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3環及び4環芳香族化合物の起源
多環芳香族化合物の分類と発生源

本研究が対象とする3環及び4環芳香族化合物は､特別に環数で区別する必要がない場合に
は､通常多環芳香族化合物として包括的に扱われることが多い｡また､多環芳香族化合物とい
う名称も､正確には多環式芳香族化合物と呼ぶ方が正式とされている｡この名称は1分子内に
2個以上の芳香環を含む有機化合物の総称として用いられているが､環を構成する原子､ある
Iヽト十f翌′Tヽ倉土A建=㌣〉‑甘べIヽでtヽ】1ご爪一〉･｢′Tヽ甲ナ.ヽ2七=㌣1丁上ゝ米盲つT立:Z
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び4環芳香族化合物を中心とした代表的な多環芳香族化合物について､これらの分芙引こ従った
構造式をまとめて示した｡
A.環骨格の構成原子に基づく分類｡
1)単素多環式芳香族化合物(炭素多環式芳香族化合物):
多環構造を構成する原子が炭素原子だけで成り立っている芳香族化合物｡
2)撞素多環式芳香族化合物:
炭素原子以外に酸素･窒素･イオウなどの原子が多環の構成元素として含まれ
ている芳香族化合物｡
Fig.1･1に示す通り､単葉多環式芳香族化合物にはナブタレン､ビフェニル､フェナント
レンのような炭素と水素だけで桔成された多環芳香族炭化水素､また基本骨格にカルポニル塞
が結合して出来たアントラキノンのようなキノン芙臥9‑フルオレノンのような芳香族カルポニ
ル化合物などが含まれている｡更に､Fig.1･1では記載していないが､カルポニル基以外の
アルキル基･ニトロ基･アミノ基などが炭素環に結合した各種の誘導体･ハロゲン置換休も､
この区分に含まれている｡一方､複素多環式芳香族化合物は環骨格内に窒素原子を持っている
カルバゾールやアクリジンのようなアザヘテロ化合物､ジベンゾフランやジベンゾチオフェン
のような酸素原子･イオウ原子を持つものを始めとして､多環を構成する異種原子の種類､ま
たは個数により各種の存在が知られている｡
B.芳香環の結合様式に基づく分類｡
1)"集合''多環式芳香族化合物:
幾つかの芳香環が単結合または二重結合により結び付いている化合物｡
2)縮合多環式芳香族化合物:
二つ以上の芳香環が2個､時にはそれ以上の原子を共有した形の環構造
(縮合環)を持っている化合物｡
"集合"多環式芳香族化合物の代表的な物質はビフェニル･ターフェニル･ジビリジルなど
であるが､この分頴区分に属する化合物は縮合多環式のものに比べて種類は多くなく､また知
名度の高い物質も比較的少ない｡･従って､一般的な名称として多環芳香族化合物が使われる場
合には､現在では縮合多環式のみを指すことが多い｡上記の分顆の1)及び2)は､更に環数に
応じて2環式､3環式と細かく分類することができる｡本論文で定量法の開発を試みた3環及
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び4環芳香族化合物は､B

2)で定義された縮合環を持つ芳香族化合物であり､Fig.1｡1で

示したAの化合物のうちのBl)を除いた3環式及び4‡芸式のものである｡
我々の生活環境で見い出きれる種々の多環芳香族化合物は､自然界で自発的に生ずるもの､
また人間活動に伴って発生するものの両者が知られている｡その生成機構と発生源､並びに分
布状態については卜1.と｣.Leeらの成書1)が蕃考になる｡この本では多数の文献を弓潤しながら
自然発生的に生ずる多環芳香族化合物の起源として､
①藻類･植物及びバクテリアなどによる生化学的合成
②山火事･草原火事及び火山の燃焼からの発生
③松ヤニや天然色素のような生物学的素材の長期間の分解
の三つを挙けている｡③ば特に重要であり､このことが石炭･石油などの化石燃料や､カーチ
ス石のような天然鉱石中に多量の多環芳香族化合物が存在する理由とされている｡
‑一方､人間活動によって生ずる多環芳香族化合物は､自然発生的なものに比べて数多くの発
生源が指摘されている｡コークスの製造工程や石炭廃棄物などの燃焼に基づく工業的な畳も無
視できないとしても､今日最も注目されているのは化石燃料の不完全燃焼で発生する多環芳香
族化合物である｡これらの中でも自動車･バイクなどの排気ガスと一緒に大気中に放出きれた
多環芳香族化合物ば大きな社会問題となっている｡現在では､発癌性との関連から一般の人々
の環境汚染に対する関心も大きく高まっている｡強力な発癌性物質として良く知られているベ
ンゾ[a]ビレンについて､アメリカ合衆国での主な発生源に対してLeeらが概算の見積を行っ
た結果の一部をTab]el･1として引用した｡Tab]el･1から､アメリカ合衆国では年間で
最大iOOOトン以上のベンゾ[a]ピレンの発生が予測されていることが理解できる｡
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天然あるいほ生産活動からの発生源に加えて､分子内に芳香環を持った有機物質を種々の状
況下で直接的に加熱することが引き金となり､複線な化学変化を経て最終生成物として発生す
る場合もある｡生成機構は現在でも完全には解明されていないが､二つの異なる反応段階､す

なわち熱分解と熱合成の両方が関係すると考えられている｡従って､こうした有機物の熱分解
･熟合成で生ずる多環芳香族化合物は､その豊の多少を別にすれば､必然的に広範囲に渡って
自然界に分布している｡

ーー･‑i一一一

こうした数多くの発生源の存在により､現在では多環芳香族化合物は地下水･河川水･海水
などの環境水中には1〜100ng/l､大気･排気ガス･燃焼ガスなどの気体試料中では0.1〜1000
ng/m3の広い範囲で､また薫製･植物油･海産物などの食品中でも0.1〜数100〟g/kg､土壌
･下水汚泥･河川の堆積物などでは数mg/kgのオーダーで存在が確認されている｡その他とし
て､石炭･石油のすす､粉じん､オイル､ゴムなどでは更に多量の多環芳香族化合物の存在が
報告されている｡

1･1･2

3環及び4環芳香族化合物の製造

多環芳香族化合物は多様な機能性を持っているため､1･1･1で述べた受動的･派生的な
発生とは別に､工業的な利用を目的とした能動的･人工的な大量生産が行われている｡3環及
び4環芳香族化合物の製造については､低分子化合物から合成する方法も知られているが､経
済的コストの点から石炭乾留で得られるタールを原料とする方法が最も有効ときれている｡従
って､現在でも工業的な製造の大部分はこの方法により占められている｡出発原料の石炭は化
石燃料として広く知られているが､各種の多環芳香族化合物を含んでいるため重要な有機化合
物資源としても広範囲に利用されている｡
t･･‑■▼It･■.■r‑

石炭の乾留は英語でCarbonization(炭素化の意)と表される通り､炭素質の固体燃料である
コークスを製造するために古くから行われて来たが､この工程で生ずる副生成品のタールは3
環及び4環芳香族化合物の重要な供給源である｡石炭の構造はまだ完全には解明きれておらず､
多環芳香族化合物がさまざまな化学結合で連なった高分子構造を取っていることだけが構造解
析の結果2･3〉からほぼ確実なものときれている｡こうした高分子物質の石炭をコークス炉中で
高温にして蒸し焼きにすると､多環芳香族骨格に結合したアルキル基の脱離と脱水素反応を伴
う重縮合反応が起こり､芳香族平面の広がったシートが形成きれて更に積み重なることで炭素
化が進みコークスが生成する｡また､この際に発生した水素が脱離アルキル基や芳香族骨格に
付加し､分解などを経て低分子化合物となるために副産物のタール･コークス炉ガスなどが生
成する4〉｡石炭乾留の際のおおよその物質収支5)はFig.1･2に示すようなものと考えられて
いる｡この時に得られた一次製品としてのコールタールを幾つかの区画に分溜し､これらの留

分から3環及び4環芳香族化合物を分離･精製することにより最終製品が市場に供給きれてい
る｡1980年代後半におけるコールタールの世界の生産量は約1500万トン/年であり､わが国で
は250万トン/年程度である6)｡
タールも含めた全石炭乾留製品中に含まれている有機成分の検索､及び工業的分離･精掛こ
関しては吉田ら7)､あるいは木村ら8)により著述された石炭化学工業の解説書が参考になる｡
石炭乾留成分についての分析はこれまでに徹底的に行われており､吉田らの著書によれば既に

Ib55年において0.Kruberにより中性成分154(CH化合物113,CHO化合物14,CHS化
合物16,CHN化合物8,CHNO化合物3)､酸性成分41(有機酸2,フェノール類38,
チオフエノール類1)及び塩基性成分87､の合計282種の化合物が報告されている9)ことが記

きれている｡更に､日本タール協会から1960年に刊行されたタール工業便覧10)では､中性成
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分174,塩基性成分113,酸性成分69,含酸素成分37,含イオウ成分24,分類不能成分2,
の合計419種の物質がタール中で確認･同定きれている｡その後は現在までに約480種の化合

物(コールタール量の約55%)の構造が化学的に明らかになっている｡しかしながら､これら
の成分のうち工業的な生産工程を経て製品化きれているものは､含量が比較的多い30〜40種の
化合物にすぎない｡

Fig.1･2
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コールタール中の成分として同定された3至芸及び4環芳香族化合物のうち､含量が0.5%以
上と比較的多量に存在する化合物はTablel･2に示す10種である｡これらの代表的な化合物
に対する一般的な工業的分離･精製､あるいは製造法

Tablel･2

については､付録1として本章の終わりにまとめて示
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炭素原子の遊離原子価や電子密度も全く同じであるが､
縮合環を形成してナブタレン､アントラセン､フェナントレン､ビレンなどのように多環化す
ると､個々の化合物に特徴的な不同化･遍在化･局在化の新しい性質が現れる｡その結果とし
て､各々の共鳴構造数･共鳴エネルギーなどがかなり異なったものとなる｡こうした特徴が多
環芳香族化合物の多様な特異性を生み出しており､ベンゼン分子には見られない興味ある反応
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性や生理痛性を引き出す基となっている｡更に､付随して現れる物性としての蛍光性･耐熱性
･耐候性･結晶性･液品性･アモルファス性･成形性･光透過性･光屈折性･発色性･導電性
及び絶縁性などの機能性が工業素材として大いに利用されている｡タールから製造された3環
及び4環芳香族化合物の工業原料としての用途の実例をTablel･3に示す｡

=ndustrialuse

Tablel｡3

aromatic

化

合

of
c叩unds

representative
derived
from

tri‑and
coaltar

用

物

tetra‑CyClic

途

アセナプチン

染料･顔料､農薬･殺虫剤･医薬品､合成樹脂

フルオレン

染料･顔料､農薬･医薬品､合成樹脂､感光体

フエナントレン

9,10つェナントレンキノン製造､染料､医薬品､
合成樹脂､感光体､液晶
アントラキノン製造､シンチレ一夕ー､合成樹脂､

アントラセン

カーボンブラック
ビレン

染料･顔料､合成樹脂

カルバゾール

N‑エチルカルバゾール製造､染料･顔料､合成樹脂､
界面活性剤､印写材料
ジスルホ.ン酸塩製造､染料･顔料､農薬､

アントラキノン

パルプの蒸解助剤
9,10‑フェナ.ントレンキノン

ジフェン酸製造､植物生長抑制剤･除草剤､液晶､
有機光導電体

T叫el･3に記載した3環及び4環芳香族化合物の中で､最も大規模に利用されている物
質はアントラキノン､及びその原料となるアントラセンである｡両化合物は古くから染料工業
で利用されており､アントラキノン系染料の出発原料･中間体として極めて重要なことはよく
知られている｡アントラキノン染料はアントラキノン構造を母体とする高級染料であり､製造
工程は比較的複雑であるけれども､得られる製品が日光に対して非常に強く､品種も多く鮮明
な色調に富むという特徴を持っているため､アゾ染料と並んで合成染料の2大部門を成してい
る11)｡また1970年代後半には､化学パルプ製造工程でアントラキノンを助剤として添加する
と非繊維分のリグニンの除去が容易となり､従来よりも短時間･高収率でバルブを生産できる
ことが見い出された12

14〉｡従って､バルブの収率向上と省エネルギー化を目指し､アントラ

キノン及びその誘導体､他のキノン類などに対する応用研究が進められており15

17〉､パルプ

工業への用途拡大が予想されている｡更に､アントラキノンをスルホン化して得られるアント

ラキノンジスルホン酸ナトリウムは脱硫触媒･減水剤･ゴム添加剤として､一方アントラセ

ンの気相酸化の際に副生成品として得られる無水ナブタレン2,3‑ジカルポン酸は高級染料･
顔料用原料として､それぞれ特別な工業的用途が開発きれている｡
フェナントレン及び9,10つェナントレンキノンは､現時点で各種の開発･研究が最も盛ん
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に進められている化合物である｡植物生長抑制剤である

フルオレンーカルポン酸誘導体の製造

原料としては既に利用されて来たが､近年では液晶や有機光導電体のための用途が注目きれて
いる｡また､両化合物を更に酸化して得られるジフェン酸は､融点は低いもののガラス転移点
が高く､耐熱性･成形性及び寸法安定性に優れたポリマーを形成する点で非常に有用な物質で
ある｡このジフエン酸はアクリル樹脂の改質原料や､プラスチックレンズ･光ファイバーなど
の光学機能性樹脂原料として有効に利用できる｡
染料及び顔料工業の分野では､アントラキノンやアントラセンだけでなく､タールから製造
されたカルバゾール､フルオレン､ビレンなどのほとんどの3環及び4環芳香族化合物が出発
原料･中間体として利用きれている｡更に最近では､ビレン系染料の持つ蛍光性が蛍光サイン
ペンという新しいニーズと適合したためインク用の顔料素材に､またフルオレン･アセナプチ
ンなどの蛍光領域が紫外から可視部に存在することから､繊維の黄ばみを隠し､白さを際立た
せる点で好都合なものとして蛍光漂白剤の原料に使用されるなど､従来の染･顔料には見られ
ない新しい高機能性材料として開発が進められている｡
･一方､3環以上の芳香族化合物は蛍光性を持つものが多いために感光性の特徴が利用されて
いる｡上述のフェナントレン以外でもカルバゾール･フルオレンなどが有機感光体の原料とし
て使用されている｡特に､カルバゾールをエチル化して製造するN一エチルカルバゾールは､無
機電子写真感光体に換わる有機光導電性材料の中間体として有望な素材であるため､光･エレ
クトロニクスに関連したハイテク産業での新しい用途が開発きれつつある｡
1+■..一一､･･l■t■･1･1
‑

1･2
1･2･1

多環芳香族化合物の分析法
多環芳香族化合物の分析化学的研究

3環及び4環芳香族化合物を含めた多くの多環芳香族化合物に対して､定量あるいは分離･
同定･検出などを目的とした分析化学的な研究が現在までに数多く積み重ねられている｡今日

でも多環芳香族化合物の分析に関する研究は､データベースCASを嘩用して『多環芳香族』
･『定量』という二つのキーワードだけで関連する文献を検索しても､年間100報以上の論文
を見い出すことができろ｡従らて､この分野において蓄えられた文献重は膨大､かつ多岐に渡
っているため､研究状況の把握に役立つ参考文献も幾つか存在するものの､Leeらの成書l)も
含めた一般的な解説･総説などは使用する分析法ごとに分類･記述されているものが多い｡こ
うした多環芳香族化合物の分析法については､ここ20年以内に発表きれたものとしてLeeらに
よるキヤピラリーガスクロマトゲラフ法について18)､R.Thomsらによる高速液体クロマトグ
ラフ(HPLC)法について19)､また､H.D.Sauerlandらによるクロマトグラフ法及び核磁
共鳴法について20〉 の解説･･総説などがある｡一方､他の観点からは､多環芳香族化合物の発
癌性に焦点を合わせたA.V.Langermeerschの発癌性炭化水素の定性と定量についての捻説21)､
及び唐沢によるその要約22)､松下によるHPLC法及び薄層クロマトグラフ(TLC)法の環
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境試料中の発癌性物質への応用についての解説23)などが報告されており､これらの文献も分
析化学的な研究の理解に役立つ｡
本章では､多環芳香族化合物の分離･分析法の発展経過を概観する辛がかりとして､これま
でと多少視点を変えて､現在までの分析化学的な研究を実際試料の相違に基づく次の3種類の
区分に分類した｡
Ⅰ)飲食物･タバコの煙､または大気･水･土壌など､通常の人間生活のもとで身近に
存在する物質や試料‑‑一環境試料を対象とする分析化学的な研究｡
Ⅲ)石油･石炭などの化石燃料から工業的に製造された薬品･有機工業製品･中間体､
またはその原料･オイル･加工品‑‑一工業試料を対象とする分析化学的な研究｡
Ⅲ)人工的に調合･調製された多環芳香族化合物の混合物‑‑一標準試料を対象とする
分析化学的な研究｡
これらの分類はあくまでも便宜的なものであり､実際的にはⅠ･Ⅲ･Ⅲのいずれの区分にも
属さないもの､あるいは数区分に渡って重複するものなどが多数認められている｡しかしなが
ら､3環及び4環芳香族化合物の定量法に的を絞って変遷をたどる場合には､この分頸方法は
全体像を理解する上で好都合であると考えられる｡なお､Ⅲに属する研究は多環芳香族化合物
の新しい分析法あるいは分析装置の開発､既知の分析法の改良･比較､または分析化学的に利
用できる物理的･化学的特性の発見及びそれらの応用などを主体とした基礎的なものである○
Ⅰ及びⅢの研究分野で検討された2種類の試料は､いずれも複雑な組成のマトリックスを構
成しているが､その構成物質､存在董､更に存在状態などについては明らかに異なる特徴を持
っている｡また多くの場合､分析対象となる多環芳香族化合物についても､両試料では大きな
速いが認められる｡

Tablel.4

b吐ween

Differences
on

the

analysis

of

environmentalandindustrialsamples
aromtic叩unds
rx)lycYClic

環境試料

工業試料

無機物あるいは多

主として多環芳香

環芳香族化合物以

族化合物

試料マトリックス

試料を構成する主な物質

外の有機物
対象となる試料の種類･･状態

多種･多様

工業製品に限られ
ている

多環芳香族成分の絶対量

少ない(ng量)

多い(I昭量)

多環芳香族成分の最高濃度

PPmレベル

%レベル

多環芳香族成分間での存在比

10

4程度

10

7程度

†ablel･4は多環芳香族化合物の分析に関して､環境試料と工業試料との間で観測きれた
幾つかの相違点を比較･検討したものである｡‡買境試料では､試料マトリ､ソクスを構成する主
成分は水･空気･土壌などの無機物､または食品などの有機物である｡従って､分析対象であ
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る多環芳香族成分は一般的に微量の汚染物質､あるいは反応生成物として存在しており､多種
類･多品目であるものの絶対量･濃度は非常に小さく､各成分も比較的接近した濃度範囲で共
存しているものが多い｡一方､工業的な試料では､化石燃料から直接製造された試薬･製品は､
通常多環芳香族化合物そのものであり､主成分及び不純物の両方としてマトリックスを構成し
ている0中にはガソリン･燃料油などのように主成分が芳香族化合物以外の工業製品もあるが､
これらの試料でも不純物として存在する多環芳香族化合物の塵は環境試料に比べれば格段に多
い｡また､出発原料である化石燃料自体が複雑な多環芳香族マトリックスであるため､多環芳
香族成分の含量も原料組成を弓蚕く反映してPPb程度の痕跡豊から数%の多畳まで大きく広がっ
ているのが普通である｡
更に､Tablel･4では示されていないが､分析対象となる多環芳香族化合物の種矧こつい
てもⅠとⅢでは幾らか異なっている｡例えば､環境試料の分析では多くの場合､測定しようと
する多環芳香族化合物は人体に大きな影響を及ぼす性質､すなわち発癌性や変異原性を持つ物
質が中心となっている｡既知の多環芳香族化合物に関する毒性の有鮒こついては､これまでに
発表された書物1･24･25〉や論文26,2‑7)などが利用できるが､痘発生の仕観みが分子レベルまで
充分に解明されていないこともあり､分子構造のみで発痘性を断定することばできない｡しか
レながら､3〜4環以上の縮合環を持つ芳香族化合物か､そのアルキル誘導体､あるいは窒素
原子を分子内に含む芳香族化合物が強い発癌性物質であることが分かっているため､Ⅰの研究
領域では特別な場合を除き､分析法もこれらの発癌性芳香族化合物に重点を削､た分離･定量
法の開発が進められている｡一方､Ⅲでは発癌性の多環芳香族化合物に対する配贋も当然行わ
れているが､それ以外に工業製品の純度に関する情報を必要としている場合が多い｡従って､
この分野では製品中に含まれた種々の多環芳香族不純物を､製品管理､品位検定あるいは純度
測定の目的で利用する定量分析法が主に開発されている｡

1･2･2

環境試料についての分離･分析法

先に述べたように､多環芳香族化合物の環境試料に対する分析化学的研究は発癌性と深く関
わっている｡従って､クリセンやベンズ[a]アントラセンなどの一部の4環式化合物に弱い発
癌性が認められているものの､官能基を持たない大多数の3環及び4環芳香族化合物は発癌性
が無いことが判明しているため､環境試料でばこれらの化合物だけを対象として定量法､ある
いは分離法を検討した例は少ない○しかしながら､3環及び4環芳香族化合物はコールタール
中の主要成分であり､環境試料中に汚染物質として混入する確率も高く､モニター的な役別を

果たす点で非常に好都合なため､強い発癌性を示す5環以上の多環芳香族化合物と共に多くの
報文中で分析対象として選ばれている｡
この研究分野の出発点は､1775年P･Pottが煙突掃除人の家庭で陰乗積が異常に現れること
を認め､〟煙突掃除人の癌〃と題する論文を発表したことに帰着きれている｡これ以後､燃焼
に伴って発生するス▲スや､燃料として当時広く使用されていた石炭から製造されたタールに含
まれている種々の発癌性物質に対して研究者の関心が向けられた｡1耶6年にはV｡nV｡Ikmanが

‑‑‑1(ト

コールタールと職業性皮膚癌との関連性を報告したが､コールタールの発癌性を実験的手法で
証明したのは山極･市河の研究である｡1915年､彼らは兎の耳にコールタールを塗って最初の
人工癌を作ることに成功した｡これを契機にタール中の発癌成分の研究が精力的に進められ､
1930年には5環芳香族化合物のジベンゾ[a,h]アントラセンの発癌性がE･L･Kennauayらに
ょって証明された｡更にJ.U.Cookらは1933年､初めてタールから同様な5環化合物のベン
ゾ[a]ビレンを単離し15〉､その強力な発癌性について言及した｡しかしながら､このベンゾ
[a]ビレンの単離法は蒸留･酸洗浄･再結晶･ピクリン酸処理などの古典的な分離･精製法を
数多く親み合わせたものであり､タール中からの分離･確認ば行えても正確な分析値を得るこ
とや､微量物質の検出方法として他の分野へ応用することば全く不可能であった｡従って､現
在広く行われているような種々の環境試料を対象とした微量の多環芳香族化合物の分離･分析
法の開発には,結局のところクロマトグラフ法の発展が必要条件であった｡
クロマトゲラフ法による環境試料中の多環芳香族化合物の分離ば1950年噴から始まり､最初

はカラムクロマトグラフ法､さ戸紙クロマトゲラフ法､及びTLC法などが用いられた｡そして､
クロマト分離後の同定･定量に赤外､紫外､及び蛍光光度法などの分光学的な測定法が併用さ
れるに至り､複雑な試料マトリックス中に含まれている多環芳香族化合物の全容解明が徐々に
可能となった｡現在では､最も新しいクロマトグラフ法として溶融シリカガラスキヤピラリー
､

‑

GC法やHPLC法がこの研究分野で多用きれている｡

1･=lr‑▼/1‑.̀r

各種の環境試料を対象とした多環芳香族化合物の実際的な分離･分析操作については､1988
〜1990年の文献で炭化水素に限ったものでも､飲料水･雨水･河川水などの環境水試料28 30)､
大気･排気ガス･海水などに存在する浮遊物質3卜34〉､灰･土壌･河川の堆積物35 38)､ある
いは植物油･魚介類･薫製などの食品類39

41〉と多数の実例が報告きれている｡また､食品･

粉じんについては分析法の総説も報告きれている42･43)｡
一方､上述のクロマトグラフ分析法とは別に､特定の3環芳香族化合物については環境モニ
タリングの観点から分離･検出･定量法が検討されている｡しかしながら､土壌や堆積物を試
料としたフルオレン44)やアントラセン45･4ら〉の分析化学的な研究の中でも､分離法にはHP
LC法やGC法がそのまま使用されており､結果として定量操作法自体はクロマトグラフ分析
法とほとんど変わらない｡

1･2･3

工業試料についての分離･分析法

工業試料についての多環芳香族化合物の分析化学的な研究は､おそらくコールタール組成に
関する研究が出発点であろうと推測される｡1834年F.F.Rungeはコールタール中に僅かにア
ニリンが含まれていることを初めて見い出した｡当時､合成染料はもっばらアニリンが原料で
あったためアニリン染料と呼ばれていたが､コールタール中の種々の成分が同様に染料原料と

して非常に有効であることが認められるに従い､その名もコールタール染料と改められてコー
ルタール工業の発展の原動力となる役割を担った｡
コールタールに含まれている多環芳香族成分の探求は1800年代後半から始まり､1900年代前
‑11‑

半にはドイツ国内でのタール工業の躍進に合わせて盛んに進められた｡1900年〜1940年にかけ
てR.Ueiss8erberやKruberとその共同研究者達は､コールタール中の芳香族成分の分離にア
ルカリ溶融法･ピクレート生成法･酸化法･スルホン化法などの化学的処理と､抽出法･蒸留
法･再結晶法などの物理的分離･精製法とを巧妙に観み合わせることで､多数の多環芳香族化
特に､Kruberが1929年以来､Berichte誌上でタール組

合物の分離･検出･同定を成し遂げた｡

成分析に関する論文を数十幸削こ渡って発表したことが､タール中の40種以上の微量成分を工業
製品として市場に供給することに貢献したとさえも言われている｡先の環境試料の項で述べた
Coolくらによる発癌性物質ベンズ[a]ビレンのタールからの単離も正にこの時代の成果であった｡
1934年A.Uintersteinらはコールタール中の主要成分であるアントラセンとナブタレンの分離
に､初めて活性アルミナを充填したカラムを利用した47)｡これ以後､古典的な分離法と初期

のクロマトゲラブ法を有効に活用することで､1950年填までには多環芳香族化合物を含めた約
300種のタール中の有機成分の同定が成し遂げられている9)｡しかしながら､研究は主として
定性的なものであり､定量的な研究はGC法が採用されるまでは容易でなかった｡
GC法の導入は複雑な芳香族マトリックスの定量分析に大きな進歩をもたらした｡開発当初
はGCカラムの固定相の熟安定性も悪く､また担体表面の不活性化処理も不完全であったため､
多環芳香族化合物の分析法として適用するには問題が多かった｡1960年代以後のカラムの技術
的な発達､すなわち担体の改良､固定相の開発､充填状態の改善などが多環芳香族化合物の分
離･分析に大きな威力を発揮する要因となった｡最終的には､1970年代に溶融シリカキヤピラ
ー一入■■ニ■▲f▲■･1･1

リーGC法がLeeらによって積極的に利用されるに至り48･49)､多環芳香族マトリックスのた
めの最も高分解能な分離法としてGC法が現在の地位を築き上げた｡
■

化石燃料中に存在する多環芳香族化合物の分析化学的な研究に関しては､1972年に発表され
た松下らによるコールタール中の発癌性多環芳香族化合物の分析法に関する和文50〉､あるい
は石油中の分析法に関する総説51〉

などが､多環芳香族化合物に対する典型的なクロマトグラ

フ法初期時代でのTLC分離一拍出一蛍光光度定量という一連の分離･定量操作を詳細に記述し
ている点で参考になる｡
19世紀末に始まったコールタール組成の研究も､工業的に重要な成分の知見が1960年噴まで
にほとんど得られてしまったこと､更に兼同定の成分には注目に値するような物質が期待でき
ないと判断されたこともあり､今日では従来のような熱意は減少している｡近年報告きれてい
るタール､アズファルチン､アントラセン油などの実際的な工業試料を対象とした分析化学的
研究52‑58)では､多環芳香族組成の追求よりも新規の分析法の有効性を複雑な混合系で検討す
るために実行きれている場合の方が多い｡

1･2･4

バッチ法による3環及び4環芳香族化合物の定量法

タールから分離･回収･痛製きれた多環芳香族製品､特に3環及び4環芳香族化合物を対象

とする分析化学的琴研究は､コールタールの組成分析とは多少異なる観点で始められた｡この
研究分野では､出発原料であるタールが非常に複雑な芳香族マトリックスであることが既に知
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ヽ

られていたため､分析法は工業製品中に混入してくる不純物の定性･定量を主な目的として行
われた｡しかしながら､タールから製造された3環及び4環芳香族化合物製品では､上述の化
石燃料自体を試料とする雑成分析とは異なり､多量の主要成分並びに微量の共存成分として膨
大な多環芳香族化合物が存在しているのが一般的であった｡更に､製品化の際に行われる分離
･精製工程により不純物雑成の片寄りが生ずることが多く､結果として試料中の多環芳香族不
純物の量が著しく異なるという特徴を示した｡こうした点から､工業製品に関しては存在して
いる多環芳香族化合物を一斉に分析することば従来の試料に比べ困難であった｡その結果､簡
便な品位検定･純度判定の目的で､製品中の特定の多環芳香族化合物成分のみを対象として分
離･定量を行う選択的な分析法が新たに検討された｡
このような個々の3環及び4環芳香族化合物のための定量法では､各々の物理的･化学的性
質を生かした分離･定量操作を小さな回分(バッチと呼ばれる)に組み立てた後､非連続的に試
料の測定を繰り返す方法が一般的に採用された｡この方法はバッチ法(あるいはバッチ操作)と
呼ばれる試料処理法であり､1950‑1970年代には代表的な3環及び4環芳香族化合物の定量に
広く用いられた｡タール製品への応用を目的としたバッチ的な研究としてば､船久保らによる
無水マレイン酸とアントラセンのDiels‑A用er反応後の残存無水マレイン酸鼻をアルカリ滴定

により求めて算出するアントラセンの間接定量法59)､古澤･武内らによるDiels‑A]der反応後
､

‑

での紫外吸収を測定するアントラセンの吸光光度定量法60■

65)､古澤･山田らによるキサント

1･･･̲▼一1.▲■̀r.′

ヒドロール､または3‑メチルー2‑ベンゾチアゾリノンヒドラゾンを発色試薬とするカルバゾー
ルの吸光光度定量法66

73)､古澤らによるハイドロサルファイトナトリウムで還元したジナト

リウム塩の水溶性及び発色性を利用するアントラキノンの分離または吸光光度定量法74

77〉な

どが報告されている｡また､ソ連･棄欧を中心としてポーラログラフ法によるアントラキノン
及びアントラセンの定量法78

1･3

83〉も同時代に数多く開発されている｡

本研究の目的と概要

1･3･1研究の目的

これまでに概観した通り､現在身の回りに見い出されている3環及び4環芳香族化合物を含
めた各種の多環芳香族化合物の存在は､その大部分を石炭･石油などの化石燃料に源を求める
ことができる｡何億年という長い年月を掛けて地庄･地熱と自然の作用のみで合成された化石
燃料は､最新の分析機器を投入しても完全には全容が明らかに出来ないほど膨大な類似成分か
ら構成されており､人類が知り得る最も複雑なマトリックスといっても過言ではない｡今日､
最も一般的に利用きれているキヤピラリーGC法やHPLC法のようなクロマトグラフ分離･
分析法は､こうした多環芳香族マ寸リックス中に含まれている構成成分をある程度まで同時に､
また､一斉に分離･定量できるばかりでなく､多数の試料を連続的に処理できる点でも非常に

優れている｡その結束､3環及び4環芳香族化合物の定量法に限っても､実際分析にはバッチ
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的な定量法に代わってクロマトゲラフ法が広く採用されている｡
しかしながら､工業技術の進歩に伴って各種の工業的な試料､特にタールから製造された多
環芳香族製品などでは､構成成分の量的な片寄り､製品の高純度化､あるいは高機能性材料と
しての必要性などから､特定の微量成分について正確な定量傾が要求される場合も多い｡この
ような場合には､バッチ的な定量法でも以下の①〜⑥のような条件を満たしているならば､3
環及び4環芳香族化合物の定量分析のために充分利用できると考えられる｡
①個々の被定量物質に対して選択性が高いこと｡
②測定感度が高く､微量まで定量可能であること｡
③実際試料に対する応用性が広いこと｡
④定量操作が簡便であること｡
⑤単純で安価な分析装置を使用すること｡
◎1試料あたりの分析時間が短いこと｡

本論文が研究対象としている3環及び4環芳香族化合物は､ベンゼン環の縮合構造に由来す
る蛍光性骨格を持っているため､大多数のものが蛍光性を示すか､あるいは非蛍光性であって
も容易に蛍光性物質に変えることができる｡更に､蛍光測定は比較的高感度であり､また定量
操作もそれほど複雑でない点から､蛍光分析法は多環芳香族化合物の定量法として有効に用い
られている｡しかしながら､従来の蛍光分析法では②〜◎までの条件はある程度満たしている
ものの､①の選択性については明らかに問題点が多かった｡繰り返し述べてきた通り､個々の
3環及び4至芸芳香族化合物が試料中に単独で存在することば極めて希であるため､通常の蛍光
法で利用できる励起及び蛍光スペクトルの選択性では､複雑な芳香族マトリックス中に混在し
ている特定物質の定量を行うことば困難であった｡従って､工業製品中に含まれているカルバ
ゾールやアントラセンの分析に対しては､バッチ法による蛍光定量法では共存成分の影響を除
去する目的で､アルミナを充填したカラムクロマトグラフ法84)や液一樹由出法8う･86)などの分
離法を併用することが必要であった｡こうした分離操作は被定量物質に対して選択性･特異性
を持っていることから､微量までの定量に充分利用できる長所がある半面､逆に定量操作法を
煩雑にすることになり､適用試料も限定されるなどの点で上記③,④及び⑥の条件に適合しな
い原因ともなっていた｡
1970年代に入って｣･B.F.L!oydや11.Vo‑D葎机こよって新たに提唱された87･88)シンクロ
蛍光法は､蛍光性物質の蛍光スペクトルを測定する際に励起波長と蛍光波長の両波長を同時に
掃引するという､従来の蛍光分析法では全く考慮されていなかったユニークな発想の測定方法
であった｡このシンクロ蛍光法は､これまでの蛍光分光光度計を大幅に改造する必要もなく､
単に波長駆動装置を両波長間で連動きせるのみで適用できることから､蛍光分析法が本来備え
ていた②〜⑥の長所が全く損なわれなかった｡更に､測定されたシンクロ蛍光スペクトルでは､
蛍光性物質の幾つかのスペクトル特性が切り捨てられた半面､スペクトル情報が特定の波長領
域に集中されたため､混合系に対する蛍光分析の選択性がより一層高められた｡従って､3環
及び4環芳香族化合物をバッチ的に定量分析する際の蛍光法の問題点であった上記①の条件が､
シンクロ蛍光法の出現により新たに改善される見通しが見い出された｡
本研究では､このシンクロ蛍光法を詳細に検討することで､工業的に付加価値の高い多環芳
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香族化合物製品､主にコールタールから製造された多環芳香族化合物試薬に含まれている微量
の3環及び4環芳香族成分について､簡便に利用できる実際的な分析法としてシンクロ蛍光定
量法を開発することを目的とした｡

1･3･2

研究の概要

本論文は第1董の序論も含めて七つの葺で構成されている｡まず第2葦では､新しい蛍光分
析法として紹介されたシンクロ蛍光法に関して､その概念･特徴･利点などを詳しく考察する
ことにより､多環芳香族化合物に対する適用性について理論的な検討を加えた｡更に､13種

類の代表的な撃光性の2環〜5環芳香族化合物を標準試料として選び､種々の条件で実際的に
シンクロ蛍光スペクトルを測定し､これらの結果から個々の多環芳香族化合物の定量に対する
シンクロ蛍光法の有効性を調べた｡
第3章においては､3環及び4環芳香族化合物の分析に対するシンクロ蛍光法の適用範囲を
広げるために､新規の蛍光分析法の開発を目的とした基礎的な研究を行った｡その成果として､
ナトリウムメトキシドを添加してアルカリ性にしたジメチルスルホキシド媒体中では､数種の
安定な3環及び4環芳香族化合物の反応性が選択的に高まり､新しい蛍光分析に利用できる消
光反応･発蛍光反応などが容易に起こることを明らかにした｡
第4章では､個々の多環芳香族化合物について得られたシンクロ蛍光法の基礎データを､3
環及び4環芳香族化合物の複雑な混合系に実際に応用することを検討した｡タール試薬のうち
で最も代表的なフェナントレン､アントラセン及びカルバゾールの3種類の化合物を実際試料
とし､試薬中に少量成分として存在している主要な3環及び4環芳香族不純物のためのバッチ
法によるシンクロ蛍光定量法の確立を試みた｡
第5章においては､シ.ンクロ蛍光法の実際試料に対する応用性を､更に微量成分にまで拡張
する目的で分離法を開発することを試みた｡複雑な親戚の試料中に含まれている微量の3環及
び4環芳香族化合物の定量では､シンクロ蛍光法の高速択的な特徴に加えて更に分離法の併用
が必要であり､このために特定の微量成分を選択的に分離する方法として帯域溶融法を新たに
検討した｡帯域溶融法では､多環芳香族化合物中に存在している各種成分の固体一宿融体間で
の分配係数が1より小さいか､,あるいは1より大きいか､の二者択一的な溶融特性を分離の基
礎原理として適用したd
第6章では､溶融特性に基づく帯域溶融分離法を更に発展させ､微量の3環及び4環芳香族∴
化合物のための選択的な分離法として､シンクロ蛍光法と併用することを試みた｡種々の多環
芳香族化合物の溶融系についての基礎実験から､被定量物質との間で分配係数が1より大きい

か､あるいは1にほとんど等しい特殊な溶融系を持つ化合物を検索した｡更に､これらの化合
物を分離用の固体媒体として試料と混合し､その混合物について帯域溶融操作を行うことによ
り､特異的な溶融特性を示す被定量成分のみを選択的に分離する新しい形の帯域溶融分離法を
考案した｡この帯域溶融分離法とシンクロ蛍光定量法とを効果的に組み合わせた結果､市販の

工業試料中に含まれている特定の･3環及び4環芳香族化合物に対して､汎用的に応用できる一
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連のバッチ的な分離･▼定量法を確立した｡
最後の第7章では､本研究で開発した3環及び4環芳香族化合物の各種定量法の利点･特色
･応用性などを研究課題ごとに分類して述べた｡更に∴今後の発展の可能性∴新たな開発のた
めの進むべき方向などを考察した｡また､現段階で残されている問題点についても簡単にまと
めて論じた｡

付録1.代討取3環及び4環芳香族化餉の二標的製法
アントラセン･カルバゾール.
アントラセンとカルバゾールは､コールタールの留分である重油やアントラセン油を冷却し
た際に析出する粗アントラセン結晶(通常アントラセンケーキ､また苗粉とも呼ばれている)
を分離･回収･精製することで製造されている｡このケーキの組成は一次製品であるタールの
生い立ちによってかなり異なっているが､一般的にはアントラセンが20〜30%,カルバゾー
ルが7〜15%,その他フェナントレ.ン､アセナプチンや他の多くの芳香族化合物から成り立っ
ている｡

プレス工程によって品位を高めた圧搾ケーキからアントラセンとカルバゾールを分離するた
めに､第一段階としてアセトン･ビリジン･0‑シクロロベンゼン･クレオソート油などの各種
溶剤に対する溶解度の差を利用する方法が採用されている｡比較的低落解性の向化合物は適当
な温度で溶剤処理を行うことにより､他成分から容易に分離できる｡しかしながら､90%アン
トラセンと10%カルバゾールの混合物が混品を形成することが知られており89)､また溶剤処
理後でも相互に相当量が混在することもあり､単に溶剤の溶解度差を利用するのみでは両化合
物間の分離は完全に達成できない｡従って､第二段階として苛性カリまたはソーダ､炭酸カリ､
あるいは濾硫酸などによる化学的処理が行われている｡こうして得られた粗アントラセンと粗
カルバゾ｢ルは､最終的に昇葦･再結晶などの物理的精製法を繰り返すことで純品として供給
される｡

フエナントレン･フルオレン･ジベンソつラン･アセナプチン.
これらの4種類の3環芳香族化合物は､アントラセンケーキからアントラセンとカルバゾー
ルを分離･回収した残油､また中油･メチル油からナブタレン類とビフェニルなどの2環芳香
族化合物を分離･回収した残油の混合物から工業的に回収･製品化されている｡上記残油は合
併された後､精密蒸留により沸点順にアセナプチン留分､ジベ.ンゾフラン留分､フルオレン留
分､フエナントレン留分､廃油の五つに分画され､更に酸･アルカリで洗浄後､冷却して結晶
化させることで粗結晶が製造される｡得られた粗精製品について再び精密蒸留を行い､必要で
あれば適当な溶剤による再結晶を■併用することで精製品が供給されている｡

ビレン･クリセン･フルオランチン.

ー16‑

4環芳香族化合物のビレン､クリセン及びブルオランチンの3物贅はいずれもピッチ中に比
較的多量に含まれている｡ピッチ中のビレンの分離･回収には､ピッチを更に柁留して得られ
るピッチ池を使用し､20mm‖gの減圧蒸留を行うことでビレンの沸点に近い2350C付近の留分を
採取する｡この留分をピクリン酸のアルコール溶液で処理してビレンピクラートを合成し､こ
れを繰り返して精製した後､再びもとのビレンに分解して再結晶により純ビレンを製造する方
法が知られている｡
クリセンの工業的製造法としては､アントラセンとカルバゾールの沸点以上のタール留分全
部を二硫化炭素で抽出する方法が古くから用いられている｡しかしながら､同じ難溶性の不純
物(ナブタセンなど)が分離されずに黄色の着色が残るため､この方法では更に酸化法やマレ
従って､最近では新た
ィン酸処理法などの化学的操作を併用しないと純品は得られない90)0
に真空蒸留法が発達しており､また低沸点のコールタールに水素添加して製造するなどの新し
い方法の開発も進んでいる｡

フルオランチンは二硫化炭素でクリセンを分離･分別した抽出溶剤■11に多重に潜関して来る
ので､この溶液を蒸発幸乞回することで容易に得られる0この際にビレンが混入するため､混合
物はピクリン酸と反応させてピクラートとした後､再結晶を繰り返すことにより両者を分離す
る｡各々の純ピクラートをアンモニアで分解することでブルオランチン及び副産物のビレンが
製造される｡また､この方法に精密蒸留を結び付けた改良法9=2)や､タールの水素添加物を
使用して特定の留分だけを脱水素することで､経済的にフルオランチンを分離･回収する方法
なども開発されている｡

アクリジン･フエナントリジン.
高沸点を示すこれらの含窒素多環芳香族化合物は､アントラセン油以上の高沸点タール油中
に存在しており､共に弱塩基性を示す｡アントラセン油･ピッチ油などからスルホン酸塩のア
ルカリ塩として､あるいは他のアルカリ塩として分離･回収･精製することで製造される｡

アントラキノン･9,10‑フェナント

レンキノン.

これらの両キノンば､それぞれアントラセン及びフェナントレンを酸化することで製造され
る｡アントラキノン及びその誘導体の合成法として､無水ブタル酸とベンゼン･置換ベンゼン
を塩化アルミニウムの存在下で縮合きせてベンゾフェノン2‑カルポン酸とし､更に濃硫酸に
ょり脱水･環化を行うFr､iede卜Crafts反応は有名である93

一95〉｡しかしながら､工業的に生産

されるアントラキノンの大部分は､アントラセンケーキから分離･回収されたアントラセンを
直接酸化する方法が採用きれている｡初期には純度80〜90%程度の粗精製品を加熱水蒸気と共
に蒸留して微粉状にし､希硫酸中に懸濁させて重クロム酸ナトリウムにより800Cで酸化する液
相酸化法96)がもっぱら行われていた｡現在では原料のアントラセンを加熱して蒸気化し､こ
れを空気と混合して約400℃の触媒層を通過させることで短時間のうちに酸化を行う気相酸化
法97〉が大部分を占めている｡
9,10つェナントレンキノンはアントラキノンと同様に､バナジウム系触媒を利用する気相
酸化法98)も知られているが､まだ主流を占めるに至らず､無水クロム酸塩99)､過マンガン酸
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塩100)､過ヨウ素酸塩101)､過酢酸などを酸化剤とする多数の液相酸化法が考案されている○
しかしながら､収率が低い､高価な酸化剤を使用する､廃液処理が難しい､不純物の混入が避
けられない､装置の腐食が問題となるなどの欠点があり､いずれも有力な工業的製造法にはな
っていない｡近年､新たな液相酸化法としてt‑ブタノールを有機溶媒･酸触媒存在下で､過酸
化水素により酸化して得たt‑プチルハイドロパーオキサイドを酸化剤とする方法102〉が開発さ
れている｡

その他.
これまでに述べてきた化合物と同様に､3環及び4環芳香族化合物に分類きれるベンゾ[a]
アントラセン､トリフェニレン､メチルフェナントレンなどの幾つかの物質も､複雑な芳香族
マトリックスであるタールから直接的に製造が行われている｡しかしながら､前述の化合物以
外のものはタール中の含量も少なく､分離･回収が難しいばかりでなく商業的なコストに見合
うほどの大量生産が見込めないため､製品化は試験･研究用の有機試薬や標準試料として少量
供給する目的の小規模なものである｡

参考文献
Aromatic

Compounds",PP.17‑49,Academic

Press,New

JTttl､･1

Po]ycyclic

''Ana]yticalChemisLry

Barue,K.D.,

1.Lee,M.L.,Novotny,M.V.and

of
York,1981･

‑

ヽ

Russe],N.J.,

2.Philip,R.P.,Gjlbert,T.D.and

Australian

CoalGeolo

1982,4,228.
3

Ohtsuka,Y.,Nozava,T.,Tomita,A.and

4

野村

5

燃料協会縞,"新版

6

倉田

7

吉田

Tamai,V.,Fuel,1984,63,1363･

正勝,蛙豊,1986,41,442･
燃料便覧'',PP.169,コロナ社,1973.

直次,化学と工業,1988,41,147.
尚,末次

良雄,唐沢

保雄;吉田

尚編,

=これからの石炭化学工業",

技報堂出版,1979.
英雄,藤井

OU

木村

9

Kruber,0.,Raeithel,A.

修治,〃石炭化学と工業(増補版)'',三共出版,1984.
and

Gri801eit,G.,Erdoe]Kohle,1955,8,637.

1 0

日本タール協会編,"タール工業便覧",PP.403,1960.

1 1

祖父江寛,加藤信八郎;日本化学会緬,"化学ライブラリー10

改訂版

と繊維,,,PP/104‑107,大日本図書,1960.
1 2

Holton,=.,Pulp

Paper

Can.,1977,78,T218.

1 3

Nomura,Y･,畔,1976,43403･

1 4

Farrington,A.,Nelson,P.F.and

1 5

Ghosh,K.L.,Venkatesh,V.,Chjn,U.J.and

Vanderhoek,N.,Appita,1977,31,119.

Grat2l,J.S.,TAPP[,1977,

‑18‑

染料

60,127.

16.Fu11erton,T.J.,Appita,

1978,32,117.

17.Aほar,U.=.,Fa｢｢ington,

A.,Jcssup,B.,Netson,P･F･an(｣Van血｢hoek,N･,

Appita,1979,33,33･

ErdoelKohle

Zander,M･,

19.Th()mS,R.and

Chr･Ol伯･tOgr.Sci･,1980,18,345･

U.,J.

Uright,B･

18.Lee,M.L.and

P(ラtrOChenl.BlへenrlSトChenl.,

E｢dgas

1977,30,403.
KoHe

anl】Z鋸≠kl‑,卜1.,【州Oel

20.Sauerland,‖.D.,Sta(ielho■rer,J･,'｢t′10mS,lミ･
Petrochem.Brennst‑Cheln.,1977,30,215･

E｢鹿as

秀鶴,化学の領域,1974,28,118･

21.松下

Chim.Anal.(Paris),19〔;8,50,1･

22.Lan呂ermeerSCh,A.V･,

保雄, アロマディックス,1974,26,183;235;304･

23.唐沢

in MchemicalAnalysis

Dennis,A.J.(ed･),

24.Coolくe,M.and

Biolo呂i(二al

Press,Colし州bus,Ohio,

Battelle

Al､Omatic‖ycIrocarb()nS),I

Fatc:Polynuclear

and

1981.

どLrld'｢乙Inaka,J., in"polycyclic

25.Futoma,D.J.,SmiLh,S.R･,Smith,'r･E･
^romatic

irluater

Hydroca｢bons

SysteIllS",

Press,Inc･,Boca

pp.2‑10,CRC

Raton,Florida,1981.

26.Bos,R.P.,Theuws,J･L･G･,Jongeneelen･f:･J･and=enderson,P･Th･,
Mutation

Res.,1988,204,203･
K.and

27.Lane,D.A.,Moe,H.

KalLz,M.,Anal.

V.and

28.Funk,U.,Donnevert,G･ISchuch,B･,Gluck,

FわCker,｣.,tJ.Plana｢

TLC,1989,2,317･

C｢1rOnはtOgr.‑Mod.
29.L

C｢1em.,1973,45,1776･

〉onluaSSer,1988,71,245･

Kettrup,A･,

Kicinski,H.G.and

Pe｢ry,R･,

30.Bedding,N.D.,Mclntyre,A.E･,Lester,J･N･and

J.Ch｢()matOg｢.

Sci.,1988,26,597･
Velthorst,N･tt･,

31.Mastenbroek,J.U.G.,Ariese,F.,Gooijer,C･and
Chemosphere,1990,21,377･

Furlonge｢,J･,

32.Uaher,U.,Pellegrino,F.and

Microchem.J.,1989,39,160･
ArIrll.SrJeCtrOS(∴,1989,

Barhour,R･'K･,

33.Ch=ders,J.U.,Uilson,N.K･and
43,1344.
34.Niles,R.and

Tan,Y.L･,

35.Morse11i,L.and

Zappoli,

Anal.Chim.Acta,1989,221,53.
S.,Sci.T()tal

Envir､0∩.,1988,73,257.
LeeIM･

36.Vest,U.R.,Smith,P･A･IBoothIG･M･and

L.,Envi｢orl.Sci.

Tcchnol.,1988,22,224.

37.Fabacher,D.L.Schmitt,C.J.,Besser,J･M･and

Mac,M･J･,

Environ.

Toxicot.Chem.,1988,7,529･
38.Kicinski,=.G.,Adamek･,S.and

Kettrup,A･,

‑19‑

C†1rOmatOgraPrlia,1989,28,203･

Montag,A･,

39.Speer,K.,Steeg,E.,‖orstrnann,P.,Kuehn,Th･and
Resolut.Chromatogr.,1990,13,104.

Sivaramakrishnan,V･M･,

40.Sivaswamy,S.N.,Balachandran,B.and

Cu｢｢.Sci.,

1990,59,480.
Sauri,M.,

41.Larsson,B.K.,Pyysalo,H.and

Z.Lebensm.‑UnLers.‑Forsch.,

1988,187,546.
4 2

1loua｢d,J.U.and

4

長谷川利雄,桑田

3

4 4

Lebo,J.A.and

4

立川

5

4 6

Fa2io,T.,

J.Assoc.Off.^nal.Chem.,1980,63,1077.

一弘,化学の領域,1971,25,905.
J.Assoc.Off.Anal.Chem.,1986,69,944･

Smith,L.M.,

涼,河野

Haddqck,J･D.,

公党,脇本

忠明,分析化学,1977,26,412･

Landruln,P.F.and(】]esy,J.P.,Anal.Chem.,1983,55,

1197.
47.Uinterstein,

A.and

z.physio].

Schoen,K.,Hopper‑SeyIer's

Chem.,1934.,

230,146.
BartIe,K.D.,

48.Novotny,M.,Lee,M.L.and

1.Chromatogr.Sci.,

1974,12,

606.
49.Lee,M.L.,Novotny,M.and

Bart.]c,K.D.,

Anal.Chem.,1976,48,405;1566.

彰,半田

隆,分析化学,1972,21,1471.

秀鶴,江角

凱夫,鈴木

51.松下

秀鶴,燃料協会誌,1972,51,25.

ーj‑t▲,▲‑ニ･･1

50.松下

Davies,f.L.,Bart]e,K.D.and

52.Kithinji,J.P.,Rayno｢,M.U.,Egia,B.,

→

C=fford,^･A･,J.･̲榊｢･,1990,13,27･

ヽ

53.Barker,I.K.,Kithinji,J.P.,Barいe,K.D.,Clifford,A.A.,
Rayno｢,M.

U.,Shilstone,G.F.and

Ha7ford‑Mau,P.^.,Analyst(l.ondon),

1989,114,41.
54.Lafleur,A.L.and

Nakagaua,V.,Fue],1989,68,741.

55.肌se,S.A.,Benner,B.A.,Byrd,G.D.,Chesler,S.N.,Rebbert,R.E.and
Schantz,ト1.M.,Anal.Chem.,1988,60,887.
56.Davies,f.L.,Bart]e,K.D.,UiHiams,P.T.and

AndretJ§,G.E.,Anal.

Che什l.,1988,60,204.
57.Stcfanova,M."and

La2arOV,L.,J.Chromatogr.,1988,446,293.

58･Lauer,J･C･,Hernandez,D･‖･V･and

Cagniant,D･,旦壁1,1988,67,1273･

59.船久保英一,以有機化合物確認法

Ⅲ'',PP.273‑300,養貿望,1975.

和子,基蛙,1963,66,1809･

60.古澤

源久,武内

次夫,関戸

61.古揮

源久,武内

次夫,山梨大学工学部研究報告,1963,14,11.

62.武内

次夫,古澤

輝久,圭吐,1964,67,1007･

63.古揮

輝久,武内

次夫,小倉

和子,細田

64.古澤

源久,武内

次夫,小倉

和子,松下

65.古澤

源久,丸山

昌明;武内

■

■■
■ ■■ ■■
■■
■■■
■
■■■
■■■
■■■
■
■■
■■
■■
■■
■
■
■■

徹,工化,1965,68,1203.

篤,壬生,1966,69,629･
次夫,壬生,1968,71,305･
‑20‑

66.古澤

源久,佐藤

義一,山田

澄子,武内

67.古澤

源久,山田

澄子,佐藤

義一,安藤

68.古澤

源久,山田

澄子,分析機器,1974,12,777.

69.古澤

源久,山田

澄子,分析化学,1974,23,77･

70.古澤

源久,山田

澄子,中島

保夫,武内

次夫,分析化学,1976,25,346.

71.古揮

源久,山田

澄子,橘

正樹,名取

利之,山梨大学工学部研究報告,

賀則,分析化学,1979,28,130･

次夫,分析化掌,1970,19,573･
豊,武内

次夫,旦蛙,1973,

733.

1977,28,142.

72.古澤

源久,橘

正樹,山田

澄子,石田

73.古澤

源久,橘

正樹,林

裕二,分析化学,1980,29,859.

74.古澤.源久,武内

次夫,窪田

75.古澤

源久,武内

次夫,藤原

一男,北沢
洋,鈴木

76.岩崎

鈴子,古澤

源久,佐野

守,日化,1973,2303.

77.古揮

源久,岩崎

鈴子,松浦

裕司,日化,1974,2228.

78.Be2uglyi,V.D.,

Kheifets,L.

Ya.and

英一,壬生,1970,73,2545･
武司,日化,1972,1536.

Preobra2henskaya,E.A.,Zh.Anal.

Abstr.,1965,62,5895.

Khim.,1964,19,1402;Chem.
､

‑

79.Kheifets,L.Ya.,Zavod.Lab.,

1968,34,801;Chelm.Abst｢.,1968,69,

1･･Ill･.‑r一

102865c.
80.Kheifets,L.Va.,Aleksandrova,D.M.,Ko]otova,L.l.,Shimanskaya,N.P.
and

D両trievskaya,L.I.,Zh.Anal.Khiln.,1970,25,1004;^nal.^bstr.,

1971,21,2680.
81.Popescu,S.‑D.,Anal.Let■L.,Part
82.Gra2u=ene,S.and

B,1979,12,1565.

P()]uyanova,S.A.,Zh.Anal.Khim.,1979,34,1017;

Anal.Abstr.,1980,38,1C33.

83.Broenstad,J.Q.,

Schroeder,K.H.and

Friestad,fl.0.,Ana].Chim.Acta,

1980,119,243.

84.古澤

源久,橘

正樹,武内

次夫,分析化学,1976,25,474･

85.古津

源久,橘

正樹,小玉

洋司,分析化学,1980,29)373.

正樹,古澤

源久,分析化学,1985,34,371.

橘

86.

Ph

87.Lloyd,J.B.F.,Natu･re

SicalScience,1971,231,64.

88.Vo‑Dinh,T.,Anal.Chem.,1978,50,396.

89.C]arlく,J.M.,J.lnd.Eng.Chem.,1919,11,204.
90.Cook,J.U.,Hewett,C.=.and

Hieger,Ⅰ.,J.Chem.Soc.,1933,395.

91.Kruber,0.,Ber.,1931,64B,84.

92.Coutson,E.A.,Ch由l.Ind.(London),1941,699.
93･Fieser,L･F･and

Fieser,M･,叫,PP･422･423,

590‑591,D.C.Heath

94̀.手塚

and

Company,1950;Maru2en

敬裕;日本化学会編,"新実験化学講座

ー21‑

Company,Ltd.,1952.

有機化合物の合成と反応[Ⅲ],,,

伸.883,丸善,1977.
吉徳;日本化学会縞,"第4版
95･成田

実験化学講座

有機合成Ⅲ

アルデヒド,

ケトン,キノソ',PP.373‑374,丸善,1991.
96･Fiese｢,L･F･and

Fieser,M.,"Textbook

D･C.‖eath

97･吉田

and

Company,1950;Maruzen

尚,末次

良雄,唐沢

of

Organic

Chemistr･y",r)r).589,

ColnPany,Ltd.,1952.

保雄;吉田

尚編,"これからの石炭化学工業,,,

PP.10卜111,技報堂出版,1979.
98.しJnjted

States

S■LeeiCorl).,U.S.P.,19GO,295(̲;0郁.

99･Braude,E･A.an〔lFaucott,J.S.,Org.Synth.,1963,Ⅳ,69‡3;Uendland,R.
and

La!orlde,｣.,0rg.Syn七h.,1963,Ⅳ,757.

100.Dashevskii,M.卜l.and

AIckseeva,L.A.,Zh.Prikt

Krl血.,1ミニ)G9,42,

72,31494e.

2369;Chem.Abstr.,1970,

101.Alexander,J.F.,Chem.Commun.,1967,1087.

102･斎藤

義規,金村

秀夫,荒木

進一,杉田

アロマディックス,1987,39,198.

ーー22‑‑

恵雄,高信

悦也,倉田

直次,

第

盟

章

沙訝汐国費党鮭陪鹿島
多寄芳香族偲食物庶

錮基礎

新しい蛍光分析法であるシンクロ蛍光法について､その測定原理並びに分析化学
的な特徴や利点などを記述すると共に､多環芳香族化合物への適用という観点から
この期去を考察した｡更に､代表的な蛍光性の2〜5環芳香族化合物としてビフェ
ニル､ナブタレン､フルオレン､アセナプチン､アントラセン､フェナントレン､
ジベンゾフラン､カルバゾール､フルオランチン､ビレン､ナブタセン､クリセン

及びペリレンの13種類について実験し､シンクロ蛍光法による定量の適否を検討
した｡その結果､3nmから7nmの狭い波長間隔で測定しても比較的強いシンクロ蛍
光強度を示し､シンクロ蛍光法の特性を生かした分析が可白巨な物質は､ブルオレン､
アセナプチン､アントラセン､ジベンゾフラン､カルバゾール､ナブタセン及びベ
リレンの7種類の化合物であることを見い出した｡これらの個々の多環芳香族化合
物について､最適波長間隔､分析精度､共存物質が比較的多量に含まれる場合の影
響､同時定量の可能性などの定量に必要な諸条件について検討し､それぞれの化合
物のための基礎的なシンクロ蛍光定量法を確立した｡
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緒言

2争1

シンクロ蛍光法は1970年代初めL!oydによって新しく提案された蛍光分析法であり卜4)､励
起波長と蛍光波長との間隔(以下波長間隔という)を常に一定に保ちながら両波長を同時に掃
引してスペクトルを測定し､得られたスペクトルの形状から定性を､ピークの強度から定量を
行う方法である｡シンクロ蛍光法でスペクトルを測定すると､スペクトルが現れる波長領域が
通常の励起･蛍光スペクトルに比べて狭くなるばかりでなく､測定する波長間隔の選択によっ
ては蛍光性物質でもスペクトルを全く示さない｡これらの点から､シンクロ蛍光定量法は通常
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U寵児ガ甘r法に比較して徽疋塁間貫に対する選択性が増加すること､並びに多成分の同時定量

が容易になるという利点を持っている｡
初期のシンクロ蛍光法に関する研究はベンゾフルオランチン､ベンゾピレン､ペリレン､ア
ントラセンなどの多環芳香族化合物が対象であり､犯罪捜査で出会う微量の鉱油並びにその関
連材料中での定性2

4〉や､犯行現場に残されたタイヤ痕跡に対する特徴づけ5,6〉などの裁判･

鑑識科学と呼ばれる特殊な分野の分析法として発展した｡1970年代後半にば､Lloydとその共
同研究者により多環芳香族化合物以外の蛍光性物質に適用することを目的とした広範囲な検討
が新たに行われた7)｡彼らの研究では､実験的に求めた蛍光データを統計的に処理することで
シンクロ蛍光スペクトルのピーク波長を予測する試みが実行きれており､半経験的な分析法か
ら理論的な方法へと脱皮が計られた｡
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しかしながら現在では､多成分同時分析法としてのシンクロ冨光怯∽理論阿位置つけば､彼
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らに続く Vo‑Dinhの研究8〉によって成されたという考え方が広く認められている｡また､Vo‑
Dinhはシンクロ蛍光法の方法論を理論的に考察しただけでなく､混合試料の同時分析法として
の利点についても幾つかの実例を示しながら強調している｡多環芳香族化合物の多成分同時定
量に対しては･,L!oydが経験的に使用した23nmという広い波長間隔よりも､3nmの狭い波長
間隔の方が適していることを個々の化合物の励起･蛍光スペクトルから実証した｡
方法論の完成後､シンクロ蛍光法を使用する多環芳香族化合物の定性･定量分析は､この方
法の限界を主張した誌上討論も行われる一方で9･10〉､複雑な組成の原材料や環境試料の分析
に対して更に発展を遂げた11･12)｡最近では､クロマトグラフ法と併用した多環芳香族化合物
の高選択的分析13･14〉､蛍光性の金属キレートに対する微分シンクロ蛍光法の適用15,■16〉､生

体関連物質分析への応即7‑18〉

などの広い分野に渡って研究が報告されている｡シンクロ蛍光

法に関する1985年までの初期の研究については､Rubioらによる総説19)を参考にするのが好
都合である｡この総説では､シンクロ蛍光法の原理を簡単に記述すると共に､応用例及び関連
する方法と･して72報の論文を引用している｡
本章でば､3環及び4環芳香族化合物の定量にシンクロ蛍光法を適用することの有効性につ
いて基礎的な検討を行った｡シンクロ蛍光法の従来からの発展経過では､この方法の選択性の
高せに主眼が置かれていたことも'あり､定量的な研究は定性的なものに比べて応用例が少ない｡
従って､現在までに報告きれている多環芳香族化合物の分析例のみでば､シンクロ蛍光法の特
徴を生かしながら実際試料について定量を行うためには基礎的なデ押タが不充分である｡定量
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分析の際には､通常多くの物質について感度､精度､並びに各成分問の相互の影響などが重要
な問題点となる｡従って､3環及び4環化合物を含めた幾つかの多環芳香族化合物に関して､
これらの測定データを数多く収集してシンクロ蛍光法の適用性を広く考察した｡

2･2

シンクロ蛍光法の原理
基礎理論

2･2･1

シンクロ蛍光法の測定原理についてVo‑Dinhの研究8･20)を参考にして､以下にその概要を
述べる｡従来の蛍光法では､ある蛍光性物質に対して2種類のスペクトルを測定することが可
能である｡一つは､蛍光を測定する波長(蛍光波長,入｡m)を固定しておいて､励起する波長
(励起波長,入8X)を変えていくことで得られる励起スペクトルである｡こうして得られた励
起スペクトルの各波長での強度は､変数入exについての関数と見なされるため､励起スペクト
ルの強度パターンはEx(入ex)と書き表すことができる｡また､もう一つのスペクトルは蛍光
スペクトルと呼ばれるものであり､励起スペクトルとは全く逆に入｡Xを固定した状態で入｡mを
掃引することにより測定きれる｡この蛍光スペクトルの強度パターンも変数入Qmについての関
数と考えられるので､EM(入em)として同様に表すことができる｡
従来法による蛍光定量では､観測される蛍光の強さ(蛍光強度,F)は入｡Xが一定であると
いう条件下では､蛍光スペクトルの強度に比例した値として求められる｡すなわち､蛍光性物
質の吸収したエネルギー､豊子収率､並びに装置特性を考慮すれば､充分希薄な溶液中でのF
は次のような式で表される｡
F=k￠(｡X)Io(8X,C(｡X〉CdEM(入｡m)…………………………(2･1)
ここでの￠くex,は入㊤Xにおける蛍光性物質の量子収率､Io(8X)は入｡Xにおける入射光の強度､
c(QX〉は入exにおける物質のモル吸光係数､Cは物質の濃度､dは液層の厚きを示し､kは測
定機器の特性を加味した実験的な比例定数である｡(2･1)式の￠､Io､Cはいずれも入｡X
に依存している値であり､これらの変数の積は装置の特性を考慮に入れた場合の励起スペクト
ルの強度に等しい｡従って､Ex(入｡X)は､
Ex(入ex)=k:￠(入ex)Io(入｡X)c(入｡X)……………………‥･(2･2)
として書き表すことができる｡
シンクロ蛍光法による測定では入exは一定ではなく､入｡mと同時に掃引するため､その蛍光
強度,Fsは(2･1)式での入8Xを変数として書き改めることで得られる｡
Fs=k￠(入｡X)Io(入｡X)c(入｡X)c

dEM(入｡m)…………………(2･3)

この(2･3)式に(2･2)式を代人すると､
Fs=Kc

dEx(入｡k)Eit(入｡m)………………………………………(2･4)

が成立する｡(2･4)式のKは､k及びk,を合わせた比例定数である｡この(2･4)式が希

薄溶液中の蛍光性物資のシンクロ蛍光強度を定義している｡
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シンクロ蛍光法では入8Xと入｡mとの間隔(波長間隔,△入)が重要な変数であり､この値が
常に一定であるという条件､
入｡m一入｡X=△入(=一定)…………………………………………(2･5)
から､次の式が導かれる｡
入ex=入｡m‑△入………………………………………………………(2･6)
あるいは､

入｡m=入ex+△入………………………………………………………(2･7)
(2･6)式及び(2･7)式を､(2･4)式にそれぞれ代人すれば､
Fs=KcdEx(入｡m‑△入)EM(入｡m)………………………………(2･8)
Fs=KcdEx(入｡X)EM(入｡X+△入)……………………･･………･(2･9)
と書き表すことができる｡シンクロ蛍
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光スペクトルは(2･8)式から､入｡m
より△入だけ増波長側で励起を行いな
がら測定した蛍光スペクトルであると
見なすことができる｡一方では､同時

に(2･9)式から､入exを変えながら
△入だけ長波長側の蛍光を測定してい

(1,そ琴督､･/
Ex

Em

る励起スペクトルの一種であるとも考
一JTl･●‑I▼‑

えることができる｡

シンクロ蛍光法を定義したく2･4)
̲

式は､シンクロ蛍光スペクトルが励起
スペクトルと蛍光スペクトルの両方に
依存していることを示している｡従っ
て､この新しい蛍光法は蛍光性物質の

ヽ

(2,鷹番
Ex

Em

吸収特性と蛍光特性の二つの物理的性
質を同時に考慮することになるため､
通常の蛍光法に比べて選択性が増加し
ている｡本節で述べた励起スペクトル､
蛍光スペクトル及びシンクロ蛍光スペ
クトルの3種類のスペクトルについて､
測定方法を比較した結果をFig.2･1

(3,喬喬
Ex

Em

300

に簡略化して示す｡Fig.2･1から､
シンクロ蛍光スペクトルの測定は従来
のスペクトル測定とそれほど逢わない

400

Ⅵ'nveIength/nm

Fig.2･1
tx2tWeen

Schematic

cm【迫rison

COnVentionaland

synchronous

fluorimetry

ことが分かる｡一般的に使用されてい

Ex,Em:eXCitati(〉nandemission

る‑蛍光分光光度計でも､励起･蛍光波

nDn∝brα旧tOr,reS【堺:tively.

(1)Conventionalexcitationsrx!Ctrum:
G2)conventionalemission叩∝trum;
(3)synchronous fluorescencesFX,CtrUm.

長を同時に掃引できるように改造すれ
ば､他の部分を全く変更することなし
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に､そのままの装置でシンクロ蛍光スペクトルは測定できる｡

2･2･2

特徴及び分析化学的利点

通常の蛍光分析法に比べて､シンクロ蛍光法は次の様な点で特徴を持っている｡
(A)スペクトルの幅が狭くなる｡
(B)スペクトルの形が単純化される｡
(C)スペクトルの範囲が減少する｡
スペクトル幅が狭くなる特徴は､入exと入｡mの両方を掃引する結果として､同時に変化する二
つの関数､Ex(入｡X)と･EM(入｡m)の積から本質的に生ずる｡両関数が同時に増加するか､ある
いは減少する条件では､得られたピークは当然元のスペクトルピークに比べて鋭い形に変化す
る｡従って､シンクロ蛍光スペクトルを測定する場合には､個々の物質のスペクトル特性を考
慮した△入の選択が最も重要な要因である｡しかしながら､実際の多環芳香族化合物の測定で
は､最も長波長側の励起極大ピークと叢鰻波長側の蛍光極大ピークとの差(Stokesシフトと呼
ばれる)に近い小さな△入値を使用すれば､Ex(入…)とEM(入8｡.)について詳しい検討を行う
ことなしにスペクトル幅を狭くできる｡一例として､ナブタセンの通常法の励起･蛍光スペク
トル､及びシンクロ蛍光法でのシンクロ蛍光スペクトルをFig.2･2に示す｡固から分かるよ
うに､△入=6nmで測定したシンクロ蛍光ピークの半値幅は約10nmであるが､対応する通常
の蛍光スペクトルの短波長側の極大ピークは約15nmの広い半値幅を持っている｡
スペクトルの単純化､並びにスペクトル範囲の減少もまたシンクロ蛍光法における顕著な特
徴である｡これらの効果は､前述の二つの関数の範囲限定性に起因している｡Ex(入QX)は最
低励起エネルギーよりもエネルギーの低い長波長領域では､その物理的性質により0となる｡
従って､常に短波長領域で利用できる関数である｡一方､EM(入｡m)はStokesの法則に示され
る通り､通常はEx(入ex)の領域よりも長波長側に限定きれた関数である｡この結果､シンク
ロ蛍光法の理論式におけるEx(入｡X)とEM(入｡m)の積は､南関数の重なり合う中間波長部分に
のみスペクトル領域を制限する効果を示すことになる｡先の例のナブタセンについて言えば､
Fig.2･2(A)で観察きれたEx(入｡X)ば290〜500nmの領域､またEM(入｡m)は460〜620
nmの領域とスペクトルは広い範囲に及んでいる｡更に､全スペクトル領域内で観測される極大
ピークも九つあり､スペクトル全体が微細構造を持った複雑な形状を示しているのが分かる｡
しかしながら､Fig.2･2(B)に示す通り､シンクロ蛍光スペクトルではスペクトルの現れる
波長領域は僅かに465〜495nmのみであり､得られるピークもただ1つに単純化きれている｡
Fig.2･2(B〉の測定では､ナブタセンのStokesシフトに近い△入値が設定されているため､
シンクロ蛍光法の特徴が効果的に現れている｡
シンクロ蛍光スペクトルで得られる上述の3つの効果は､蛍光性物質が本来持っている特性
の一部が切り捨てられたためであるが､その半面でスペクトル情報を限定する結果を生み出し
ており､多数の物質が共存している混合系でスペクトルが重複する機会を著しく減少している｡
従って､この意味からシンクロ蛍光法は複雑な混合物の分析に対して､従来法に比べてより一
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層の威力を発揮する分析法として提案されている｡カルバゾール､アントラセン､ペリレン及
びナブタセンの4種類の混合物のシクロヘキサン溶液について､蛍光並びにシンクロ蛍光スペ
クトルを測定した結果はFig.2･3及びFig.2･4に示す通りであり､通常の蛍光法に比べた
シンクロ蛍光法の高選択性の利点がはっきりと実証されている｡
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Fig｡2･3から分かるように､通常の
蛍光スペクトルでは励起波長を変化きせ
ても､個々の多環芳香族化合物が持つ蛍
光極大ピークが重なり合うため､観測さ

て現れる｡しかしながら､Fig.2･4に
示す通り､△入=3日mの狭い波長間隔で
測定したシンクロ蛍光スペクトルでは､
各成分が単一なピークとして完全に独立
した単純な形で得られることが分かる｡

念叫岩3日疇冨日吉SだOnth

れるスペクトルは複雑なパターンとなっ

シンクロ蛍光法を使用することにより､
この4種類の多環芳香族化合物は分離操
320

作を使用することなく簡便に定性･定量
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できる｡

先に述べたように､シンクロ蛍光法は

conventionalfluorescence

Fig.2･3

従来の蛍光分析法と本質的な点で大差な

emission

spectra

い､単に方法論的に僅かな速いを持って

naphthacene

of

a

mixture

Carbaz0le.anthracene.p∋rylene

SoIvent,CyClohexane;Slit

いるだけである｡従って､通常の蛍光測

of
and

Ex/Em=

10/10nm.

定の際に問題となる消光作用などの影響

は､常にシンクロ蛍光スペクトルの測定
h一芯忌召‑8彗USOhOnt】芸呂○ト竜已s

でも考慮されなければならない｡すなわ
ち､漉度消光､温度消光､酸素分子によ
る消光､重原子効果､あるいはエネルギ
ー移動過程などによるスペクトルへの影
響は､シンクロ蛍光享去にとっても避ける
ことができない｡特に濃度消光は各成分
の吸収波長領域が異なる多成分混合系で
は､定性及び定量分析の際に最も注意す
べき事柄である｡実際のシンクロ蛍光ス
ペクトルの測定では演度消光による影響
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を避けるために､測定領域の各波長での
吸光度が0.05以下となるように溶液韻度
を希釈することが必要である｡
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多環芳香族化合物のシンクロ蛍光定量法

2･3
2･3･i

はじめに

シンクロ蛍光法が提案されて以来､多環芳香族化合物に対する多くの分析化学的な研究が報
告されている｡しかしながら､ほとんどの分析は利点とされる混合系での高選択的な分離に関
心が向けられており､定量分析に必要な個々の化合物に対する感度､定量性､再現性などの基
礎的データは現在でも不充分である｡従って､まず初めに､ビフェニル､ナブタレン､フルオ
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オランチン､ビレン､ナブタセン､クリセン及びペリレンなど､比較的よく知られた2環〜5
環式の代表的な13種類の蛍光性多環芳香族化合物を検討対象として選び､これらの化合物に
ついてシンクロ蛍光法の適用性を調べた｡その結果､フルオレン､アセナプチン､アントラセ
ン､ジベンゾフラン､カルバゾール､ナブタセン及びペリレンの7種の化合物は､3n打lから7
川口の狭い波長間隔でシンクロ蛍光スペクトルを測定することにより､強いシンクロ蛍光強度を
示すことを見い出した｡
これらの7種類の多環芳香族化合物に対しては､シンクロ蛍光法の長所を生かした高感度な
定量分析を実行できる可能性が見い出されたため､更に最適波長間隔､分析精度､共有物質が
比較的多量に含まれている場合の影響､同時定量の可能性などについて検討した｡共有物質の
影響を調べる際には､適用性を広げるために初めのi3種類の化合物の外に､非蛍光性物質の
アントラキノン､9,10‑フェナントレンキノン及び9‑フルオレノンを加えて実験した｡これら
の結果から､シンクロ蛍光定量を行う際に必要な最適条件のデータを得ると共に､上述の7種
類の多環芳香族化合物について基礎的な定量法を確立した｡

2･3･2

実験

墓室盛夏量萱ニー
蛍光分光光度計:日立製650‑10S型または650‑40型を使用した｡記録計は日立056型を､光
源は150Uキセノンランプを､セルは10×10×45…のものを使用した｡装置の励起側及び蛍光

側のスリットは､それ老れ波長幅で2nm､あるいは3nllIにセットした｡
アントラセン:不純物として含まれている大部分のカルバゾールを分別結晶法21)により除
去した｡次に､酢酸と0‑ジクロロベンゼンとの混合溶媒に溶解し､キサントヒドロールと塩酸
を加えて加熱して少量残存するカルバゾールを反応させた22〉2ヨ〉｡冷却後に析出した結晶を分
離し､エタノール中で再結晶した｡更に帯域溶融法により精製した｡

クリセン:0‑ジクロロベンゼンを溶媒とした無水マレイン酸処理を行い24〉､共存するアン
トラセンを除去した｡更にベンゼンに溶解し､85%硫酸で洗浄することによりカルバゾールを
取り除いた25)｡ベンゼンを揮発･除去した後､帯域溶融去により精製した｡
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ブェナントレン:無水マレイン酸を加えた溶融処理後､アセトンに溶附した｡水の添加によ
り析出させた結晶は分離後､ベンゼンに再び溶解して85%硫酸で洗浄した｡ベンゼンを揮発･
除去レて得た固体は､帯域溶融濾により最終的に精製した｡
フルオレン､ジベンゾフラン､アントラキノン､フルオランチン:いジクロロベンゼンを溶
媒とした無水マレイン酸処理によりアントラセンを除去した｡更に､上述のキサントヒド仁ト
ル処理を併用してカルバゾールを除去した｡帯域㈲紬去により最終的に精製した｡
カルバゾール:0‑ジクロロベンゼンを溶媒とした無水マレイン酸処理によりアントラセンを
除去した後､帯域溶融法により精製した｡
ビフェニル､ナブタレン､アセナプチン､ビレン､ペリレン､9‑フルオレノン､9,10‑フェ

ナントレンキノン:帯域溶融法により精製した｡
ナブタセン:市販品をそのまま使用した｡
シクロヘキサン:市販特級品を使用した｡

重畳埋牲法⊥
カルバゾール､アントラセン､ペリレン及びナブタセンを定量する場合には､それぞれ0.7
〃g/ml,0.5〃g/両,0.05/上呂/ml,0.7〟g/打Ilを越えないようにシクロヘキサン溶液を調製し､
波長間隔を3rlmにセットして(スリットは波長幅で2川Il)シンクロ蛍光スペクトルを測定した｡
333nm,37711m,438n円,472nmでのピーク強度をベースライン法により求め､各々の検量続
から定量した｡相対的な強度値のための基準としては､6nmの波長間隔で測定した0.5〃g/ml
ジベンゾフラン溶液の302nnIでのシンクロ蛍光強度を使用した｡
ジベンゾフラン､フルオレン及びアセナプチンを定量する場合には､それぞれ0.1〃g/ml,
0.08〃g/ml,1〃g/mlを越えないようなシクロヘキサン溶液を調製した｡ジベンゾフラン及び
フルオレンは波長間隔を6n川に､アセナプチンは7nnlにセットして(いずれもスリットは波長
幅で3nm)シンクロ蛍光スペクトルを測定し､302nm,307nln,321nmのピーク強度からそれ
ぞれの濃度を求めた｡この際の強度値の基準には0.1〃g/mtジベンゾフラン溶液を使用した｡

2･3･3

結果及び考察

埋長里晦嬰選択̲L
シンクロ.蛍光法では波長間隔は最も重要な条件の一つである｡先に記載した13種類の蛍光
性多環芳香族化合物について､波長間隔を2ⅢHから8nlほで変えてシンクロ蛍光スペクトルを
測定し､その影響を検討した｡測定の際には､装置の励起側と蛍光側のスリット幅はそれぞれ
波長幅で2nmにセットした｡この時､ジベンゾフラン溶液(0.500J上g/mりのシンクロ蛍光スペ
クトルを6nmの波長間隔で測定し､302nmでのピーク強度を求めて装置の80日盛に設定して

弓壷度の基準値とした｡測定した蛍光性化合物のシンクロ蛍光スペクトルのピーク強度が小きい
か､あるいはピークが現れない場合は溶液濃度を適宜高くして(最高濃度は50〟g/mt)､その
溶液の吸光度が0.05(1cmセル)を越えない波長範囲内でスペクトルを測定した｡得られたシ
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ンタロ蛍光スペクトルから最大ピークの高さ目盛をベースライン法で求め､この値をジベンゾ
プラン溶液を基準とした相対シンクロ蛍光強度として読み取った｡
ペリレン､フルオレン､アセナプチン､ナブタセン､ジベンゾブラン､カルバゾール及びア
ントラセンについての実験結果をFig.2･5に示す｡これら7種類の多環芳香族化合物は比較
的強いシンクロ蛍光強度を示すため､シンクロ蛍光法で定量することの利点が期待できる｡ま
た､これら以外の残りの6種類の化合物に関するシンクロ蛍光データをTab]e2･1に示す｡
これらの化合物は実験した波長間隔では
シンクロ蛍光強度が非常に弱いか､ある
いは全く観測されないことから､シンク
ロ蛍光法の特徴を生かした定量はあまり
期待できない｡
Fig.2･5に示す通り､個々の化合物
のシンクロ蛍光強度は測定する波長間隔

って､これらの化合物を再現性よく定量
するためには､波長間隔が変化してもシ
ンクロ蛍光強度の変動が最小となるよう
な波長間隔を選ぶことが必要である｡こ
の点から波長間隔はカルバゾール､アン
トラセン､ペリレン及びナブタセンの場
合には3nln､ジベンゾフラン及びフルオ
レンの場合にばG川口､アセナプチンの場
合には7nmが適当であった｡
また､多成分同時定量の際に各成分の

念芯已3已鵬苫宏US20コこ聖書喜h月じ已s

によって比較的大きな影響を受ける｡従

最適波長間隔が異なる場合には､Fig.2
･5の実験結果に基づいて､個々の成分
の誤差が最小となるような波長間隔を使
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用してシンクロ蛍光スペクトルを測定す
ることが必要である｡

Fig.2･5
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強いシンクロ蛍光強度を示す7種類の
化合物について､最適波長間隔でシンク
ロ蛍光スペクトルを測定した結果をFig.

SoIvent,CyClohexane;SlitEx/伽=2/2nm.
(1)Perylene,0.弧)iLg/ml;C2)fluorene,

2･4､及びFig.2･6に示す｡これら

0.罰1LLg/ml;(3)acenaphthene,6.35

の結果から､カルバゾールは333nm,ア

iLg/ml;(4)naphthacene,0.776iLg/ml;(5)
diヒ紀nZOfuran,0.500pg/n】;(6)00rbazole,
0.7u)〝g/mi;(7)anthracene,0.弧)FLg/ml.

ントラセンは377nnl,ペリレンは438nlれ,
ナブタセンば472nm､ジベンゾフランは
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オレンは307nlllにそれぞれピークを示
すことが分かる｡一方､測定する際の
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波長間隔が異なるとピーク波長が変動
する場合も多く､2nlllから6n打lへ波長
間隔を広げた場合には､べリレンとナ
ブタセンのピーク波長は1nm程度､カ
ルバゾールは2nm程度､アントラセン
は4n打l程度､いずれも長波長側にシフ
トした｡ジベンゾフランとアセナプチ

ンは波長間隔を4nmから7nmまで変え
てもピーク波長はばとんど変化しなか
ったが､フルオレンは約3nm長波長側
に移動した｡
280

3之0
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3￠0880
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Sf冶Ctra
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状もスペクトル幅が広がる以外に､化
合物によってはスペクトルピークに肩

synchronous

Fig.2･6
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また､シンクロ蛍光スペクトルの形

fluorescence
dib≡nZOfuran,aCenaPhthene

が現れ､更に二つのピークに分裂する

fluorene

場合が観測された｡アセナプチンは4

SoIv印t,CyClohexane;Slit.E抽=

針2n札(A)Di血ofuran,△ス=6nm;
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nmの波長間隔から､フルオレンとアン
トラセンは7nmから､カルバゾールは

fluome,△ス=6nm.

8nmからスペクトルのピークが分裂し
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た｡

残りの6種の化合物のうちで､ナブタレン､フエナントレン､及びクリセンは強度の小きい
シンクロ蛍光ピークを示した(Table2･1)｡しかしながら､ビフェニル､ビレン､及びブ
ルオランテンではピークは観測されなかった｡従来､フェナントレンのシンクロ蛍光測定時に
アントラセンと同じ波長位置でシンクロ蛍光ピークが報告されているが9)､本実験では観測さ
れなかった｡従って､従来の分析例はフェナントレン中の不純物であるアントラセンを誤測定
したものと考えられる｡また､クリセンについても3nmの波長間隔で測定した場合に､二つの
ピークを持つシンクロ蛍光スペクトルが報告されているが12)､本実験では363冊に強度の小
さい単一のピークのみが得られた｡従来観察されたピークの一方は不純物に起因したものと考
えられる｡

堕登録⊥̲
Fig.2･5に記載の7種類の多環芳香族化合物について､それぞれの化合物に最適な波長間
隔でシンクロ蛍光スペクトルを測定し､ピーク波長でのシンクロ蛍光強度を求めて検量線を作
成した｡最適波長間隔が3nlltの場合には､励起と蛍光側のスリット幅はそれぞれ波長幅で2n111
にセットし､波長間隔6n‖で測定した0.500〟g/In‡ジベンゾフラン潜酒の302n【nでのピーク強
度を基準値として相対シンクロ蛍光強度を求めた｡最適波長間隔が6nmまたは7nmの場合には､
照射光量を増加させて感度を高めるためにスリット幅は3nmに拡大した｡この際には､0.100
〃g/mlジベンゾフラン溶液を基準溶液として使用した｡これらの検量綻ば､カルバゾール0〜
0.7〟g/ml､アントラセン0〜0.5〃g/ml,ペリレン0〜0.05〃g/ml,ナブタセン0〜0.7〃g/ml,

ジベンゾフラン0〜0.1〟g/打tl,フルオレン0〜0.0紬g/llll,アセナプチン0〜り上呂/川lの濃度
範囲で原点を通る直線関係を示した｡

シンクロ蛍光強度の再現性
シンクロ蛍光定量法の精度は測定する際の波長間隔の設定の正確さ､並びに波長間隔に伴う
シンクロ蛍光強度の変動割合に依存している｡測定波長間隔の設定の正確さば､主として使用
する装置に影響きれ､本実験に使用した装置では設定誤差は最大±0.5nmであった｡
Fig.2･5に記載した化合物のうち､検量線の測定条件で最もシンクロ蛍光強度の変動割合
が大きい物質はアントラセンであり､小さい物質はペリレンとジベンゾフランである｡従って､
これら3種類の化合物について再現性のデータを測定した｡装置的な影響を考膚するために､
2台の蛍光分光光度計[日立製650‑10S型(装置A),650‑40型(装置B)]を使用した｡ア
ントラセン(0.50〟g/11巾､ペリレン(0.05〃g/lnり､及びジベンゾフラン(0.10〟g/mt)の
シクロヘキサン溶液を調製し､各溶液のシンクロ蛍光強度が80目盛を示すように各々の感度
を設定し､20回の測定を繰り返した｡これらの結果はTable2･2に示す通りであり､波長
間隔による強度の変動の大きいアントラセンの場合には比較的測定値のバラツキも大きいが､

変動の小きいペリレンとジベンゾフランでは相対標準偏差は0.5%程度と､通常の蛍光法で定
量する際の精度とそれほど違わない｡
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基蔓輝̲
共有物質の影響として､シンクロ蛍光ピークが重なる場合の影響､シンクロ蛍光強度を吸収
する場合の影響､消光による影響などが重要である｡消光による影響ば通常の蛍光分析の場合
と全く同様であると考えられるので､ここではシンクロ蛍光法に固有なピークの重なりによる
影響と吸収の影響の両者について検討した｡
シンクロ蛍光ピークの重なりの影響は､Fig.2･4,Fig.2･6及びTable2･1からある
程度概要を知ることができる｡Fig.2･6に示す通り､ジベンゾフランとフルオレンはピーク
波長が非常に接近しており､相互の影響が大きいため両者が共存すると個別に測定することば
難しい｡Table2･1及びFig.2･6から､ナブタレン､フルオレン及びジベンゾフランはア
セナプチンの定量に､またビフェニルはジベンゾフランとフルオレンの定量に､更にアセナプ
チンはカルバゾールの定量に影響を示すことが分かる｡実際の混合物について実験した結果､
アセナプチンの定量に対しては､ナブタレンが同量､フルオレンとジベンゾフランが1/3量程
度共存すると､アセナプチ.ンだけのシンクロ蛍光強度よりも約2%高い測定値を示した｡ジベ
ンゾフラン及びフルオレンの定量では､ビフェニルが各々30倍､及び50倍量共存すると､また
カルバゾールの定量では､アセナプチンが10倍量程度共存すると約2%の正の誤差を与えた｡
この他には､ペリレンはシンクロ蛍光強度が非常に大きいため､0.5倍量以上共存するとナブ
タセンの定量に影響を及ぼした｡
次に､共存する多環芳香族化合物が被定量物質のシンクロ蛍光強度を吸収する場合の影響に
ついて調べた｡最初に取り上げた13種類の蛍光性の化合物の外に､非蛍光性のアントラキノ
ン､9,10‑フェナントレンキノン及び9ブルオレノンも加えて実験を行った｡先に述べた7種
の化合物のシンクロ蛍光強度に対して､2%程度の負の誤差を与えるような16種類全ての多
環芳香族化合物の共存漉度を求めた｡これらの実験結果をTable2･3に示す｡Table2･3
のデータは検量線を作成した測定集件で比較きれており､吸収による負の影響よりもシンクロ

蛍光ピークの重なる正の影響の方が大きい場合はSFと記した｡また､検討した共存化合物の
濃度は50〃g/lnlを上限とした｡Table2･3の結果は紫外吸収スペクトルの吸光係数から計算
した理論漉度値と良く一致しており､これらの物質の影響が全て吸収に基づくものであること
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が分かった｡本データを使用することで､共有物質が比較的多量に存在する混合系でも､個々
の被定量成分の定量の可能性と限界が理解できる｡
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静茹藍骨品蛍光分析

3環及び4環芳香族化合物の分析に対するシンクロ蛍光法の適用性を広げるため､
新規の蛍光分析法の開発を目的とした基礎的な研究を行った｡その結果､ナトリウ
ムメトキシドを添加してアルカリ性にしたヅメチルスルホキシド媒体は､分析化学
的な反応溶媒として効果的に利用できることを見い出した｡このアルカリ性溶媒中
では､安定な化合物も反応性が高まり､含窒素複素環式化合物であるカルバゾール
類の蛍光はイオン化により大きく長波長側にシフトするばかりでなく､ヨウ化物イ

オンの共存下でも消光されなかった｡また､通常の有機溶媒中で蛍光を示さず不活
性な9,10一フェナントレンキノン及びアントラキノンの両3‡買キノンは､この媒体
中で容易に活性化され､それぞれグアニジン及びヒドロキシルアミンと反応して蛍
光性の反応生成物を生じた｡これらの消光､並びに発蛍光反応を利用したカルバゾ
ールと5=‑ベンゾ[b]カルバゾールの蛍光分析法､9,10‑フェナントレンキノン､及
びアントラキノンの蛍光分析法を新たに確立した｡
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緒言

シンクロ蛍光法の原理から理解できるように､シンクロ蛍光法は一一般的に使用されている従
来の蛍光分析法と本質的に大差ない｡従って､蛍光性の3環及び4環芳香族化合物の定量を行
う場合に､シンクロ蛍光スペクトルの測定条件を選択するだけでは､分析法としての適用性は
従来の蛍光分析の範囲内に限定されてしまう｡また､3環及び4環芳香族化合物の蛍光特性を
理論的に解析すれば､シンクロ蛍光法の適用限界もある程度まで予測することができる｡一方､
通常の蛍光法で測定できない無蛍光性の化合物にはシンクロ蛍光法も全く役立たない｡本章で
は､こうした限界を考慮して､シンクロ蛍光法の適用性を拡張する目的で3環及び4環芳香族
化合物の新しい蛍光分析法に関わる基礎的な研究を行った｡
ジメチルスルホキシド(以下DMSOと略記〉はN,N‑ジメチルホルムアミドと並んで双極
性非プロトン溶媒の代表的な物質であり卜4)､その分子構造の特徴はS→0の半極性結合にあ
る○この結合のためにDMSOは低温では会合した形で存在すると考えられており､温度の上
昇に伴って解離し､比重･屈折率などの物理定数が変化する｡また､電子密度の高い0原子が

多くのカチオンと結合して溶媒和するが､分子内に動き易いプロトン性のH原子を持たないた
め､アニオンを溶媒和することば少ない｡この性質が多くの無機塩類､特に遷移金属の塩･硝
酸塩･シアン化物などを良く溶解し､飽和炭化水素以外の多くの有機溶媒と容易に混和すると
いう優れた溶解性の基となっている｡･一方､反応促進作用でもアルコールのようなプロトン性

極性溶媒は以下に示す特徴を持っている｡
1)大きな極性のために反応物質を分極し､溶解性を増して反応を起こり易くする｡
2)非プロトン性のために系中のアニオンの溶媒和は小きく､アニオン試薬の親核性反
応を促進する｡
3)カチオンは容易に溶媒和されるため､電解質(塩頴)を解離･溶解し易くすることで
反応が進む｡
4)物質によっては反応基質に積極的に作用し､イオン性中間体を形成するために反応
が進む｡

こうした重要な特性を考慮して､有機合成化学では無機物質や高分子物質の溶解のための溶
媒､また反応溶媒としてDMS.0を有効に利用している｡しかしながら､分析化学の分野では
DMSOが持つ双極性非プロトン溶媒の特性を積極的に利用した例はばとんど見当たらない｡
本章では､DMSOにナトリウムメトキシドを添加したアルカリ性DMSO媒体が､カルバ
ゾール類やキノン類などの3環及び4環芳香族化合物に対する反応溶媒として適しており､分
析化学的に都合良く利用できることを見い出したため､分析法への応用を検討した｡この強ア
ルカリ性媒体中では､通常の溶媒中で不癌性な中性の化合物もイオン性の物質へと活性化され､
消光反応･発蛍光反応などが容易に進行した｡
合壁素3環芳香族化合物のカルバゾールは強い蛍光を示すが､蛍光領域が比較的矩波長側で

ある

ことから､共存する多環芳香硬化合物の影響は大きい｡従って､雑成の複雑なマトリック
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極性溶媒や､ベンゼン･エーテルのような非プロトン性非極性溶媒と比較して､非プロトン性

ス中のカルバゾールの蛍光測定には､あらかじめ各種の分離操作を併用して妨害成分を除去す
ることが必要である｡一方､カルバゾール類はN原子と結合したH原子を持っているため､強
アルカリ性溶液中でプロトンを遊離して陰イオンを生成することが知られており､その際の蛍
光スペクトルの探色移動はカルバゾール頸の選択的な検出に利用されている｡本研究では､こ
のカルバゾール陰イオンが重ハロゲンイオンの共存時にも蛍光を消光されないという特異性を
新たに見い出したため､アルカリ性DMSO媒体を利用してカルバゾール類の新しい蛍光分析
法を確立することを試みた｡蛍光性分子と重ハロゲンイオンとを共存させた際に蛍光が消光さ
れる反応は良く知られており､原子番号の大きいハロゲンほどその効果は顕著である｡こうし
た重ハロゲンによる消光は外部重原子効果と呼ばれ､重ハロゲンが蛍光性分子と弱い電荷移動
緒体(ハロゲン原子が電子受容体)を作り､系間交差が大きくなるためと考えられている5〉｡
また､芳香族化合物の酸化により生ずるキノン類は､二つの0原子がベンゼン環と二重結合
で堅く結び付くことによって共鳴構造を阻害する結果､通常用いられる中性の溶媒中では蛍光
を発しない｡更に､多環キノン関は反応性にも乏しいことから分析化学的に利用できる発蛍光
反応も見い出されておらず､現在でも蛍光分析法はばとんど適用されていない｡しかしながら､
アルカリ性のDMSO媒体中ではキノン分子のカルポニル基が非常に活性化されることが分か
とアントラキノンについて効果的な発蛍光反応を探索
ったため､9,10つェナントレンキノン
し､分析法へと応用することについて検討した｡
これらの結果を基に､ヨウ化物イオンとの消光反応を利用するカルバゾール並びに5‖蠣ベン
ゾ[b]カルバゾールの分析法､グアニジンとの発蛍光反応に基づく

9,10つェナントレンキノ

ンの分析法､及びヒドロキシルアミンとの発蛍光反応に基づくアントラキノンの分析法の3種
類の新しい蛍光分析法を開発した｡

3･2

装置･試薬及び溶液

蛍光分光光度計:カルバゾールは日立製204型､9,10‑フェナントレンキノンの蛍光性反応生
成物は日立製650‑10S型､5日‑ベンゾ[b]カルバゾール､並びにアントラキノンの反応生成物は
日立製650‑40型をそれぞれ使用して蛍光を測定した｡記録計は日立製056型を､光源は150Uキ
セノンランプを､セルは10×10×45汀Imのものを使用した｡装置の励起及び蛍光側のスリット
は､波長幅で5川Ilあるいは10nlIlにセットした｡
カルバゾール､アントラキノン:第2章2･3･2で記載したのと同様な精製操作を行った
ものを使用した｡
51トベンゾ[b]カルバゾール:2‑アミノートナブタレンスルホン酸ナトリウムと亜硫酸水素ナ
トリウムとの混合水溶液に塩酸とフェニルヒドラジンを加えて煮沸し､冷却後再び濃硫酸を加
えて加熱した｡次に､アルカリを加えてベンゾカルバゾールースルホン酸塩を生成させ､塩酸
で脱スルホン化して合成した6)｡更に､水酸化ナトリウム水溶液中で煮沸した後放冷し､析出
した結晶を分離した｡この結晶をエタノール中に移し､塩酸を加えて煮沸した後ろ過した｡キ

¶4ユー

シレン中での再結晶筏､帯域溶融法により精製した｡l侶P∴ミ37qC｡
1川‑ベ.ンゾ[a]カルバゾーール:2‑アミノートナブタLノンスルホン酸ナトリウムの代わりにト
ナフトールを使用し､5Ej‑ベンゾ[b]カルバゾールの場合と同様な方法により合成した｡ベンゼ
ンを使用して再結晶を行い､更にリグロインを湾媒として活性炭処理と再結晶を繰り返して精
製した｡m｡P｡22…〕OC｡
7日‑ベンゾ[c]カルバゾール:2‑ナフトール､ブェニルヒドラジン及びその塩酸塩を窒素気流
下で加熱した｡反応生成物は酢酸に溶解し､水を加えて結晶を析出きせた｡この結晶はエーテ
.きしに溶解し､希塩酸､亜硫酸水素ナトリウム水溶液､水の脛で洗浄した｡エーテルを揮発させ
た後の残留物は2‑メトキシエタノールに溶解し､水の添加により結晶を析出させた｡更に､へ
ブタンを溶媒として活性炭処理と再結晶を繰り返して精製した7･8)｡mイI.i380C｡
9,10一ブェナントレンキノン:帯j或溶融法により精製した｡
DMSO:市販特級品をアルミナまたはモレキュラーシープにより乾燥した｡あるいは市販

特級品を凝固点(18･5◇C)以下の子息度で約90%が回化するまで冷却し､残った不純の液体郡分を
廃棄した後に固体部分を融解し､更に同様な操作を2回繰り返して精製した｡
ヨウ化カリウム､メタノール､塩酸グアニジン､塩酸ヒドロキシルアミン:市販特級品を使
用した｡
ナトリウムメトキシドのDMSO‑メタノール掛夜,10昭/lれl:容量で20%のメタノール
を含むDMSOlOO打!伸に､市販のナトリウムメトキシドの1.O

gを溶解したものを便周した｡

この溶液は密栓下では数週間は安定であった｡
グアニジンのDMSO溶液,0.5n曙/打Il:

DMSOlOO

ml中に塩歌ケアニジンの50mgを潜

解したものを使用した｡

塩酸のDMSO溶液,むユ塑:塩酸(市販特級品,含量35%〜37%)をDMSOで適宜希釈し
て調製したものを使用した｡
ヒドロキシルアミンのDMSO潜繊,旦二主坦:DMSOlOO

m将に塩鞍ヒトロキシルアミン

の695mgを溶解したものを使用した｡

ナトリウムメトキシドのメタノール溶液,む堕呈:市販のナトリウムメトキシド飽和メタノ
ール溶液(含量約28%)をメタノールで適当に希釈することにより調製した｡市販の飽和溶液の
正確な濃度は調製時に滴定により求めた｡
硫酸キニーネの0.1N硫酸溶液,8.5〟g/ml;アントラセンのDMSO‑メタノール(4:1)
溶液,40ng/ml;

ローダミンBのエタノール溶液,20帽/両:これらの溶液は､それぞれカ

ルバゾール陰イオン､9,10∵フェナントレンキノンとグアニジンとの反応生成物､及びアント
ラキノンとヒドロキシルアミンとの反応生成物について相対蛍光強度を測定する際の基準溶液
として使用した｡
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ヨウ化物イオンの消光反応を利用するかレバゾー
並びに5Hペンゾ[b]かレバゾールの蛍光分析法
はじめに

カルバゾールは分子内に一つの窒素原子を持つ複素環式3環芳香族化合物であり､従来から
硫化建染染料や顔料の原料に､また近年ではその電気特性が写真乾板などの印写材料に利用さ
れている｡更に､エチル化により製造されるN‑エチルカルバゾールがS

e･ZnOなどの無機
電子写真感光体に代わる有機光導電性材料として特に注目を浴びていることもあり､工業原料
としての商品価値は高い｡
通常の有機溶媒中でカルバゾールは330nm付近に励起の極大を､345川n付近に蛍光の極大を
示すため､単純な試料の測定には高感度な蛍光分析法が利用されることが多い｡1960年代初め､
Benderと共同研究者のSawiclくiらは､カルバゾール絹の蛍光棉出の選択性を高めるために､強
アルカリ性溶液中でカルバゾール類がプロトンを遊離して陰イオンを生成する反応を利用した
特異的な分析法を提案した7･9110〉｡薄層上のはん点にN,N‑ジメチルホルムアミドと水酸化テ
トラエチルアンモニウムを添加する彼らの方法は､イオン化に基づく励起及び蛍光スペクトル
の探色移動が直接的に観察できるため､クロマト分離後のカルバゾール粕の正確な同定､並び
に感度の向上に大いに昌献した｡しかしながら､種々の多環芳香族化合物が共有している通常
の試料溶液では､短波長側の吸収･蛍光の影響は除去できるが長波長側で妨害が増加するため､
この方法を使用してもカルバゾールの蛍光測定に対する利点は少ない｡
本研究では､イオン化したカルバゾールが重ハ仁け､ンイオンの共存下でも蛍光の消光作用を
全く受けないことを見い出したため､この特性を応用した選択的なカルバゾールの蛍光分析法
を開発することを試みた｡その結果､ヨウ化カリウムを溶解したDMSOを溶媒とし､ナトリ
ウムメトキシドのDMSO‑メタノール溶液を添加する新しい分析法を確立した｡本法では､
共存する多くの多環芳香族化合物の蛍光はヨウ化物イオンで消光されたが､カルバゾールの蛍
光は消光されずに測定できた｡また､スペクトルの探色移動の結果､通常の溶媒に比べて励起
及び蛍光測定波長をそれぞれ60nln,74川n長波長側に設定できた｡
更に､この方法を5日一ベンゾ[b]カルバゾール(以下5日‑BCと略記)を含む3種類のベンゾ
カルバゾールに対して適用することを検討した結果､引卜8Cについては他のベンゾカルバゾ
ールによる影響も小さく､安定した蛍光を示したために選択的な蛍光分析法としてカルバゾー
ルと同様に利用できた｡この5‖‑BCの定量では､中性溶液に比べて75nnl及び122nm長波
長側に移動した測定波長を励起･蛍光のために使用できた｡

3･3･2

分析操作
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Dト′‡SO5Inl中にカルバゾール､あるいば5【卜BCが1〃呂程度含まれるように試料溶液を
調製し､この5mlを10mlメスフラスコ中に分取した｡ヨウ化カリウムi.5gを添加後､液量
が8鵬程度になるまでDMSOを加え､しばらく振とうしてヨウ化カリウムを溶解した｡更
に､ナトリウムメトキシドのDMSO‑メタノール溶液を1[汁添加し､DMSOを加えて10
ml定穿とした｡両化合物の定量には､カルバゾールは励起波長392nnl,蛍光波長423nmの蛍
光強度を､また5日‑BCは励起波長470nm,蛍光波長533n川の蛍光強度をそれぞれ測定した｡
この際､相対強度測定のための基準として､試料潜渡と同様に処理したカルバゾールの0.125
購/ml溶液､あるいは511‑BCの0.1〃g/ml汚損を使用した｡また･､空試験酒ほ試料溶液の代
わりにDMSOのみを使用して同様な操作を行ったものを用いた｡

実験結果と考察

3･3･3

塾追及辻堂進呈真之土壁⊥
DMSO中にナトリウムメトキシドを1nlg/lnl､ヨウ化カリウムを0.15g/m!､及びメタノ
ールを2%添加したものを溶媒とし､カルバゾールの励起及び蛍光スペクトルを測定した結果
をFig.3･1に示す｡Fig.3･1から分かる
ように､励起スペクトルは291n打1に強い極
大ピークを､384〜39ノIn汀lの広い範囲に穏
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やかな極大を､また蛍光スペクトルは423nmと朋6川nに同程度の強度の二つの極大を示した｡
マトリックス中のカルバゾールの分析では､なるべく長波長側の紫外線で励起した方が共有物
質の影響が減少するので､定量には励起波長392nHl､蛍光測定波長423n汀が適している｡こ
の定量条件では､DMSOのみの中性溶液中に比べて励起波長は60nm､蛍光波長は74n和も
長波長側に移動した｡
5日‑BCの溶液をカルバゾールの場合と同一の溶媒組成で調製し､励起及び蛍光スペクトル
を測定した結果をFig.3･2に示す｡5日‑BCでは302nnl,324nm,348nm及び470nmに励
起の極大が観測されたが､最も長波長側の470nInで励起することにより､同様なシフト効果
を生ずる他のベンゾカルバゾールの影響を完全に除去できた｡また､この励起波長では着色物
質以外の妨害はばとんど無視できた｡蛍光測定のために蛍光極大波長533nmを使用した場合
には､DMSOのみ溶液に比べ励起波長は75【1m,蛍光波長は122nmも長波長側に移動した｡

ナトリウムメトキシドとメタノールの影響
添加するアルカリとして､ナトリウムメトキシド以外に水酸化テトラエチルアンモニウム､
水酸化カリウム､カリウムーtert‑ブトキシド､ナトリウムエトキシドなどについて検討した｡
いずれのアルカリでもカルバゾールと5日‑BCのイオン化は可能であったが､水離イヒテトラエ
チルアンモニウムではヨウ化カリウムと共存すると沈澱が生じ､水酸化カリウムの場合にはD
MSOへの溶解度が不充分であった｡また､カリウムーterトブトキシド､ナトリウムエトキシ
ドのようなアルコキシドでは僅かな条件の変化で測定溶液が着色したため､ナトリウムメトキ
シドをアルカリとして選択した｡こ
食…岩3月 むじ忘じ冨hOnt】

の際､DMSO中へのナトリウムメ
トキシドの溶解量を増加させるため
にメタノールを使用した｡
カルバゾールの蛍光強度に及ぼす
ナトリウムメトキシドの影響は､D
MSO中のメタノール及びヨウ化カ
リウム濃度を一定として､ナトリウ

ぎ叫一dlむ銘

ムメトキシドを0.05汀曙/lntから1.6
0

0･8

0.4

sodium

mg/mlの範囲で共存させることで検
討した｡相対蛍光強度の測定基準に
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は､硫酸キニーネの0.1N硫酸溶液
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の溝度でカルバゾールの相対蛍光強
度は一定となった｡5‖‑BCについ
ても全く同様な結果が得られたので､
ナトリウムメトキシドの添加濃度は

stJlfate(8.5jLdmlinO.1NHz軌)岨S
bken

を使用した｡実験結果はFig.3･3

asl00ーdiv.

1mg/両とした｡

w45≠

;芸･こlこ とuと:J⊃コこ き〓一ごユー

次に､メタノールの影響について濃度範
囲を1.5〜5,O

v/v%として検討した｡Fig.
3｡4にこの実験結果を示す｡Fig.3･4

から分かるように､メタノールの共存漉度
が増加するにつれてカルバゾールの蛍光強
度はばば直線的に減少した｡従って､メタ
ノールは必要量以上に添加しないことが望
ましいが､1｡5%以下では液遮の低下時に
ナトリウムメトキシドの溶解が不充分にな
るため2.0%とした｡
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mg/ml,メタノールが2.0%含まれているも
のを溶媒とし､カルバゾール濃度は0.101
〃g/mlで一定のまま､ヨウ化カリウム濃度

のみを0〜0.2呂/両と変えて影響を検討
した｡室温では0.2g/ml以上のヨウ化
カリウム濃度の調製は困難であった｡カ
合芯口3日鵬 3日富め巴0ヱJ OAコdlむ鍼

ルバゾールの蛍光強度に対する影響の測
定結果をFig.3･5(1)に示す｡また､
アントラセンとブルオランチンはカルバ

ゾールのイオン化の際に測定を妨害する
化合物であるため､同様な実験によりヨ
ウ化カリウムの影響を検討した｡これら
の結果をFig.3･5(2)と(3)に示す｡
この測定では､カルバゾールと同程度の
蛍光強度を得るために､アントラセンは
0
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0.2
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5.5〟g/ml,フルオランチンは20〃g/ml
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の溶液を調製した｡Fig.3･5に示す通
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効果はばぼ一定となった｡このヨウ化カ
リウム濁度ではアントラセンの蛍光強度
は約1/30に､フルオランチンは約1/100

仙̀]6‑

に減少した｡塩化物あるいは臭化物イオンの共存でも消光作用は確認されたか､ヨウ化物イオ
ンが最も効果的であり､更に溶解性の点でばカリウム塩が最適であった｡
5‖一BCの蛍光強度はカルバゾールの場合と多少異なり､ヨウ化カリウムの共存量が増加す
るにつれて僅かながら増大する傾向が観察された｡ヨウ化カリウム濃度を0.1〃g/lnlから0･2
〟g/mlに変えることで蛍光強度は約6%増加した｡

蛍光嬰重宝壁垂壁蔓延登埠⊥
カルバゾールを本分析操作に従って処理し､密栓下で蛍光の安定性を倹討した結果をFig･3
･6に示す｡Fig.3･6から分かるように､26◇Cで1.5時間放置してもカルバゾールの蛍光強
度はばとんど変化しなかった｡また､実際の蛍光測定時の安定性と考えられる測定浴液に励起
光を連続的に照射する場合について

定セル中のカルバゾール溶液を1時
間連続照射しながら蛍光強度を測定
した実験でも､強度の減少割合は1
%程度であった｡これらの実験結果
は､カルバゾール陰イオンの蛍光が
密栓下では非常に安定であることを
証明した｡しかしながら､空気中に
開放された溶液では蛍光強度が減少
し易い傾向が観察された｡5‖‑BC
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も検討した｡その結果､蓋付きの測
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検量線はカルバゾールが0〜0.125
〃g/ml､5日‑BCが0〜0.1〃g/mlの濃度範囲で作成した｡この際､最高濃度の溶液を基準とし
て各々の溶液の相対蛍光強度を測定し､また試料溶液と同様の処理をした空試験液を0とした｡
両化合物の検量綻ば原点を通る良好な直線関係を示した｡

寒空す輝
試料マトリックス中でカルバゾールまたは5日‑BCと共存することが予想された各種の多環
芳香族化合物について､その影響を検討した結果をTable3･1及びTable3･2に示す｡こ

れらの表では､一般的な中性の有機溶媒と比較できるように本蛍光分析法を使用した場合､並
びにDMSOのみを溶媒とした場合の両方の実験データを示した｡DMSO溶媒のみと本法で
使用したアルカリ性DMSO溶媒との間でば測定波長が大きく異なるにもかかわらず､欄外に
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記載したカルバゾールまたは5日‑BCの測定条件では､蛍光強度は溶媒間でほとんど変わらな
かったoTab7e3･1から分かるように､カルバゾール陰イオンの蛍光をヨウ化物イオンの共
存下で測定することにより､カルバゾールに及ぼす共有物質の影響を通常の溶媒に比べて1/5
〜1/100に減らすことができた｡また､Table3･2に示す通り､5r卜f3Cに対してもアント
ラセンやフルオランチンのような長波長側で蛍光を示す化合物の影響を著しく小さくすること
ができた0これらの結果から､本蛍光分析法はカルバゾール並びに5臣8Cの選択的な蛍光測
定に非常に有効であることが実証された｡
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グアニジンとの発蛍光反応に基づく
9,10‑フェナントレンキノンの蛍光分析法
はじめに

9,10‑フェナントレンキノン(以下PQと略記)はフェナントレンの酸化生成物のうちで最
もありふれたものであり､用途の限定されているフェナントレンの高付加価値化に利用できる
重要な工業製品である｡また､フエナントレンの酸化によって生じるPQが多環芳香族製品中
に不純物として混入する可胎性も高く､工業分析的にも重要な測定対象である｡しかしながら､

構造的にはベンゼン環に二つのカルポニル基が直接結合したキノン化合物のため､通常の有機
溶媒中では蛍光を発しない｡従って､分析法として蛍光法は見当たらず､滴氏クロマトグラフ
法で分離した後に紫外吸収を測定する方法11〉や吸光光度法12･13)などが報告されている｡
1960年代半ば､Yamadaと暮tar10はアルギニン及びアルギニンを含むペプチド類の微量蛍光試
薬としてPQを見い出し､この物質がモノ置換グアニジン類と選択的に反応して蛍光性物質を
生成することを報告した14･15〉｡彼らの発見以後､生体試料中のグアニジノ化合物の高感度･
高選択的な分析法として､PQの反応は生化学の分野で興味が集中し､現在までに多くの研究
が行われている16‑20)｡これらの研究では､水溶性のグアニジノ化合物を分析対象としている
こともあり､また反応開始が強アルカリ性､蛍光測定が酸性溶液と､液性を変える必要がある
などの点で溶媒としてエタノールー水混合物が､添加するアルカリとして水酸化ナトリウムや
カリウムが使用されでいる｡しかしながら､この反応系では検量線の直線範囲が狭い､試薬ブ
ランクの蛍光が非常に強いなどの問題点も多く､エタノールの代わりにN,N‑ジメチルホルムア
ミドを使用した改良法も提案されている17)｡
本研究では､PQの蛍光分析法を新しく開発するためにグアニジンとの発蛍光反応を利用す
ることについて検討した｡PQの分析に対しては非水系の反応媒体が好ましいという観点から､
強アルカリ性溶液が調製できる有機溶媒‑アルカリ系を新たに検索した｡その結果､ジメチル
スルホキシド(DMSOと略記)とメタノールの混合溶媒を使用し､ナトリウムメトキシドの
DMSO‑メタノール溶液を添加して反応溶液を強アルカリ性に､更に塩酸のDMSO溶液を
用いて酸性化を行うことで､系内にほとんど水を含まない分析操作を確立した｡

3･4･2

分析操作

DMSOとメタノールの混合溶媒(4:1)5ml中にPQが1LLg程度含まれるように試料溶
液を調製し､この5両を10mlの褐色メスフラスコ中に分取した｡ケアニジンのDMSO溶

液1ml､ナトリウムメトキシドのDMSO‑メタノール溶液1mlを添加して充分に振り混ぜ､
室温で15分間放置した｡塩酸のDMSO溶液を加えて10ml定容とした後､室主恩で20分間放置

ー49‑

してから蛍光を測定した｡PQの定量には､励起波長363nm,蛍光波長403nmを使用した｡
この際､PQが1〟g含まれている溶液を同時に処理したものを相対強度測定のための基準と
した｡

3･4･3

実験結果と考察

厘勝̲
PQとモノ置換グアニジン類との反応機構､並びに反応生成物に関しては､Tanabeらにより
報告きれたものを(3･1)式に示す｡アルカリ性溶液中で無蛍光性の反応中間体2‑アルキリ

デンアミノー叩‑フェナントロ[9,10‑d]‑イミダゾールが生成し､溶液を酸性にすることで蛍光
性の2‑アミノー1‖‑フェナントロ[9,10‑d]一イミダゾール塩酸塩一水和物に変わる機構が提案さ
れている18･19)｡
打王N‑C‑NHR
N11
･一一･→

)u(

+

<山霊Y<=V
HN

NaOH

＼〆

h)tむol)･S;s

N

‑N=CHR′

NH2･HCl･H:0+Jく･CHO……(3･1)

HCl

ラーぐ
く:〉‑く:〉
∫♪ヾ1▲‑▲丁∵･‑

(3･1)式に示す通り､種々のグアニ
ジノ化合物を使用しても最終的に得られ

しかしながら､PQを反応試薬としたモ
ノ置換グアニジン頬の分析例では､他の
化合物に比べてグアニジンとの反応が最
も高い蛍光強度を示すことが報告きれて
いるので､本法ではPQに対する発蛍光

ヽ

∂忘秦草月小岩崇;讐hOnth

る蛍光性生成物は全て同一物質である｡

一

8 0

6 0

試薬として高感度なグアニジンを選択し
た｡
300

500

Wavelengtb/nIn

反応生成物の励起及び蛍光スペクトル.
グアニジンとの反応により生成した蛍

400

Fluorescence

Fig.3･7

光性物質の励起､及び蛍光スペクトルを

qulnOne

Fig.3･7に示す｡Fig.3･7から､P

spectra

prduct

reaction

With

of

the

of9,10一画enanthrene‑
guanidine

AJTK)untOf9,10一円,1.OiLg/10ml;guanidine一
円Cl,0.5喝/10ml;CH30Na,10m〟10ml;
ti肥and
CH30H,1.2ml/10nl;reaCtion

Qの反応生成物は266nm,313nm,363
nmに励起の極大を､403nmに蛍光の極大
を示すことが分かる｡313nmの極大波長

t叩.,15minat

r00M

b叩.;HCl,0.3

mmol/10ml.(1)ExcitationsfX3Ctrum,
s鱒trum,
uncorrectEd;堤)即ission

で励起するのが最も高感度であるが､多

uncorr∝:旭.
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環芳香族化合物の共存下でPQを分析する場合には､長波長側で励起した方が共有物質の影響
が小さいので､363nmが実際的な励起波長として適している｡また､空試験液の蛍光がほとん
ど観察されないことから､本法ではPQの蛍光測定の際の空試験液の影響は無視できた○

ナトリウムメトキシドとメタノールの影響.
PQの発蛍光反応は強アルカリ性溶液中で進行するため､アルカリとしてナトリウムメトキ
シドを試料溶液に添加した｡PQの1Jlgと塩酸ケアニジンの0･5汀18を含むDMSO‑メタノ
ール溶液7m仲にナトリウムメトキシドを3〜321ngの範囲で添加し､反応生成物の蛍光強
度に及ばすアルカリの影響を調べた｡この際､相対強度を測定するための基準として､アント
ラセンのDMSO‑メタノール(4:1)溶液の蛍光強度を100目盛にセットした｡実験の結
果､反応生成物の蛍光強度はナトリウムメトキシド8〜201ngの添加量で一定を示したため､
反応条件として10mgを選択した｡

溶解性を高めるために使用した｡このメ
タノールの影響は反応薄液711Il中のメタ
ノール共存量を0.2〜2.0両まで変え
て実験した｡結果はFig.3･8(1)に
示す通りであり､PQとグアニジンとの
反応の際にプロトン性のメタノールが共
存すると影響は比較的大きい｡一方､反
応終了後にメタノールを添加した比較実

き叫S仁3日…苫已冨SだOnこむAコdlむ銘

メタノールはナトリウムメトキシドの

験(Fig.3･8く2))では､メタノール

0.5

1

垂による蛍光強度の変化はばとんど見ら
れなかった｡

Fig.3･8(1)から､反

1.5

2

Metbanol/ml

Fig.3･8
methan0lon

応薄液71nl中に約1.2汀暮lのメタノール

the

Of

が共存する場合に蛍光強度が最大となり､

the
Effect
of
amount
fluorescenceintensity
reaction

Of

prcduct

9,10一閃,1.OjLg/10ml;guanidine‑HCl,0.5
ng/10ml;CH30Na,10mg/10ml;reaCtion

更に強度変化も小さいことが分かる｡従

躇ぷ?/紙:1き1ご三芸諾忠i三

って､本法では試料溶液並びにナトリウ
ムメトキシド溶液の溶媒としてDMSO

a

DM5X)‑CH30H(4:1)solution

of anthr肛ene

とメタノールの混合物(一4:1)を使用し､

…晋蛇LTa忘三悪孟Sよ監喜i

反応時にメタノール畢が1.2両となるよ

Of9,10一円tdithgtJmidine;G2)adddafter

うな操作を採用した｡

(0.2mlofmethanoltdaSPreSentduring
reaction).

the

acidification

of

the

reaction

solution
the

グアニジン並びに反応時間の影響.
DMSOへの溶解性が高いことを考膚し､反応に使用するグアニジンとしてほ塩酸塩を選択
した｡反応に必要な塩酸グアニジンの添加量､並びに反応時間の影響について同時に検討した｡
室温(20℃)での実験結果はFig.3･9に示す通りであり､PQl〟gに対して0.5mgの塩
酸グアニジンの添加により10分程度で反応が完結した｡グアニジン墨をこれ以上増加しても
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反応時間の短縮効果は顕著に現れなかっ
き芯忠一串叫むぅ寧父烹芯hOゴー】ぎコd19幽

たため､反応条件には塩酸グアニジン量
0.5帽､室温で15分間放置とした｡

埠咽L.
反応混合物の酸性化には塩酸のDMS
O溶液を使用した｡反応時に添加したナ
トリウムメトキシドの10喝の中和に必
要な塩酸量は約0.19耶101であるため､
塩酸の添加量は0.201mmOl〜0.40mmol
10

20

Re8etion

の範囲で変えて実験した｡反応生成物の

30

蛍光強度に及ぼす塩酸量の影響について

time/min

測定した結果はFig.3･10に示す通り

Effect
Fig.3･9
fluorescenceintensity
the

Pr⊂ductin
amuntS

Of

of

time

reaction
of

presence

of

the

on

であり､0.23打川101以上の塩酸の添加に

reaction

より一定値が得られた｡本操作では反応

various

hydrochloride

guanidine

時の液量が7mlとなるため､塩酸のD

9,10一閃,1.0〝〟10ml;CH｡ONa,10m〟10ml;
CH30H.1.2ml/10nl;reaCtion由叩.,20℃;
HCl,0.3rrrTK)1/10ml.Fluorescenceintensity
Of a DMSO‑CH30H(4:1)solution
of anthracene
(40ndml)tdaS takenasl00div.(1)Amount
Of guanidine‑HCl,0.05mg/10ml;G2)0.15
喝;(3)0.5mg;(心1.5mg.

MSO溶液(0.1M)を希釈剤として10ml
定容とすることで､約0.3mmotの塩酸
を含む酸性溶液を最終的に調製した｡
〜J‑･･l一‑‥･1

堂盤哩塵⊥並びに再現性+.
PQが1〟g含まれている試料溶液を
分析操作に従って反応させた後､密栓を

OA叫一句tq鍼

き芯仁3日叫古記じ切だOntJ

したメスフラスコのまま室温で2分から
8時間まで放置した｡この溶液について
蛍光強度を測定し､反応生成物の安定性
を検討した｡その結果､塩酸で希釈後の
しばらくの間は蛍光強度が徐々に増加し
たが､約15分経過後から最高8時間の放
0.2

0.3

Hydrochloric

Fig.3･10

暗所では安定であったが､強い日光散乱

&Cid/mmol

下では蛍光強度が短時間で減少する現象
Effect

hydrochloric
intensity

置までは一定の強度を示した｡この際､

0.4

of
on

acid
of

the

the
arTK)unt
fluorescence

reaction

Of

が観察されたので､反応及び放置の際に
は褐色のメスフラスコを使用した｡

pr⊂duct

Ol 52
9,10‑Fn,1.OiLdlOml;guanidine‑HCl,
ng/10ml;Cfl30Na,10mg/10ml;CH30H,
●●l
l5 m n
tidK!and
ml/10nl;rEnCtion
●l
●l
●

l

at r00m由叩.Fluorescence

血

DMSO‑CH30H(4:1)solutionof
(40n〟ml)伯S七山飢aSl00div.

anthracene

S

ty

O

f

DMSO‑メタノール(4:1)混合溶
媒5m伸に0〜1.00〟gのPQが含ま

a

れている溶液を反応きせて検量線を作成
した｡この際､最高濃度の溶液を基準と
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して各試料潜滴の相対蛍光強度を測定した｡得られた検量綻ば原点を通る良好な直線間係を示
した｡また､PQl.0.OLLgを含む最高濃度の溶㈲こついては､アントラセンのDMSO‑メタ
ノール(4:1)潜減(40ng/nIりを基準として再現性を調べた｡その結果､10回の定量操作で
得られた蛍光強度の相対標準偏差値は1.3%であり､通常の蛍光性物質の測定精度とほとんど
変わらなかった｡従って､グアニジンとの発蛍光反応に基づく本蛍光分析法でも､一般的な蛍

光物質の場合と同精度でPQが定量できることが判明した｡
共存する多環芳香族化合物の影響.
実際試料中でPQと共存することが予想される各種の多環芳香族化合物についてその影響を
検討した｡これらの結果はTabte3･3に示す通りであり､ビフェニル､ナブタレン､アセナ
プチン､ジベンゾブラン､ジベンゾチオフェン､及びアセナプチンキノンなどの化合物は100
倍量､フェナントレン､9‑フルオレノン及びアントラキノンは20倍量共存しても影響を及ぼ
さないことが分かる｡しかしながら､ブルオレンとアクリジンは5〜10倍量が共存すると蛍光
強度の減少を､カルバゾールは1〜2倍量で強度の増加を示した｡また､アントラセンとフル
オランチンは蛍光領域が反応生成物と重なるために共存すると影響が大きい｡
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the reaction

theacidifica一

solution.

媒体中に存在する水嬰影響
PQとグアニジンとの反応系にプロトン性溶媒の代表的な物質である水が存在する場合につ
いて影響を検討した｡この際､比較のために反応終了後に水を添加した場合についても同様に
実験した｡反応時の水の共存､並びに酸性にした後での水の共存について観察した結果をFig･
3･11(1)と(2)に示す｡Fig.3･11から分かるように､水は反応時､反応後のいずれの
集件でも系内に存在すると大きな影響を及ばし､媒体中に8%程度の濃度で含まれていても反

応生成物の蛍光強度が半減した｡同じプロトン性溶媒であるメタノールの影響(Fig･3･8)
と比較すると､水による蛍光強度の減少がメタノールと異なる機構で発生していることが分か
る｡これらの結果が示す通り､PQの測定に水の存在は非常に不都合である｡しかしながら､

PMSOが吸湿性に富むことを考慮すれば､実際的には使用する媒体中での水の含量を出来る
限り変動させないことが重要である｡

ヽヽヽ

ヒ ドロ キ ′.
レ?ノ
､ソ▼

3･5

.ンとの発蛍光反応に基づく

アントラキノンの蛍光分析法
3･5･1

はじめに
●.一√■丁･･‑■‑■‑1･1

アントラセンの酸化生成物として知られるアントラキノン(以下AQと略記)は､古くから
染料の合成中間体として利用されており､現在でも染料工業の分野では重要である｡更に近年
では､種々の木材原料から良質の紙を効率よく生産するために､アルカリと共にAQを助剤と
して用いるパルプの新しい製造技術が開発きれたこともあり21･22)､紙･バルブ工業でも新た
な市場価値が見い出されている｡また､アントラセン油を原料として製造された各種の多環芳
香族製品中に残存する微量のAQは､石炭化学工業では不純物として問題にきれることも多い｡
従って､品位検定､製品管理､あるいは廃液監視などを目的として､AQのためにガスクロマ
トグラフ法23･24〉､液体クロマトグラフ法2ト27)､ポーラログラフ法28,29)､並びに吸光光度
法30‑32)などの各種の定量法が提案されている｡しかしながら､AQは3環芳香族化合物であ
るにもかかわらずキノン構造を持っているため､有機溶媒中では無蛍光性であり､簡便に利用
できる蛍光分析法はこれまで確立されていない｡

本研究では､通常の溶媒中で比較的反応性に乏しいAQが､アルカリ性にしたジメチルスル
ホキシド(DMSOと略記)溶液中では非常に活性化されることを見い出したため､この溶媒
系を利用してAQのキノン構造を変換し､測定可能な蛍光性物質を生成させることを試みた｡
AQのカルポニル基に対する反応試薬を種々変えて反応性を検討した結果､ナトリウムメトキ

シドを添加したDMSO媒体中では､60℃程度の加塩下でヒドロキシルアミンと容易に反応し
て蛍光性の生成物を生じるこ七を見い出した｡従って､本反応をAQの蛍光分析法として応用
することを検討した｡
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3･5･2

分析操作

DMSO5m伸にAQが2〟g程度含まれるように拭料溶液を調倒し､この5mIを10ml
メスフラスコ中に分取した｡ヒドロキシルアミンのDMSO酒糟2両とナトリウムメトキシ
ドのメタノール樽酒0.7両を添加し､充分掘り混ぜた後､密栓をして60℃で20分間加熱し

た○反応終了後､流水で室温近くまで冷却し､DMSOを加えて10mT定穿とした｡AQの定
量には励起波長494nm､蛍光波長597nlnでの蛍光強度を測定した｡ヱの際､相対強度を測定

するための基準として､AQの2〟名を含む澄渡な試料溶液と同様に処理したものを使用した｡

3･5･3

実験結果と考察

昼嘩旦｣L生仙
本反応により生成した勤l亡性物質の励起及び蛍光スペ=クトルはFig.3･12に示す通りであ
り､励起の極大は396nln,471nm及び494n川に､蛍光の極大ば597mに観測きれた｡Fig.
3･12から分かるように､AQの蛍光定
立のためには396nlIlの極大波長で励起す

､

‑

1二J‑1t∫▼･:◆r■

るのが最も高感度である｡しかしながら､

定丑時に共存する各種の多環芳香族化合物
き叫S宅一日鵬岩戸ぢ∽だOn一丸

の影響を考慮すれば､最も長波長側の494
nmを励起波長として使用する方が実用的で
ある｡

ナトリウムメトキシドとメタノールの影響.

i=

･

二:･

■1

■

‑･

.̲■

■

▼▼

二【∴FFL■一

‑

反応に及ばすナトリウムメトキシドとメ
タノールの影響について同時に検討した｡
メタノールの添加慮を反応時のDMSO溶
液7汀Il当たり0.51nl,0.7ml及び1.O

m】

0

0

と3月那皆に変えながら､この際に共存する

400

ナトリウムメトキシド畳も0.4〜5mmol

￠00

500

700

W8Velengtb/nm

と変えて実験した｡反応縛7後､DMSO
F拍.8･12

を加えて最終的に10両定容とした溶液に

Fluorescence耶袷Ctra

reaction
prcduct
hydroxylamine
With

ついて相対蛍光強度を測定した｡この結果
をFiき.3･13に示す｡測定の附こは､ロ

A附Ilnt Of anthra叩伽

of

Of

the

anthraquinone

ーダミンBのエタノール樽酒の蛍光強度が
9雷0目盛となるように装置の感度を校定し

目口‖U【‖‖‖

nOne
紬1.りレ
Q),2.00〝〟10ml;
/0lOm
NH20H‑HCl,0.2
CH30Na,2.5
7m
10ml;r飽Ction
l汀血/10ml;C翫0軋
抽帽諷d t叩.,加minat00℃
●

Excibtions鱒tm帆u爪mt由;

た｡Fig.3･13から､AQの発蛍光反応

伽i55ion5畔上n肌IInCOⅧb威.

に及ぼすメタノールの影響は非常に大きく､

ー55‑

物の蛍光強度は大きくなるものの､ナ
トリウムメトキシド添加量による変動
も増大することが分かる｡一方､メタ
ノール量が増加すると強度の変動は小
さくなるが得られる最大値も減少した｡
DMSO

これらの実験結果から

7ml

に対してメタノール0.7両､及びナ
トリウムメトキシド2.5mmolを添加
したものを最適な反応媒体とした｡こ
の条件ではナトリウムメトキシドの添

き叫Sロ3日叫吉日吉富hOヨt】ぎコdlむ鍼

メタノールが少量の場合には反応生成

(U

8

6 O

01

2

Sodium

Fig.3･13

Effects

加量が変動しても､反応生成物の蛍光

SCdium
methoxide
fluorescenceintensity

強度の変化をある程度まで抑制できた｡

tion

3

4

5

methoxide/mTnOl

of
and

the

amountS

Of

methan0lon
of

the

reac‑

prcx王uct

AQ,2.00〝〟10ml;N8zOfトHCl,0.2Ⅷ山/10ml;
timeandぬ岬.,20min
reaction
at00℃.
Fluorescenceintensityof
an
ethanolic
Rh血ineB
SOlutionof
GX)ng/nl)岨S taken
together
as渕.Odiv.(1)CH30Na帽Saddd

ヒドロキシルアミンの影響
取り扱いの容易さの点から､反応試

嚢としてはヒドロキシルアミンの塩酸

"ithO.5mlOfCH｡OH;G2)0.7mlofCH,OH;
(3)1.0田lofCIl30H.

塩を使用した｡AQの2〃g(10川[Ol)
に対して､塩酸ヒドロキシルアミンの添加量を

20〟mOト11nmOほで変えて実験し､反応に
及ぼす試薬量の影響について検討した｡
この際､反応時のナトリウムメトキシ

1 0 0

き芯宏一口鵬岩宏誌だOnl‑中Aコヱ￠幽

ド及びメタノール墨は､それぞれ2.5
8 0

汀l汀IUl,0.7mlで常に一定とした｡この
実験では0.5mmol以上の試薬を添加し
た場合に反応溶液中で白濁が観察され
たので､0.6mmoほでについて実験し

4 0

た結果をFig.3･14に示す｡AQと
の反応にはヒドロキシルアミンの0.16

2 0

mmol以上が必要であるが､過剰の添加
は逆に蛍光強度の減少を引き起こすこ
0.2

0.4

0.6

とがFig.3･14から分かる｡これら

Hydroxyl8mine/mmol

の結果から､塩酸ヒドロキシルアミン
Fig.3･14

Effect

hydroxylandne
Sityof

the

on

reaction

the
of
amunt
fluorescenceinten‑

of

Fig.3･14でば､0.04mmol付近

pr⊂duct

A8,2･00〝〟10ml;CH亨ONa,･2.5仰山/10ml;
CH30H,0.7ml/10ml;reaCtion
ti眠and
t珊P.,劫minat00℃.Fluor鴨αnα

の少量のヒドロキシルアミンの添加で､
蛍光強度の鋭い上昇が現れている｡こ
の理由を解明するためにスペクトルを

intensityofaJlethanolicsolutionof

Rh血ineB(加鴨仙)HaS

の添加量は0.2mmolとした｡

takenasfX).Odiv.
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解析した結果､0.11日mO!以下のヒドロ

キシルアミン豊では､多量に添加したものとは異なる蛍光性物質が生成していることが判明し
た｡AQの構造並びに反応部位を考慮すると､この蛍光性物質はカルポニル基の一方が反応し
たモノ反応種と推測できた｡しかしながら､少量の試薬量で生成したモノ反応種の蛍光は不安
定であり､僅かな時間で速やかに蛍光強度を減少するばかりでなく､スペクトルも同時に変化
していくのが観測できた｡

反応温度並びに反応時間の影響
液温を500Cまたば60￠Cで一
金蔓警芯づよ

定とし､5〜90分までの反応
時間で実験した結果をFig.3･
15に示す｡Fig.3･15から

■父岩石父岩hOnl‑むAコdlむ幽

分かるように､生成物は反応温
度50℃では約25分後に最大蛍
光強度を示し､それ以後は少な
くとも1時間までは一一定であっ
た｡一方､60℃の加温では15分
程度で最大強度に到達するもの

8 0

6 0

20

40

80

60

Reaction

time

/min

の､反応時間の増加に伴い蛍光
Fig.3･15

強度は徐々に減少した｡本法で
は迅速性に重点を置き､600Cで

Effects

temrnrature

and

intensity

30分間の加熱を反応条件とした｡

of

the

time

of
on

reaction
fluorescence

pr∝ユuct

reaction

A8,2.00〝〟10ml;NH20H一口Cl,0.2mmol/10ml;
CH30Na,2.51椚旧1/10ml;CH30軋0.7ml/10ml.
Fluorcscenにeintmsity

安定性､検量線､並びに再現性.

of

an

ethanolic

SOlutionof馳血ineB(罰n8/ml)岨S
taken
as渕.Odiv.(1)fhactdatS)℃;
α)at甜℃.

本操作に従ってAQとヒドロ
キシルアミンとを反応させた後､
Fluorescence

Table3･4

excitation
of

Prducts
CarbnYIccxTtPunds
Sukbnα

a

variety

and

emission

of

quinones

掛,472,493
盟7*,471,492

Acenaphthen甲inone

盟1,314,3耶*,亜0(s)
32,罰5,400(s),469*

l,2‑Naphth叩!nOne
l,4‑Naphtb叫ulnOne
Vib爪in
Vib爪in
Vitamin
Anth℃ne

KI
Kz
K3

and

Ex隅Ximumaてnm)

2燕弛ylanthraqTinone
2‑EthylanthraqulnOn9

9,10‑Phenanthren印ulnOne

maxima

掛
盟2,別淋,謂5

怨7,恥,:既)(s)
乃7,馳
詔5,馳

諾‡…i

393*,471,4拓(s)

9‑Fluoren9ne
P‑鮎鮎叫ulnOne

a)*:The阻Stintcnsemaximum;(s).:theshoulder,unCOrreCt(姻.
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of

plynuclear

the

reaction
arcmtic

伽m㍊imum(nm)

密栓下で放置して蛍光性生成物の室温での安定性を測定した｡その結果､少なくとも2時間ま
では蛍光強度の変化を無視できた｡しかしながら､開放した容器中で放置した場合では､短時
間に著しく蛍光強度が減少することも時折観測された｡この不安定さの原因として､空気中の
酸素､二酸化炭素､あるいは湿気などを対象として影響の検討を行ったが､繰り返して行った
実験でも原因物質の特定は困難であった｡
本反応を用いてAQの検量線を作成した結果､実験したAQの0〜2Jlgの範囲で原点を通
る良好な直線関係が得られた｡この検量線によりAQは100帽まで定量できた｡また､再現
性はAQの2〟gについて測定日を変えて20回の発蛍光反応を行い､それぞれの蛍光強度値
を比較することで検討した｡その結果得られた蛍光強度の相対標準偏差ほ1.7%であり､通常
の蛍光分析法の測定精度とほとんど変わらなかった｡従って､AQの定量に対する本蛍光分析
法の有効性が実証された｡

種々の芳香族カルポニル化合物､並びに

キノ

diverse
of
fluorescenceintensity

Effect

Table3･5

才顆の反応挙動二̲

On

StanCeS
the

Of

若干の芳香族カルポニル化合物､並びにキ

reaction

ノン類(使用量10〃g〜20〟g)をAQと同

Added
Substance

一条件でヒドロキシルアミンと反応させた｡
その結果､これらの化合物のうちp一ヾンゾ

amouTLt

of substance

(jLg)

addd

Phenanthrme
DitだnZOft皿

質はいずれも蛍光性の反応生成物を生じた｡

をTable3･4に示す｡反応性が見い出され

2的
2
45

顆re肥

たキノ.ン類､並びにどタミンK類は通常の溶

9‑Fluorenone

媒中ではAQと同様に無蛍光性であるため､
Anthracene

本蛍光分析法を応用した蛍光定量法の確立が

14 12
●

●

期待できる｡
1,4‑一帖由th叫uino肥 1.412

共存する多環芳香族化合物の影響.
｣

.̲

●

●

●

ll

Ditmothio両軸e212
仁打払zole

●

●

●

●

●

●

●

1‑･十
●

●

1丁

●

→

●

⊥‑

●

⊥‑一

これらの反応生成物の蛍光スペクトルデータ

●

7ハノ山7(ソ]5375qU5〔XU亡U59259
02013004524〇一3招21戎沌

Ace伯由tl旧肥

Relative
fluorescence
Diト
intcnsitya〉ferenc

l

2肪
2握
罰7
219
弐X)

AQ

nU7ウん7‑qU53352524〓J9259

を確認できなかったが､残りの10種類の物

of

0000佗00盟旧00渕拓封耶泌渕鴛肥21佗佑
l→‑▲l
llll

None
Bipheny1
粘pbもぬiene

キノンと9つルオレノンは蛍光性物質の生成

pr(duct

sub‑

●

●

‑

●

●

●

一
一

●

■
●

●

●

●

●

●

●

●

+･

●

●

●

●

●

●

●

●

Acena両班助e‑

..̲二̲̲

Acridine

しても影響を無視できた｡一方､Tabte3･
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O
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での7種類の化合物はAQの100倍量が共存
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10100

･5に示す｡ジフェニルからカルバゾールま

●

一‑

FluoraJltl旧肥

●

4933076QU25

合物について影響を検討した結果をTable3

鴛黒鉱鋸旧拡張鋸舵防

1.1
2.2
0.42

qulnOne

共存が予想される16種類の多環芳香族化

●

●
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■

●
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‑
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●
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⊥丁
●

ンなどの環数の多い縮合多環炭化水素頸ば負
の影響を､またフルオレンとアクリジンはそ

thereactionpr(duct
a)Thein血sityof
SOlution(2.00iLganthraqtJinoれe匹rlOml)
柑aS七止em

れぞれ正または負の影響を示してAQの蛍光
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asl(氾div.

●

測定を妨害した｡アントラセンは少量ではビレンと同様な負の影響を､一方では多量に共存す
ると正の誤差を示すことが観察された｡これは反応媒体の酸化力が強いために､反応時にアン
トラセンの一郎がアントラキノンに酸化されたものと判断した｡上述のように､カルポニル基
を持つ芳香族化合物はヒドロキシルアミンと反応するため､いずれもAQの蛍光測定には大き
な影響を示した｡
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第

亜

章

企め錮沙沙夕闇蛍光駄錮囁塵

､

個々の多環芳香族化合物について得られたシンクロ蛍光法の基礎データを､複雑

‑

1･･‑■▼▲t■山■̀∫■

な親戚の混合系の分析に応用することを検討した｡代表的な3環芳香族化合物とし
て知られるフエナントレン､アントラセン､及びカルバゾールの実際試料を分析対
象とし､不純物として少量含まれている主要な3環及び4環芳香族化合物成分の定
量にシンクロ蛍光法を利用した｡その結果､シンクロ蛍光測定を行うのみで分離操
作を必要としないフエナントレン中の少量のカルバゾールとアントラセンの同時定
量法､Die]s‑Afder反応を主成分の分離に組み合わせたアントラセン中の少量のカ
ルバゾールの定量法､並びにエチレングリコールーモノーtert‑プチルエーテルの溶
媒効果を利用したカルバゾール中の少量のアントラセンと51トベンゾ[b]カルバゾー
ルの同時定量法を新たに確立した｡これらの3種類のシンクロ蛍光定量法は従来の
分析法に比べて迅速･簡■便であり､共存不純物として各種の類似物質を含む市販の
工業製品に対しても直接適用できた｡

‑61‑

4･1

緒言

シンクロ蛍光法が導入されてから既に数多くの論文が報告されており､分析はとしての理論
的な解析は多環芳香族化合物を対象として活発に行われている｡従って､こうした研究から3
環及び4環芳香族化合物の混合系の定性･定量分析に必要な知見もある程度見い出すことがで
きる｡しかしながら､近年の傾向は理論的な研究に重点が移動したこともあり､当初の目的で
あった実用的な分析法としての側面が軽視されている｡その結果として､シンクロ蛍光法の実
際的な応周例は初期の頃に比べてそれほど増加していない｡本来､シンクロ蛍光法は従来の蛍
光法に装置的な工夫を加えて測定の選択性を高めたものであり､多数の蛍光性物質が共存する
複雑な実際試料へ応用するために考案されたものである｡
3環及び4環芳香族化合物は環境汚染物質として悪いイメージが先行しているが､実際には
商品価値は高く､大量に生産きれて工業的に利用されている｡これらの3環及び4環芳香族化
合物製品の製造には､石炭の高温乾留で得られるコールタールを原料とするのが最も安価なた
め､今日でも石炭化学工業の重要な事業部門としてタールからの製造が行われている｡しかし
ながら､タールの組成が非常に複雑なため､最終精製品中にも多種多様の多環芳香族化合物が
共存することが知られており､品位検定のために古くから不純物の定量法が検討されている｡
中でもアントラセン､カルバゾール､並びにブエナントレンの代表的な3種類の3環芳香族化
合物は､タールから製造される多環芳香族製品のうちでも比較的大規模に利用きれてきたこと
もあり､各種の分析法が工業製品の用途や精製度などに応じて開発されている｡通常､これら
の化合物はタール蒸留で得られた重油やアントラセン油の冷却により生ずる粗アントラセン結
晶(アントラセンケーキ)中に多量に含まれているため､市販品はこの粗結晶から分離･精製
･回収きれている｡しかしながら､互いに類似の環構造と物理的性質を持っていることから､
工業的な精製工程ではそれぞれを完全に分離することば発しく､各化合物は各々の市販品中で
は主要不純物として残存することが多い｡
タールを原料とする3環及び4環芳香族化合物製品のような複雑な多環芳香族マトリックス
の分析には､現在ではGC法が最も一般的であり､各種の実際試料を対象として幅広く測定が
行われている｡市販のフェナントレン､アントラセン､並びにカルバゾール中の不純物の分析
例としては､武内･鈴木･木原らによる報告がある卜5〉｡GC法では市販品中に含まれている

多数の多環芳香族成分が一斉た同定･定量されており､それらの合計量から製品純度が求めら
れている｡また､岩島らはこれらの化合物の蛍光性に着日し､化合物の純度と蛍光特性とを関
連づけた一連の研究を報告している6

9)｡彼らの研究では､蛍光極大位置､あるいは極大位置

の相対強度比､蛍光寿命の波長依存性などから蛍光性の多環芳香族化合物の純度を推定してい
る｡更に検討結果を基にして高純度フェナントレン､並びに高純度カルバゾール中の微量成分
の定量法を開発しているが10･11)､蛍光特性は共有物質による影響が大きいために複雑な雑成
を持つ市販品への適用は難しい｡∴方､工業製品中の主要不純物のバッチ法による定量法も古
澤･武内らにより､フェナントレニパ2‑15)､アントラセン1小19)､並びにカルバゾール20‑23〉

を試料として数多く墟案されていろ｡これらの方法では､各々の不純物が持つ物理的･化学的
ー仁ゴーl

特徴に合わせて各種の分離法と､吸光光度法や蛍光光度法などの測定法が効果的に組み合わさ
れている｡

本章では､上記の3種類の3環芳香族化合物を対象として､実際試料中に含まれれている主
要な3環及び4環芳香族成分をシンクロ蛍光法を適用して簡便･迅速に定量する方法について
検討した｡シンクロ蛍光法は混合系での高選択性が特徴であり､特に狭い波長間隔で強いシン
クロ蛍光強度を示す化合物に対してメリットが大きい｡従って､こうした化合物が不純物とし
て共存する場合には従来の蛍光法と異なり､定量に先立つ分離操作を簡略化できる可台巨性が大
きい｡フェナントレンについて検討した結果､第2章2･3で測定した多環芳香族化合物の基
礎データに基づき､市販フェナントレン中に含まれている少量のカルバゾールとアントラセン
を分離操作を行うことなく同時定量できるシンクロ蛍光法を確立した｡アントラセンに対して
は､主成分のアントラセンを無水マレイン酸とのDiels‑Alder反応により除去し､他の蛍光性
成分の共存下でカルバゾールの選択的なシンクロ蛍光強度を測定する市販アントラセン中の少
量のカルバゾールの定量法を確立した｡また､カルバゾールを対象とした場合では､アントラ
センやフェナントレンの他に同族の51トベンゾ[b]カルバゾールが主要不純物として比較的多量
に含まれているため､その分析法を検討した｡5日‑ベンゾ[b]カルバゾールとアントラセンはス
ペクトル特性が非常に似ていることから､従来の蛍光法では両成分を分離せずに定量すること
､

ば不可能であったが､エチレングリコールーモノーtert‑プチルエーテルの溶媒効果を利用し､

‑

1･‥ll=●r

カルバゾール中に含まれている両成分をシンクロ蛍光法により互いに共存した状態で同時定量
できた｡

4･2

装置及び試薬

蛍光分光光度計:日立製650‑10S型､並びに650‑40型を使用した｡記録計は日立056型を､
光源は150Uキセノンランプを､セルは10×10×45mmのものを使用した｡装置の励起及び蛍光
側のスリットは､それぞれ波長幅で2nmにセットした｡
振とう横:抽出操作での振とうには､日本トリカ製MA‑1ミキサーを使用した｡
フェナントレン､アントラセン､カルバゾール:第2章2･3･2で記載したのと同様な精
製操作を行ったものを使用した｡
5日‑ベンゾ[b]カルバゾール:第3葦3･2で記載したのと同様にして合成･精製したものを
使用した｡
無水マレイン酸:市販特級品を単蒸留により精製し､粉砕後デシケ一夕で保存したものを使
用した｡
シクロヘキサン､水酸化ナトリウム､エチレングリコールーモノーtert‑プチルエーテル:市
販特級品を使用した｡
2,2,4‑トリメチルベンタン:市販吸光分析用を使用した｡
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4･3

4･3･1

フェナントレン中の少量のかレバゾールと
アントラセンの同時定量法
はじめに

工業製品としてのフェナントレンは､アントラセンケーキからアントラセン及びカルバゾー
ルを分離･回収した残油を､更に分留･精製して製造されている｡従って､アントラセンケー
キの主成分であるアントラセンやカルバゾールが混入することば通常避けられない｡更に､両
成分は物理的性質がフエナントレンと矧以しているため､再結晶･カラムクロマトグラフィー

･昇華･帯域溶融などの一般的な精製手段では､フェナントレン中から完全に除去することば
難しい7･24･25)｡以上の理由から､フェナントレン製品中に不純物として含まれているアント
ラセン､あるいはカルバゾールの定量は他の成分に比べて工業分析的に重要視きれており･､こ
れまでに多くの定量法が提案きれている｡
フェナントレン中の全不純物の定量法はGC法が一般的であり､多数の多環芳香族化合物を
一斉に分析できるが1･2〉､異性体のアントラセンに関してば低濃度では比較的難しい26〉｡ま
た､バッチ的な定量法は1950年代から赤外吸光光度法27〉､紫外吸光光度法12･28〉､蛍光光度
法10･29･30〉などがアントラセンに対して､吸光光度法13･14)がカルバゾールに対して発展し

々一長一短の特徴を備えている｡
本節では､基礎データを基にシンクロ蛍光法の実際的な応用例として､市販のフエナントレ
ン中に含まれている少量のアントラセンとカルバゾールの実用的な分析法を開発することにつ
いて検討した｡その結果､試料のシクロヘキサン溶液を調製し､シンクロ蛍光スペクトルを3
nmの波長間隔で直接測定するだけの簡単な操作による同時定量法を確立した｡本法は分離操作
を全く必要とせず､迅速き･簡便さの点で従来の分析法に比べて優れている｡フェナントレン
中のカルバゾールを0.1%､アントラセンを0.05%まで同時定量できた｡

4･3･2

定量操作

試料の50〟g/mlシクロヘキサン溶液を正確に調製し､3nmの波長間隔でシンクロ蛍光スペ
クトルを測定した｡スペクトルの333nm並びに377n打lでのピーク強度をベースライン法によ
り求め､それぞれの検量線からカルバゾールとアントラセンを定量した｡この際に､相対シン
クロ蛍光強度を測定する基準として､ジベンゾフランのシクロヘキサン溶液(0.50〟g/ml)を

使用した｡この溶液のシンクロ蛍光スペクトルを6nmの波長間隔で測定し､302nmでのピーク
強度が80目盛を示すように感度をセットした｡カルバゾール及びアントラセンの検量綻ば､
両化合物が0〜0.7ルg/ml､及び0〜0.5〃g/ml含まれているフェナントレンのシクロヘキサン
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ている｡これらの方法は感度､再現性､共存物質の影響､あるいは取り扱い易さなどの点で各

‑
ヽ

溶液(50〃g/両)を使用しで作成した｡

4･3･3

実験結果と考察

と之之旦監魁型定量埋型道理ニ̲
カルバゾールとアントラセンの同時定量に対しては､波長間隔の速択は先に測定した第2章
Fig.2･5の実験データを参考にした｡Fig.2･5から､両化合物は共に3nmの波長間隔がシ
ンクロ蛍光強度も大きく､また変動も小さくて再現性･感度の点で適していることが分かる｡
従って､混合系の実際試料でも､シンクロ蛍光スペクトルの測定条件として△入=3nmを採用
した｡

主成分のフェナントレンがカルバゾールとアントラセンに及ぼす影響は第2章の基礎データ
を基に検討した｡第2章Table2･1から､フェナントレンは△入=3nmでは347nmに弱い
シンクロ蛍光ピークを示すことが分かる｡しかしながら､このピークばカルバゾールあるいは
アントラセンのピークとは重ならず､そのピーク強度も両化合物に比べて約1/100の強度であ
る｡従って､フェナントレンは50′上g/ml程度の共存では､そのシンクロ蛍光スペクトルは両
､

化合物に対して大きな影響を及ぼさない｡一方､シンクロ蛍光強度に及ぼす吸収の影響のデー

‑

1‥lll･一■̀̀.′

タ(第2章Table2･3)から､アントラセンはフェナントレンの50J上g/mlの共存下でも影響
されないが､カルバゾールは5〟g/mlの濃度で吸収の影響を受けることが分かる｡しかしなが
ら､フェナントレン中の両成分をなるべく少量まで定量するためには､出来る限り試料濃度を
高くすることが必要である｡従って､5〃g/mlから100〟g/mlの高濃度のフェナントレン溶液
を調製し､カルバゾールとアントラセンのシンクロ蛍光強度への影響について更に詳細な検討
を行った｡これらの実験の結果､カルバゾールに及ばす影響は50J上g/ml程度のフエナントレ
ン濃度ならば､共存下で作成した検量緑により補正できることが判明したため､本定量操作法
では試料濃度として50〃g/mlを選択した｡アントラセンはこの濃度では全く影響を受けなか
った｡

堕塁墜⊥
カルバゾールが0〜0.7〟g/ml､アントラセンが0〜0.5〃g/mlの範囲で存在し､更にフェナ
ントレンが50〟g/mlの一定濃度で共存するシクロヘキサン溶液を調製して両化合物の検量線
を作成した｡この際､相対シンクロ蛍光強度を測定するための基準として､ジベンゾフランの
シクロヘキサン溶液(0.50〃g/両)を使用した｡この溶液のシンクロ蛍光スペクトルを6nmの波
長間隔で測定し､302nmでのピーク強度を80目盛に設定した｡各々の検量綻ば溝度とシンク
ロ蛍光強度との間で原点を通る良好な直線関係を示した｡しかしながら､カルバゾールの検量

線については､直線の勾配はフェナントレンの影響のために単独溶液に比べて約10%減少した｡
検量線の最高沸度の溶液を使用してシンクロ蛍光強度の相対標準偏差値を求めた｡その結果､
カルバゾールは1.6%,アントラセンは2.3%であり､従来の蛍光分析法と同程度の精度で両
成分が定量できることが分かった｡
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塞際毒草料唖L
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鈍物に起因するピークも観測されているが､これらはカルバゾールとアントラセンのピークと
良く分離きれており､両化合物の同時定量には影響を及ぼさなかった｡従って､これらの結果
から､市販試料中に存在する少量のカルバゾールとアントラセンの同時定量のために､本定量
法が実際的に応用できることが実証された｡

4･4
4･4･1

アントラセン中の少量のかレバゾールの定量法
はじめに

アントラセン【Pに存在するカルバゾールは製品化の際の分離･精製過程で完全に除去するこ
とが難しいため､通常の工業製品中には少量のカルバゾールが不純物として含まれている｡こ
の不純物含量を基にして製品の大まかな純度が簡単に判断できるため､工業分析化学の分野で
はアントラセン中のカルバゾールの定量法は品位検定法として広く検討されている｡
古澤･武内らの精力的な研究により､無水マレイン酸との反応で主成分のアントラセンを除
去して紫外線吸収を測定する紫外吸光光度法16･17)(定量限界

0.1%)､カラムクロマトゲ

､

‑

1･･1̲tr‑▼.､‑■̀r■′

ラフ法で分離後､キサントヒドロールとの呈色反応を利用する吸光光度法18〉(0.01%)､無
水マレイン酸処理とカラムクロマト分離後にキサントヒドロールで発色させる吸光光度法19〉
(0.0003%)､カラムクロマト分離後に3‑メチルー2‑ベンゾチアゾリノンヒドラゾンとの呈色
反応を行う吸光光度法･14〉(0.004%)､硫酸による抽出後､更にシクロヘキサン層への再抽
出分離を併用する蛍光光度法15)(0.05%)､更にカルバゾールを含めた共存不純物のGCに
よる一斉分析法3〉(0.01%)などがアントラセン中のカルバゾールの定量法として報告されて
いる｡しかしながら､アントラセン中には蛍光性の多環芳香族化合物が不純物として多数共存
しているため､カルバゾールが蛍光性物質であり､更に蛍光法が吸光光度法に比べて高感度で
あるにもかかわらず､分離操作が問題となるためにカルバゾールの実用的な蛍光定量法はばと
んど開発きれていない｡
本研究では､狭い波長間隔で強いシンクロ蛍光強度を示すカルバゾールの蛍光特性を利用し
て､アントラセン中の少量のカルバゾールをシンクロ蛍光法により定量することについて検討
した｡その結果､主成分のアントラセンを無水マレイン酸とのDiels‑Alder反応で水溶性の付
加物に変えて抽出･除去し､有機層に残ったカルバゾールをシンクロ蛍光法により選択的に分
析する簡便な定量法を確立した｡本定量法では､分離操作は無水マレイン酸処理によるアント
ラセンの除去のみであり､従来の吸光光度定量法とほぼ同様な扱い易きを持ちながら､10mg
という少量の試料量でカルバゾールの0.001%まで定量できた｡

4･4･2

定量操作
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試料の約101昭を正確に秤墨し､空気冷却管を付けたナス型フラスコ(容塵25打lり中で無
水マレイン散1gと共に溶融し､時々振り混ぜながら160℃の油浴中で10分間加熱した｡フラ
スコを100℃近くまで冷却後､3M水酸化ナトリウム水溶液10mlを加えて僅かに加温しなが
ら振り混ぜ､内容物を溶解した｡この溶液を重富思まで冷却後､フラスコ中に2,2,4‑トリメチ
ルペンタン10mlを添加して充分掘とうした｡静置して二層に分離後､上層の2,2,4‑トリメ
チルペンタン層をピペットで蛍光セルに取り､5nmの波長間隔でシンクロ蛍光スペクトルを測
定した｡スペクトルの335nmでのピーク強度をベースライン法により求め､0〜0.2〃g/両の
検量儲からカルバゾールを定量した｡この際､相対シンクロ蛍光強度の基準として0.2〟g/m!
のカルバゾールの2,2,4‑トリメチルペンタン溶液を使用した｡

4･4･3

実験結果と考察

カルバゾールのシンクロ蛍光スペクトル.
シンクロ蛍光スペクトルの測定はピークの分解能｡強度などの点では､理論上はStolくeSシフ
ト値と一致した小さな△入値が適しているが､低濃度試料の測定の際には､こうした物理的な
蛍光特性よりも装置の感度を高めた場合のSN比の方がより大きな影響を及ぼした｡
カルバゾールのシンクロ蛍光スペクトル
の実際的な測定でも､スリットの波長幅2

れが急激に増加した｡この原因を追求した
結果､波長間隔とスリット幅との接近に起
因する散乱光の妨害が指数関数的に増大す
るためと判明した｡最適波長間隔について

のカルバゾールの再検討でば､2nnlのスリ
ット幅のまま波長間隔を5nmまで広げた方
がベースラインのSN比､ピークの再現性､
及び他のピークとの分離状態などを含めた
総合的な観点で好都合であった｡従って､
本実験では△入=5nIIlを新たな測定条件と

岩岳じ芸ト○ヨlJ芸0已○ト宅幸諺
き叫芸3日叫

nm､波長間隔3nnlの従来の条件で装置の感
度を高めた場合にはベースライン蛍光の乱

320

360

Wa∇elengtb/nm

して連択した｡この条件で測定したカルバ
ゾールの2,2,4‑トリメチルペンタン溶液

Fig.4･2

のシンクロ蛍光スペクトルをFig｡4･2に

S匹Ctnlm

synchronous
Of

fluorescence

carbazole

△j=5皿m;Slit
Ex/加=訂2nm;SOl∇訓t,
2,2,4‑trimethyl阿tane.

示す｡Fig.4･2では､ベースライン蛍光
は安定しており､カルバゾ⊥ルも335nm

で従来と同様に単一のシンクロ蛍光ピークを示している｡
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Die7s‑Alder反応によるアントラセンの除去.
アントラセンはカルバゾールに対して吸収に基づく影響を示すため､測定を妨害せずに共存
できる濃度は約0｡3粧紆両が上限値である(第2葺Table2･3)｡従って､主成分のアントラ
センをこの濃度以下までカルバゾールと分離することが必要であり､このために無水マレイン
酸を反応試薬とするDiels‑Alder反応を利用することについて検討した｡
アントラセンと無水マレイン酸とのDiels‑Alder付加物は､希アルカリ水溶液により容易に
加水分解して水静性の塩となり､水層に抽出･除去できることから､まず初めに抽出用の有機
溶媒について検索した｡本研究では､定量操作を簡便にするために反応後のナス型フラスコか
らそのまま抽出する方法を試みた｡従って､溶媒ば指とう時に希アルカリ水溶液と充分混和し､
振とう後に速やかに二層に分離する一般的な溶媒特性だけでなく､静置時に上層を形成するこ
とが必要であり､比重も重要な要因として検討竃加えた｡各種溶媒について実験した結果では､
2,2,4一トリメチルペンタンはこれらの条件に最も良く適合した0
次に､無水マレイン酸の18を使用して
Table4･2
on
cene

Heatiれg
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maleic
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10日gのアントラセンを0.3〃g/ml以下ま

anthra‑

以内で反応がほぼ完結することが分かる｡
従って､定量操作では160℃で10分間の
加熱･溶融を行うこととした｡一方､操作
上からは有機溶媒中で直接Diels‑Alder反

tor飽Ct
Anthrac即e(10喝)岨Sall00d
hIith阻Ieicanhydride(1g)byfusingat160℃
a)TheintEnSityofaO.200pg/nlanthracene
solution(△ス=5n恥SlitEx/伽=訂2n恥
takenas70div.
rrK!aSurtdatg79nm)HaS

応を行う方が好都合であったが､種々検討
したにもかかわらず､試薬の無水マレイン
酸に対する潜鮮度､並びに反応時に必要と

された高沸点温度の条件を満たす適当な溶媒は見当たらなかった｡

軽量艶ニ̲̲
カルバゾールが0〜0.2〟g仙の範囲で含まれている2,2,4‑トリメチルペンタン溶液を使用
して検量線を作成した｡最高濃度の溶液のシンクロ蛍光強度をベースライン法により求め､こ

れが80目盛を示すように感度を設定して各々の溶液の相対強度値を測定した｡得られた検量
線はカルバゾール濃度とシンクロ蛍光強度との問で原点を通る良好な直線関係を示した｡更に､
最高濃度の溶液についてシンクロ蛍光強度を20回測定して相対標準偏差を求めた｡その結果
は0.73%であり､再現性は良好であった｡
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共存不純物些影掌⊥
カルバゾールに対する多環芳香族化合物の吸収の影響(第2葦TabIe

2･3)は比較的小きい

ので､シンクロ蛍光ピークに重なるスペクトル的な影響について調べた｡アントラセン中で共
存が予想される化合物のうち､特にアセナワテンはカルバゾールに近接したピークを示すため
影響が大きい｡アセナプチンとカルバゾールの各種混合溶液について実際的な影響を測定した
結果､アセナプチンはカルバゾールの0.2〃g/ml溶液に約8倍の濃度まで共存しても影響は無
視できた｡以上の点から判断すれば､アントラセン中に含まれている多環芳香族化合物は､通
常の不純物濃度ではカルバゾールのシンクロ蛍光定量を妨害しない｡

調合試料の測定.
アントラセンにカルバゾールを一定量加え､更に不純物としてビフェニル､アセナプチン､
フルオレン､ジベンゾフラン及びフェナントレンを0.1%､またペリレン､フルオランチン､
ナブタセン､クリセン及びアントラキノンを0.01%添加して調合試料を調製した｡この調合
試料についての測定結果はTable4･3Nos.1‑11に示す通りであり､本定量法によりアン
トラセン中のカルバゾールを0.001%まで
定量できた｡
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得られたために､試料中の同定も同時に可
能であった｡一方､2,2,4‑トリメチルペン
タン層の吸収スペクトルから求めた335nnl
での吸光度は0.05以下であり､共存成分
の吸収に基づく影響は無視できた｡これら
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の結果から､蛍光性の共存不純物のために
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times.
heingdilutdlO
deviation.c)After

通常は複雑な分離操作を必要とする実際試
料中のカルバゾールの定量にも､本定量法
が有効なことが証明された｡
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4･5

カルバゾール中の少量のアントラセンと

5H‑ベンゾ[b]かレバゾールの同時定量法
4･5･1

はじめに

タールを原料として製造されるカルバゾールには､通常主要な不純物としてアントラセンと
5=‑ベンゾ[b]カルバゾール(以下5=‑BCと略記)が多量に含まれている｡製品の品位検定の
ために両化合物を定量することば従来から重要視されており､数多くの定量法が検討されてい
る｡

GC法によろカルバゾール中の不純物の定量法4･5)(定塵限界0･0001%)は多数の多環芳香
族化合物を同時に分析できる利点から広く利用されている｡一方､両化合物が蛍光性物質であ
るため､バッチ法による蛍光光度定量法も迅速さ､簡便き､あるいは取り扱いの容易さなどの
点から多くの方法が発展している｡アントラセンについては､無水マレイン酸処理後の補償溶
液を使用する定量法31)く0.1%)､カラムクロマト分離法を併用する定量法22〉(0.005%)､
ホルマリンとチオ尿素を加えた硫酸水溶液を使用してカルバゾールと引卜BCを反応･除去す
､

‑

る定量法23)(0.005%)､蛍光寿命並びに時間分解スペクトルを用いる高純度試料中の定量

1･Lllll､■r′

法11)(0.1ppm)､また5日‑BCについては､無水マレイン酸処理によりアントラセンを除去し
て測定する定量法31〉(0.1%)､第3章3･3に記載のジメチルスルホキシドを溶媒とする
定量法く0.01%)などが報告されている｡しかしながら､アントラセンと5I卜BCの蛍光ス
ペクトル領域がばとんど重なり合うため､これらの蛍光法では両者の同時定量は不可能であっ
た｡

本研究では､アントラセン及び5日‑BCのシンクロ蛍光スペクトルに対する溶媒効果を詳細
に検許した結果､使用する溶媒により両化合物のピーク波長が大きく変動することを見い出し
た｡従って､適当な溶媒を選択することにより市販のカルバゾール中に含まれているアントラ
センと5日‑BCを同時定量することを試みた｡その結果､エチレングリコールーモノーtert‑プ
チルエーテル(以下EGBEと略記)を溶媒とする両化合物のシンクロ蛍光定量法を新たに確
立した｡本定量法では､溶媒効果のみでアントラセンと5‖‑BCのシンクロ蛍光ピークを分離
させるために複雑な定量操作を用いることなく､調製した試料溶液をそのまま測定するだけで
カルバゾール中の両化合物を0.･01%まで定量できた｡従来の蛍光法に比べて同時定量の利点
だけでなく､簡便さ･迅速さの点でも優れている｡

4･5･2

定量操作

試料の約4mgを正確に搾り取り､EGBEにより溶解して20ml定穿とした｡この溶液の
シンクロ蛍光スペクトルを5nmの波長間隔で測定し､381nm並びに402nmでのピーク強度を

‑71‑

ベースライン法により求め､0〜0.2〟g/mlの検量抜からアントラセン及び5rt‑BCを定量した｡
この際に､相対シンクロ蛍光強度を測定するための基準として､ジベンゾフランのシクロヘキ
サン溶液(0.150′上g/I吊)を使用した｡基準溶液のシンクロ蛍光スペクトルを6nmの波長間隔
で測定し､303nmでのピーク強度が80目盛を示すように感度をセットした｡

4･5･3

実験結果と考察

シンクロ蛍光スペ 独りこ及ぼ吏遭墜麹塁
アントラセンと5日‑▲BCは蛍光領域がばとんど重なり合っているため､シンクロ蛍光ピーク
も接近して現れる｡この両化合物のピークに与える溶媒の影響を検討する目的で､各種の溶媒
を使用してシンクロ蛍光スペクトルを測定した｡スペクトルの測定条件としては､両物質のシ
ンクロ蛍光ピークの分離状態と散乱光によるベースライン蛍光の乱れとを総合的に考慮して､
△入=5nm､スリット幅2nlltを選択した｡この条件では､いずれの溶媒竃使用してもアントラ
セン並びに5トトBCのシンクロ蛍光スペクトルは単一なピークを示し､ピークの分裂や扁ピー
クなどは観測きれなかった｡
代表的な15種類の溶媒について得られたシンクロ蛍光スペクトルデータをTable4･4に
要約した｡Table4･4では､溶媒中で観測されたアントラセンと5t卜BCのピーク波長､並
びに計算で求めた両ピーク間の波長差のみを定性的なデータとして示した｡シンクロ蛍光スペ
クトルの形状､並びにピークの半値幅は溶媒間でほとんど相違が認められなかったので省略し
た｡また､ピーク間の波長差の大きかった6種類の溶媒については､ジベンゾフランのシクロ
Table4･4
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ヘキサン溶液を基準とした相対シンクロ蛍光強度を求めることにより､､定量的なデータとして
Table4･4へ追加した｡
Table4･4で示したデータのうち､ピーク問の波長差はアントラセンと5rトf3Cのピーク
分離に対する溶媒の本質的な能力､言い替えれば､"ピーク分離能"と見なすことができる｡
従って､この"ピーク分離能"で溶媒を比較すれば､シクロヘキサン､キシレンなどの炭化水
素類は"分離能"が悪く､アルコール類､エチレングリコールモノエーテル類､ジメチルスル
ホキシド､Nルジメチルホルムアミドなどば両化合物に対する"分離能"が良いことが分かる｡
更に､上記以外に同系列の溶媒を使用して詳細な実験を行った結果では､分子内にかさ高いア
ルキル基を持つ溶媒の方が僅かながら"分離能"が良くなる傾向があった｡Table4･4から
分かるように､アントラセンと5=‑BCの同時定量には､"ピーク分離能''及びシンクロ蛍光
強度の二点でEGBEが最適であった｡
EGf∋Eを溶媒とした場合の両化合物の混合潜酒(各々0.2〃呂/ml)について､シンクロ蛍
光スペクトルを測定した結果をFig.4･3(D)に示す｡更に､"ピーク分離能"の視覚的な比
較が容易に行えるように､ピーク問の波長差がそれぞれ8∩††l,12nnl,17n‑nであるシクロヘ
キサン､キシレン､酢酸溶液について同一条件でスペクトルを測定した結果もFig･4･3(A)
〜(B)で示した｡Fig.4･3から､アントラセンと5‖‑BCはEGBE溶媒中で充分同時定量
できる程度にまでピークが分離していることが分かる｡

アントラセンと5tトBCの相互の影響
同時定量の際に共存する一方の化合物が他方に対して与える影響を碩討した｡各種濃度の混
合溶液について実験した結果､アントラセンのシンクロ蛍光強度は共存する5トトBC塁の増加
により徐々に減少した｡しかしながら影響はそれほど大きくなく､アントラセンの0･2〃g/ml
に対して5‖‑BCの1〟g/ml以下では測定誤差範囲内の減少であり､その妨害は無視できた○
一方､5=一BCに対するアントラセン豊の増加は逆に正の誤差を示したが､影響は小さく0･5
〃g/打Il以下の共存豊では無視できた｡
カルバゾール並びに共存不純物の影響.
アントラセ.ンと5‖‑BCが各々0.2〟g/lnlの濃度で含まれているEGE;E溶液に､カルバゾ
ールを50〃g/m卜から4mg州の範囲で共存させてシンクロ蛍光スペクトルを測定し､両化合

物に及ぼすカルバゾールの影響を検討した｡その結果､この範囲のカルバゾール漉度に対して
は5日‑BCのシンクロ蛍光強度は全く影響を受けなかったが､アントラセンは200〟g/ml以上
の共存で妨害を受けた｡従って､同時定量の際の試料濃度としては200〃g/Inlを上限とした｡
カルバゾールの200〃g/両と少量のアントラセン並びに5日‑BCが共存する3成分混合溶酒､
及び同一濃度のカルバゾールの単独溶掛こついて､シンクロ蛍光スペクトルを測定した結果を

Fig･4･4に示す｡Fig･4･4から分かるように､3成分に対応する三つのピークは互いによ
く分離している｡
アントラセンのシンクロ蛍光測定に及ばす共存不純物の影響は､第2章2･3で測定した基
礎的データから推測できる｡しかしながら､カルバゾールの実際試料では更に他の不純物とし
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てトフェニルナブタレンの存在が報告
されているので4･5)､その影響を追加検
討した｡アントラセンとトフェニルナ

果､1一フェニルナブタレン

は少なくと

も50〃g/mlまで共存してもアントラセ

かった｡従って､第2葦2･3の実験デ
ータ並びにトフェニルナブタレンの実
験結果により､カルバゾール中に存在す
る不純物は､通常の含量ではアントラセ
ンのシンクロ蛍光定量を妨害しないこと
が判明した｡

aO5US2書こSnO【岩J七仁盆

ンのシンクロ蛍光強度に影響を及ばさな

念叫S已3u叫

ブタレンの混合溶液について実験した結

同時定量成分の5=‑BCはアントラセ
ンと非常に接近した位置でピークを示し､

300

350

400

更に僅かに長波長側でもあることの2点

500

450

Wavelengtb/nm

を考慮すれば､他の多環芳香族化合物の
影響はアントラセンと同程度か､あるい

synchronous

Fig.4･4
SFeCtra

はより影響が小さいと考えられる｡こう

Of

a

ternary

fluorescence
mixture

of

anthacene,5H‑b≡nZO【b】carbaz0le

した点から､試料のカルバゾールが特別

Car臨z0le,and

carbaz0le

and
alone

Concemtrationof

不純な製品でない限り､シンクロ蛍光法

anthracene,0.2pg/nl;
到一蹴,0.2〟〟山;ばぬzole,2肌㈹価;
△l=5rnI;Slit
E掬=2/2nm;SOIvent,
EG8E.(1)Ternaqmixture;G2)carぬzole

による両化合物の同時定量では共存する
不純物の影響はばとんど無視できる｡

alone.

塗垂線⊥
アントラセンと5日‑I3Cが共に0〜0.2LLg/l111の範囲で含まれているEGI〕E溶液を使用し
て検量線を作成した｡この際､ジベンゾフランのシクロヘキサン溶液(0･150〃g/nlりを相対
シンクロ蛍光強度の測定基準として使用した｡基準溶液のシンクロ蛍光スペクトルを6nmの波
長間隔で測定し､303nmでのピーク強度を80日盛に設定した｡両化合物の検量綻ば濃度とシ
ンクロ蛍光強度との問で原点を通る良好な直線関係を示した｡

調合試料の測定⊥
カルバゾールにアントラセン並びに51卜BCを一定量加え､更に不純物としてブェナントレ
ン､フルオレン､ナブタレン､アセナプチン､ビフェニル及びトフェニルナブタレンを0.5%､
フルオランチンを0.1%添加して調合試料を調製した｡この調合試料について両化合物を定量
した結果はTable4･5に示す通りであり､本定量法によりカルバゾール中のアントラセンと
5日‑BCを0.01%まで同時定量できた｡
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Table4･5
anthracene

and5H‑BCin

mixtures

of

本定量法によりアントラセン並びに引卜BC
ドound(沿
Anthracene

nUOOOOO

lll

70U9012
111

●

000

lり]3456

010
0.100
0弐)
0.100
0測
0.100
000000 0 10
伽伽

●

3種葉百のカルバゾールの市販品について､

synthetic

carbazole

Sample
Contcnt(冤)
No.‑‑‥‥一一
Anthraceme
5ⅠトtX:

0.100
0.100
0.100
0.100
VO 100
0.100

塞堅逓担坦些当星二̲.̲

for

0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100

ントラセンが0.5G%,1.3%,2.7%､また

5王トBC

0.012
0.022
0.051
0.101
0.101
0.101

0.0労
0.1(氾
0.0渕
0.010
0.0謀)
0.佑1

0.0盟
0.101
0.101
0.1佗
0.1(妃
0.101

0.102
)0 101
0.1佗
0.100
0.100
0.㈱

臨mples7‑12;胞n=0.101=0.101
RSDa)=1.0冤

a)Relativcstandard

の同時定量を行った｡これらの分析結果はア

引卜BCが0.65%,0.02%,1.2%であっ

た｡定量に使用したEGBE溶液のシンクロ
蛍光スペクトルでは､アントラセンと51卜B
Cの特性ピーク波長である

381nmと

402nm

で特徴的な単一のピークが得られた｡更に､

●

同湾酒の吸収スペクトルの測定でも両化合物

●

のシンクロ蛍光定量を妨害するような吸収は
観測されなかった｡これらの結果から､市販
カルバゾール中に含まれている少量のアント

=1.1冤

ラセンと引卜BCは､本定量法により同時定

deviation.

量できることが実証された｡
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章
錮恕ぬ錮

帯域静観法院鹿島選択的歯髄

複雑な避成を持つ実際試料中の微量の3‡買及び4環芳香族化合物を､種々の類似
化合物から選択的に分離する方法として帯域溶融法を検討した｡分離の原理は試料
中の各種成分が示す固体一溶融体問での分配係数が1より小さいか､あるいは大き

いかの違いを基礎とした｡試料の実際的な帯域溶融操作では､微量の被定畢成分ば
分配係数が1より大きい特殊な断割本を形成して先端部に､また定量に影響を及ば
す他の共存成分ば1より小さい係数のために末端部に濃縮された｡帯域溶融後の試
料を中間部で切断することにより､両者は容易に分離できた｡各種の妨害不純物が
共存するフェナントレン中のアントラセンに対する遥択的な分離法として適用し､
0.05ppmの極微畳まで定量できるアントラセンの蛍光光度定量法を確立した｡また､
ジベンゾフラン中の微量のカルバゾール及びアントラセンについても､共存する妨
害成分から両成分を分離するために帯域溶融法を使用し､シンクロ蛍光法を組み合
わせた結果､2ppmまで測定可能な同時定量法を確立した｡

‑79】

5･1

緒言

狭い波長間隔で強いシンクロ蛍光強度を示すカルバソールやアントラセンなどの分析では､
従来の蛍光法よりもシンクロ蛍光法の方が遥かに優れており､タール製品のような複雑な実際
試料でも0.1%〜0.001%程度の少量成分は､煩雑な定量操作を用いることなく容易に定量で
きた｡このことば､シンクロ蛍光法の高遠択的な特徴を生かすことで､分離操作が必要でない
か､あるいは単純な分離法と組み合わせて広範に利用できる簡便な3環及び4環芳香族化合物
の定量法が開発できることを示している｡しかしながら､組成の複雑な実際試料中にppmオー
上ナ∵一卜l｢ご〉アてA‑t･Jハ.}ア･l､･ク卯止̲隠rIモ/ヽI,､.■､I､̲｢7‑)J
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を除去することば難しいという頗界も見い出きれた｡従って､シンクロ蛍光法の適用性を3環
及び4環芳香族化合物の微量成分にまで広げるためには､定量に先立って共存成分の妨害をあ
る程度まで取り除くことが重要なポイントとなった｡通常､多環芳香族マトリックスを構成す
る各々の化合物は物理的･化学的性質が非常に良く似ているため､特定の微量成分だけを分離､
あるいは除去することば難しい｡従って､現在でも微量の3王買及び4環芳香族化合物に対して
は､性質の僅かな相達を連続的に拡大して一斉に分離するクロマトグラフ法が開発されている
だけである｡本研究では､マトリックス中の特定の3環及び4環芳香族化合物を他の共存成分

から選択的に分離する方法として帯域溶融法の利用を試みた｡
帯域溶融法は細長い棒状の固体試料中に幅の狭い溶高虫帯を作り､これを長さ方向に泊って移
動きせる操作である｡1950年代初めにべル研究所のU.G.Pねnnによって半導体用の高純度ゲ
ルマニウムの精製に応用されて以来､主として固体物質の高純度精製や低濃度の微量成分の濃
縮などに用いられている｡現在では､この方法について理論的な基礎､操作技術上の諸問題､
豊富な応用例などが多数の成育卜10〉

と解説1卜14)にまとめられている｡しかしながら､帯域

溶融法は精製法として広範に利用きれているにもかかわらず､分析化学的に応用されている例
は少な一く､また応用例も大部分が予備濃縮､標準試料の調製､試料の均一化などの基礎的な領
域に限られている｡従って､多成分混合系のための分離法として帯域溶融法を検討したものは
希であるが､上野･小林らによる金属キレート化合物のゾーンクロマトグラフ法については多
数の総説15

17)や論文18

28〉が発表されている｡この他には､一般的な相平衡理論とは幾らか

異なる機構を持ったポリスチレンの分子量分別への応用29
性粒子間での分離に対する適用33

32)や､U.R.U=coxらによる不溶

36〉などが分離法として研究した例といえる｡しかしながら､

これまでの帯域溶融法の分離原理は､試料中の溶質が示す固体一溶融体間での分配係数(Kで

表きれる,偏析係数と呼ばれることもある)の僅かな相違に基礎を置いているため､溶質濃度
･操作条件･共存成分の含量などの少しの変動で分離状態が大きな影響を受けることが相告き
れている｡従って､実際試料への適用は容易でなく､ほとんどの研究が理論的な段階に留まっ
ている｡

本章では､帯域溶融法を用いる分離の基礎原理として､3環及び4環芳香族化合物の根本的
な分配係数の速い､すなわちK>1とK<1､の二者択一に置いたことが最も大きな特徴であ
る｡従って､本章で開発した帯域溶融分離法では従来までの方法と異なり､実際的な分離を行
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う場合での外部条件の変化
による影響が少ない｡本帯

;群…≡:盤;…:鼓董

域溶融分離法の原理を簡単
な模式図で説明したものを

⊂コ

Fig.5･1に示す｡固体試
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料中で溶質として分散して
いる各種の化合物は､帯域
溶融操作を繰り返すことで
K>1の成分は先端部へ､
またK<1の成分は末端部

へそれぞれ濃嘩されるため､
中間部で試料を切断すれば
両者は容易に分離できる｡
通常､帯域溶融法が精製法
.･.:::::;:::‡:::::::..■

として利用される通り､固
体中の溶質は結晶化の際に

…

Lロト▼剋

異種分子として弾き出され

るのが一般的なため､ほと
んどの微量成分はK<1の

溶融特性を示す｡従って､
分離の対象としてはK>1

の変則的な溶融系を形成す

Fig･5･1≡慧慧主霊n冨莞霊三…i慧t完芸
(1)Distributionoft00differentmaterials(●,A)ina
medil血(□)tx!forethepassageofarrK)1tcnzone;GD
dtJringthepassage;(4)aftwthepssagcofanl血of

and(3)

molt(氾ZOneS.

る微量成分が適している｡
Fig.5･1に示した分離の原理は帯域溶融法が開発された当初から提案されていたが4〉､実用
的な分離法として報告きれた例は今日まで見当たらない｡
性質の類似した3環及び4環芳香族化合物のマトリックス試料に実際的に応用するため､こ
れらの化合物の溶融特性を詳細に検討した｡その結果､フエナントレン及びジベンゾフランを
主成分とする溶融系では､カルバゾールやアントラセンのような特定の3環芳香族化合物だけ
がK>1の固薄体系を､また他の大多数の類似化合物がK<1の一般的な系を形成することを
見い出した｡従って､この溶融特性を微量のカルバゾール並びにアントラセンのための選択的
な帯域溶融分離に利用した｡その結果､フェナントレン中のアントラセンについては､蛍光光
度法と迎み合わせた微量定量法を開発した｡また､ジベンゾフラン中の微量カルバゾールとア
ントラセンに対しては､帯域溶融分離操作にシンクロ蛍光法を組み合わせた同時定量法を開発

した｡選択的分離のために帯域溶融法を使用したこの二つの定量法は､前処理操作や他の分離
法を全く用いることなしに､妨害不純物が多数共存する実際試料に対して直接的に応用できた｡
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5･2

装置及び試薬

帯域溶融装置:帯域溶融操作には柴山科学製SS‑950型高速ゾーンリブアイナーを使用した｡
装置外観図の一郎を簡略化してFig.5･2に示す｡本装置では､垂直方向にNo.1からNo.Tま
での6個のリング状のヒータが等間隔にセットされており､パイレックスガラス製の試料管中

に6つの溶融帯が同時に作られる｡各々の溶融帯はヒータの上昇に伴い試料中を上方に移動し､
下部に結晶を析出する｡ヒータ群は隣接したヒータの初期位置まで上昇すると､速やかに元の
位置まで下降し､各溶融帯を順に一つ上のヒータに引き継ぐ｡ヒータの移動中､試料管は常に

反転回転きれており､溶融帯は絶えず撹拝される｡設定回数だけ溶融帯が試料中を通過すると､
最下部のヒータから順次スイッチが切れ､最後の溶融帯が最上部に達した時に装置は全ての機

能を自動的に停止する｡
蛍光分光光度計:通常の蛍光分析法による蛍光スペクトル･蛍光強度の測定には日立製204
型を､またシンクロ蛍光スペクトルの測定には日立製650‑40型を使用した｡記録計は日立056

型を､光源は150Uキセノンランプを､セルは10×10×45mmのものを使用した｡装置ゐ励起及
び蛍光側のスリットは､通常の蛍光測定では波長幅で10nmに､シンクロ蛍光スペクトルでは
2nmにセットした｡
フェナントレン:無水マレイン酸と少量

S8mple

tube

のクロラニルを加えて1700Cで1時間溶融
一∫′寸1▲‑一‑､･‑

した後､アセトンに溶解した｡水の添加に
より析出した結晶を分離した後､ベンゼン

‑

ヽ

に溶解し､この溶液を85%硫酸で洗浄した｡
ベンゼンを揮発･除去して得た固体につい
て､更に同一精製操作をもう一度繰り返し
た｡得られた準精製品は松本らの方法37〉
に従って帯域溶融精製を行い､最終的に通
常の帯域溶融法により精製した｡
ジベンゾフラン:約70℃の酢酸中に飽

和状態になるまで溶解し､三酸化クロムの

■希硫酸溶液を少量加え､かき嘘ぜながらし
ばらく放置した｡冷却し､更に水を添加し
て大部分を結晶として析出きせた｡この粗
結晶を分離し､充分に水洗いして乾燥させ
た後､ベンゼンに溶解した｡ベンゼン溶液
を85%硫酸により4回洗浄し､酸洗浄後
のベンゼン層は水洗いしてから塩化カルシ
ウムにより乾燥して活性アルミナカラムに
Fig.5･2

通した｡ベンゼンを揮発･除去して得た準
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Zone‑melting

apparatus

精製品を更に帯域溶融法により精製した｡
アントラセン､カルバゾール､フルオランチン､9,10‑フェナントレンキノン､アセナプチ
ン､クリセン､アントラキノン､:第2葺2･3･2で記載したのと同様な精製操作を行った
ものを使用した｡
5日‑ベンゾ[b]カルバゾール:第3章3･2で記載したのと同様に合成･精製したものを使用
した｡

キシレン､シクロヘキサン:市販特級品を使用した｡

帯域溶融分離法を利用するフェナントレン中の
微量のアントラセンの蛍光光度定量法

5･3

5･3･1

はじめに

市販のフェナントレンにはアントラセンが1%程度含まれているので､物性の測定･標準試
料などに使用する高純度試薬を調製するためには､その除去が最大の課題である｡従って､ア
ントラセンの除去を中心としたフェナントレンの精妙去が幾つか研究されているが37

39)､マ

トリックス中のアントラセンの微量分析が難しいため､数ppmオーダーの含量が1桁の精度で
赤外･紫外･蛍光スペクトルなどから求められているのみであり､この分野では微量までの定
量法を必要としている｡従来から高感度な分析法としてアントラセンの蛍光光度定量法も提案
きれているが40

42)､共存成分の影響が大きいため､不純物含量の多いフェナントレンの実際

試料への適用は難しい｡フエナントレン中にはアントラセンと良く似たスペクトル特性を示す
フルオランチンや､吸収の影響を及ぼす9,10‑フェナントレンキノンなどの妨害物質が共存し
ているので､フェナントレン中の微量のアントラセンの分析に対しては分離法を開発すること
が重要である｡
本節では､共存する妨害成分から微量のアントラセンを分離する方法として帯域溶融法を使
用した｡従来の2成分溶融系の研究により､フェナントレン中のアントラセンほK>1の特異

的な回溶体を形成することが報告されている43･44)｡また､古澤らはアントラセンのK>1の
溶融特性を利用し､フ土ナントレンの帯域溶融後に試料末端部を廃棄して先端部のみを測定す
るアントラセンの紫外吸光光度定量法を提案している45〉｡しかしながら､フェナントレンの
溶融系に関する詳しい研究は見当たらず､更に帯域溶融時の微量のアントラセンの分布挙動や
回収率､あるいは共存成分との分離状況などに関する定性及び定量的なデータは充分でない｡

本研究で開発した帯域溶融法では､帯域溶融後の試料先端部を2.5g採取することで､妨害成
分が共存しないアントラセンを約95%回収できた｡この先端2.5gを純粋なフェナントレン
ーアントラセンの2成分系と見なして蛍光測定を行うことができたため､種々の不純物が含ま
れているフェナントレンの実際試料に対しても､0.05ppmまでの極微量のアントラセンを定量
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できた｡

5･3･2

定量操作

試料4gを正確に秤り取り､内径4mm,長き560mmのパイレックスガラス製の試料管(下
端から約100mmの位置にシリコン栓が挿入されている)に充填した｡長さ約270mmに充填し
た試料管を帯域溶融装置に取り付け､溶融帯幅約30mmタ移動速度】00m一円/h,試料管の回転
速度20/s,反転周期1秒で20回の帯域溶融を行った｡終了後､先端から2.5gの試料を取
り出し､キシレンにより溶解して50mt定容とした｡この溶㈲こついて励起波長378nm,蛍
光波長403nmで蛍光強度を測定し､検量線からアントラセンを定量した｡この際､相対蛍光
強度を測定するための基準として､アントラセンのキシレン溶液(50あるいは500ng/ml)
を使用した｡基準溶液の蛍光強度を80日盛に､キシレンの強度を0目盛に設定した｡検量綻
ば､アントラセンが0〜50=g/ml､あるいは0〜500ng/ml含まれているフェナントレンのキ
シレン溶液(50mg/ml)を使用して作成した｡試料中のアントラセン含量ば､分離操作での未
回収分を補正する目的で､検量続から求めたアントラセン塁に0.95の逆数を描けて算出した｡

5･3･3

実験結果と考察

フェナントレン中のアントラ

センの帯域溶融挙動

ブェナントレン中に微量存在するアントラセンの帯域溶融挙動を観察するため､アントラセ
ンの含量1･7ppmあるいば12･3ppmの2成分混合試料を調製し､この4gを内径4mmの試
料管中に充填して溶融帯幅約30mm,移動速度100mm/h,試料皆の回転速度20/s,反転周期
1秒で20回の帯域溶融操作を行った｡帯域溶融条件のうちの移動速度は､できる限り操作時
問を短縮する目的で､分離効果が失われない程度まで高速度に設定した｡また､本装置で固定
きれている溶融帯幅を除く他の三つの条件については､既幸田の帯域溶融こ関する文献46‑48)を
参考にして適当な値を選択した｡

帯域溶融後の試料管は約2cmずつの区画に切り離し､各々の重量を秤量後､キシレン溶液と
して蛍光法によりアントラセンを定量した｡これらの測定値から帯域溶融後のフェナントレン
中のアントラセンの濃度分布を求めた結果をFig･5･3(1)に示す｡Fig.5･3では､縦軸と
して相対濃度(C/Co)を､また横軸として結晶化先端からの試料の長さ､あるいは試料の
重量を使用した｡このC及びCoは帯域溶融前､及び後でのフェナントレン中の溶質濃度をそ
れぞれ示している｡また､国中のC/Co=1の波線は理論的なK=1の溶融系を持つ溶質の
分布を意味している｡Fig･5･3(1)から､フェナントレン中のアントラセンば数ppmオーダ
ーの微量濃度でもK>1の特性を示し､更に10倍程度の溝度変化でもK値はばとんど変わら
ないことが分かる｡
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妙筆岬
フェナントレンの市販品には､主成分

ンキノンや､アントラセンと類似の蛍光
スペクトルを示すフルオランチンの存在
が予測されており､これらの化合物はア
ントラセンの蛍光測定に大きな影響を与
えるので帯域溶融時の挙動を測定した｡

キノン､あるいはフェナントレンーフル

オランチンの2成分混合物を調製し､ア

ぎこヱむ鍼

フエナントレンー9,10‑フエナントレン
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5
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して紫外吸光光度き去により､またフルオ
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テン濃度0.2%について測定した帯域溶融後での
溝度分布をFig.5･3(2),(3)に示す｡更に､
9,10‑フェナントレンキノンが0.5%,1.0%,及
び2.1%と､比較的多量に共存した場合について
はFig.5･4にまとめて示した｡Fig.5･3(2),
(3)から､両化合物は一般的なK<1の溶融系で
あり､フェナントレンの帯域溶融では末端部へ濃
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縮されることが分かる｡しかしながら､同時に
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Fig.5･4の分布図から､K<1の9,10‑フェナ
ントレンキノン系であっても､その含量の増加は
末端部への濃縮効率を減少きせることが観察でき
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一方､フェナントレン中で共存が予測きれる他
の妨害成分として､クリセン､アントラキノン及
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び5日‑ベンゾ[b]カルバゾールについても同様に帯域溶融挙動を測定した｡これらの3種類の化
合物の濃度分布はFig.5･5に示す通りであり､いずれもフェナントレン中でK<1の溶融系
を形成した｡従って､これらの帯域溶融実験の結果から

フェナントレンーアントラセンのK>

1の溶融系は変則的なものであり､通常の多環芳香族成分は一般的なK<1系であることが証
明きれた｡
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について帯域溶融を行った結果はFig.5･6に示
す通りであり､アントラセンと同様に先端部へ濃
縮されている｡しかしながら､多数の多環芳香族
化合物について帯域溶融実験を行ったにもかかわ
らず､フェナントレン中ではアントラセンとカル
バゾール以外のK>1の溶融系は見い出されなか
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的に分離するために帯域溶融法が有効な方法であ
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数の妨害不純物は末端部に分離できるが､
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ついて､帯域溶融後の微量のアントラセ
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限り回収率が高い方が望ましいが､妨害

成分との分離効率を考慮すれば試料末端部は30%以上廃棄することが必要であった｡従って､

本分離法では帯域溶融操作後に先端部2.5gを採取した｡
Fig.5･7の回収率曲線を利用することにより､帯域溶融後のアントラセンの回収率は概算
値として求まるが､正確な定量には先端部での詳しい測定データが必要である｡種々のアント
ラセン董を含むフェナントレン試料について､帯域溶融後に先端部2.5gで切断した正確なア
ントラセン回収率について測定した結果
をTable
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検畢線㌧
先端部試料2.5gではアントラセン以外の共存不純物はばば完全に除去きれているため､純
フエナントレンとの2成分系としてアントラセンの蛍光測定を行った｡通常の2成分系では長
波長側の励起波長を使用すればアントラセンの蛍光光度定量に及ぼすフェナントレンの影響は
ばとんど無視できるが､極微量ではフェナントレンの僅かな影響でも補正が必要なため､共有
下で検量線を作成した｡
フエナントレンの50mg/mlの一定漉度に対して､アントラセンが0〜50ng/mt､あるいは

0〜500帽/mlの範囲で共存するキシレン溶液をアントラセンの検量線のために使用した｡また､
相対蛍光強度を測定するための基準として､フェナントレンを含まないアントラセンのキシレ
ン溶液(50ng/mtあるいは500ng/ml)を装置の80目盛に､溶媒のみを0目盛に設定した｡
得られた二つの検量線は､いずれも溝度と相対蛍光強度との間で良好な直線関係を示した｡し
かしながら､共存する多量のフェナントレンの影響で直線は原点を通らず､勾配もフェナント
レンが含まれていない場合に比べて約5%減少した｡

調合試料の測定.
フエナントレンに微量のアントラセンを一定量加え､更に不純物として9,10‑フエナントレ
ンキノン､カルバゾール及びフルオレンを200ppm､アセナプチン､ジベンゾフラン及びナブ
タレンを100ppm､9‑フルオレノンを40ppm､並びにフルオランチン､ビレン及びアントラ
.̀●

キノンを10ppm添加して調合試料を調製した｡この調合試料についてアントラセンを定量し

▲■▲■･･‑

た結果はTable5･2に示す通りであり､本定量法によりフェナントレン中のアントラセンを

‑

精度良く 0.05ppmまで定量できた｡
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分析試料とした｡アントラセンの含量が約

結晶を併用して精製したものを試料Bとした｡
本定量法により試料A及びB中のアントラセ
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及び4.3ppmであった｡また､この際に測定

した溶液の蛍光スペクトルはFig.5･8(1),

10
11

･(2)に示す通りであり､純粋なフ畢ナントレ
ンーアントラセン2成分系のスペクトル(5)
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ではアントラセンの蛍光測定を妨害する不純物が完全に除去されていることが理解できる｡更

に､帯域溶融分離法の実際的な効果を強調するため､試料AとBをキシレンにそのまま溶解し
た溶液の蛍光スペクトルもFig.5･8(3),(4)として同時に示した｡Fig.5･8から､種々
の妨害不純物が共存するフエナントレンの実際試料に対して､本帯域溶融法が微量のアントラ
センのみを選択的に分離する点で有効であり､分離後は蛍光光度定量法を使用して容易に定量
できることが実証きれた｡

5･4

5･4･1

帯域溶融分離‑シンクロ蛍光法によるジベンゾフ
申の微量かレバゾール及びアントラセンの同時定
はじめに
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ジベンゾフラン(ジフエニレンオキシドとも呼ばれる)は含酸素複素環式の3環芳香族化合
物であり､フェノール､ジフェニルエーテル､2,2,‑ビフェノールなどによる合成法も知られ
ているが､工業的には安価なタールを原料として製造きれている｡しかしながら､市販品中に
は除去不充分なアントラセンとカルバゾールが微量成分として混入するため､品位検定の必要
性から両成分の定量法が研究されている｡アントラセンは378nmの吸収極大を測定する紫外
吸光光度法49)(定量限界0.01%)､及び補償溶液を用いる蛍光光度法42〉(0.01%)が､また
カルバゾールは補償溶液を用いる紫外吸光光度法49〉(0.01%)､アルミナカラムで分離後に
キサントヒドロール50)(0.01%)､あるいば3‑メチルー2‑ベンゾチアゾリノンヒドラゾンで
発色させる吸光光度法51)(0.004%)などが提案されている｡しかしながら､工業技術の進歩
により､最近では両成分の含量は従来法の測定限界以下であるppmオーダーにまで減少してい
る｡

本節では､ジベンゾフラン中に含まれている微量のアントラセンとカルバゾールの実用的な

分析法の開発を試みた｡通常､実際試料中には多数の類似成分が不純物として共存しているた
め､両化合物の微量定量には選択的な分離法の開発が必要である｡多環芳香族化合物の溶融系
に関する基礎実験から､カルバゾール並びにアントラセンはジベンゾフランとK>1の回溶体
を形成することを見い出した｡ジベンゾフランの溶融系については､カルバゾールの分配係数

が約1･?であるという簡単な記述52)の他には､多環芳香族化合物に対する溶融データはばと
んど報告されていない｡従って､アントラセン並びにカルバゾールが示すK>1の溶融特性を
両成分の選択的な分離に応用することについて検討した｡その結果､帯域溶融法によりジベン
ゾフラン中のアントラセンとカルバゾールを､それぞれ約99%,約92%の回収率で試料の前
半分に､また共存する妨害成分を後半分に分離できた｡この前半分試料のシクロヘキサンーキ
シレン蒋液についてシンクロ蛍光スペクトルを測定することで､2ppmの微量まで両成分を同
時定量できた｡

5･4･2

定量操作

試料4gを正確に秤り取り､内径4mm,長き560mmのパイレックスガラス製の試料管(下
端から約120mmの位置にシリ.コン栓が挿入されている)に充填した｡長き約260mmに充填し
た試料管を帯域溶融装置に取り付け､溶融帯幅約30mm,移動速度100mm/h,試料管の回転

速度20/s,反転周期1秒で20回の帯域溶融を行った｡終了後､中心部で正確に試料管を切
り離し､前半分試料2.Ogをキシレンにより蒋解して50mlに､更にその5mlを分取した後､
シクロヘキサンで希釈して20ml定容とした｡最終的に調製した前半分試料のシクロヘキサン
ーキシレン(9:1)溶液について5nmの波長間隔でシンクロ蛍光スペクトルを測定した｡スペ
クトルの336nm並びに381nmでのピーク強度をベースライン法により求め､検量線からカル
バゾールとアントラセンを定量した｡この際､相対シンクロ蛍光強度を測定する基準として､
ジベンゾフランのシクロヘキサン溶液(0.10〃g/両)を使用し､6nmの波長間隔で測定したシ
ンクロ蛍光スペクトルの303nmでのピーク強度を70目盛に設定した｡カルバゾール及びア

ー90‑

ントラセンの検量綻ば､両化合物が0〜0.2〟g/ml含まれているジベンゾフランのシクロヘキ
サンーキシレン(9:1)溶液(4mg/両)を使用して作成した｡帯域溶融分離法での未回収分
を補正するため､試料中のアントラセン含量のみは検量緩から求めた値に0.92の逆数を粗け
て算出した｡

5･4･3

実験結果と考察

帯域溶融法による選択的分離.
ジベンゾフラン中での多環芳香族化合物の帯域溶融挙動を測定した｡これらの実験では､ジ
ベンゾフランとの2成分混合試料の4gを内径4mmの試料管に充填し､先に述べた定量操作
条件で帯域溶融を行った｡終了後は約2cmずつの試料区画に切り離し､各区画中の多環芳香族
化合物量を蛍光光度法または紫外吸光光度法により測定した｡帯域溶融後のカルバゾール､ア
ントラセン及びアセナプチンについて求めたジベンゾフラン中の漉度分布図をFig.5･9に示
す｡Fig.5･9く1),く2)から､カルバゾールとアントラセンは程度の差はあるが先端部へ､
一方(3)から､アセナプチンは逆に末端部
へ漉縮されることが分かる｡アセナプチン

ているため､カルバゾールの微量定量の際
には分離が必要である｡Fig.5･9に示す
通り､帯域溶融後に中心部で試料を切り離
せば､カルバゾールはアセナプチンから完
全に分離できる｡
多数の多環芳香族化合物について同様な
検討竃行った結果､はとんどの化合物はア
セナプチンと良く似た帯域溶融挙動を示し､

OU＼U･雲三亭三雲空音うむ之モ芸道

は蛍光領域がカルバゾールと非常に接近し

0

ジベンゾフラン中ではK<1の一般的な溶
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融系を形成した｡従って､K>1の変則的
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体系は､種々の妨害成分から両微量成分を
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選択的に分離するために利用できた｡この
際､5日‑ペンゾ[b]カルバゾールはジベンゾ
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カルバゾール及びアントラセンの回収率
帯域溶融後のカルバゾ叫ルとアントラ
センの回収率曲線をFig.5･10に､ま
た前半分申で測定された正確な回収率を
求.hhむAOUむ鍼

Tabie5･3に示す｡Fig.5･10から
分かるように､カルバゾールは横縞効率
が高く､3別程度の先端部分の試料で､
ほぼ用0%が､またアントラセンは半分

0

で約92%､7別で約98%が回収できた｡
本法では､他成分との分離状況並びに測

定溶液の調製}易きなども考慮して､帯
域溶融後の試料は前1/2を定量用に使用

1

2

した｡Table5･3から､両化合物とも

3

4

Weight/g

に回収率の相対標準偏差は1%程度であ
0.2

0

り､微量でも精度の良く前半分に回収で

0.4

Relative

0.6

0.8

dist8nCe,X/L

きることが分かる｡この分敵兵件でのア
ントラセンの未回収量ば約8%であるが､

Fig.5･10

前半分での回収率の再現性を考慮すれば､
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シンクロ蛍光測定条件の選択.
妨害成分を分離した後のカルバゾールとアントラセンをシンクロ蛍光法により同時定量する
ことについて検討した｡この際のシンクロ蛍光スペクトルの測定には､ベースライン蛍光のS
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N比を考慮して5nmの波長間隔を使用した｡帯域溶融操作後も共存する主成分のジベンゾフラ
ンの影響を測定した結果､多重ではシンクロ蛍光ピークがカルバゾールのピークと一部重なる
ためにシンクロ蛍光測定が妨害きれた｡しかしながら､4mg/両程度のジベンゾフラン溝度で
は僅かな補正によりカルバゾールの定量が可能であったため､帯域溶融後の前半分試料につい
ては溶液濁度を4mg/両とした｡調製の際には､試料の溶解性を考慮して､最初はキシレンで
40喝/ml溶液とし､更にシクロヘキサンで10倍に希釈した｡
カルバゾール並びにアントラセンがジベンゾフランの4mg/両と共存する3成分混合溶液､
更にジベンゾフランの同一漉度の単独溶掛こついてシンクロ蛍光スペクトルを測定した結果を
Fig.5･11に示す｡Fig.5･11(1)の3成分溶液のスベクいレでは､ジベンゾフランピー
クとカルバゾールピークとは完全分離きれていないが､(2)からカルバゾールのピーク波長で
は､ジベンゾフランが示すスペクトル的な影響は小きいことが分かる｡カルバゾールとアント
ラセンは､それぞれ336nmと381nmで単一のシンクロ蛍光ピークを示した｡

墜重き軋:̲
主成分のジベンゾフランは4mg/mlでも
カルバゾールのシンクロ蛍光強度に僅かに

倉昌3月8宕誌だ○ゴー】芸Od己一芸倉

影響を及ばしたため､ジベンゾフラン共存
下で作成した検量線によりその影響を補正
した｡検量線の作成には､ジベンゾフラン
の4喝/mlの一定漉度に対して､カルバゾ
ールとアントラセンの両者が0〜0.2〟g/ml
の範囲で共存するシクロヘキサンーキシレ

ン(9:1)溶液を使用した｡また､相対シ
ンクロ蛍光強度を測定するための基準とし
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液(0.10〃g/ml)を使用し､6nmの波長間
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試料についてカルバゾールとアントラセ
ンを定量した結果ばTable5･4に示す
通りであり､本定量法によりジベンゾフ
ラン中のカルバゾールとアントラセンは
2ppmの微量まで同時定豊できた｡
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半分のシンクロ蛍光スペクトル(A)は､カルバゾールとアントラセンの特性ピーク波長であ
る336nmと381nmで単一のピークを示しており､純粋な3成分溶液のスペクトル(Fig･5･
11(1))と形状･ピーク波長とも良く一致した｡一方､後半分のシンクロ蛍光スペクトル
(B)では､カルバゾールの特性波長領域で未知成分の妨害ピークが重なっており､カルバゾ
ールの測定が不可能であることが分かる｡更に､この後半分試料の吸収スペクトルの測定では､
カルバゾールとアントラセンに対して吸収の影響を及ぼす着色成分の存在も観測された｡
測定した他の二つの市販品に関しても､上記のFig.5･12の試料とほとんど同様の結果が
得られた｡従って､これらの実際試料の測定結果から､各種の妨害成分が共存するジベンゾフ

ランの工業製品に対して､微量のカルバゾール並びにアントラセンの選択的分離には帯域溶融
分離法が有効であり､分離後にシンクロ蛍光法を併用すれば両化合物を簡便に同時定量できる
ことが実証された｡
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章

帝墟静親分題□
･沙汐伊野蛍光鹿

駄の闘発

複雑な多環芳香族マトリックス中に含まれている3環及び4環芳香族化合物の選
択的な分離法として､汎用的に利用できる帯域溶融法の開発を試みた｡その結果､
被定量成分との間で分配係数が1より大きいか､あるいはほとんど1に等しい特殊

な溶融系を形成する固体を分離カラム的な溶融媒体として使用し､主成分並びに共
存妨害成分を同時に分離する新しい帯域溶融分離法を考案した｡分離後の微量成分
の定量には高選択的なシンクロ蛍光法を結合し､溶融媒体と共存したままで測定で
きる簡便な操作を組み立てた｡この結果､分離に使用する溶融媒体を変えることに
より､特定の3環及び4環芳香族化合物に対して選択的に利用できる帯域溶融分離
‑シンクロ蛍光定量法を開発した｡ジベンゾフランを媒体とするアントラセンの定
量法､ビフェニルを媒体とするカルバゾールとアントラセンの同時定量法､並びに
ビベンジルを媒体とするナブタセンと5日‑ベンゾ[b]カルバゾールの同時定量法の3
種類の方法を確立した｡これらの定量法を種々の多環芳香族化合物の市販試薬に直
接応用し､組成の複雑なタール工業製品であってもバッチ的な微量分析が可能であ
ることを実証した｡
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6･1

緒言

固体試料中に含まれている一般的な少量成分は､固体一溶融体間での分配係数(K)が通常
K<1であり､帯域溶融操作では試料末端部に移動･濃縮されるため､先端部から完全に除去
できる｡しかしながら､固体試料と構造の似通った特殊な成分では､K>1やK≒1の変則的
な固蒋体が形成きれることが知られており､これらの成分は一般的なK<1の成分とは異なる
帯域溶融挙動を示し､帯域溶融後でも試料の先端部に残る｡前章では､フェナントレン中に含
まれたアントラセン､あるいはジベンゾフラン中のカルバゾールとアントラセンなどが変則的
なK>1の溶融特性を示すことを見い出した｡従って､これらの試料中のカルバゾールやアン
トラセンに対しては､共存する類似の妨害成分から両化合物を選択的に分離するために帯域溶
融法を利用した｡更に､フエナントレン及びジペンゾフランの複雑な実際試料への応用により､
溶融特性の相連に基づく帯域溶融法の分離原理が､多環芳香族マトリックスに対して非常に効
果的に適用できることを証明した｡
本章では､帯域溶融法をフェナントレンやジベンゾフランだけでなく､種々のタール試薬に
対して使用できる3環及び4環芳香族化合物の汎用的な分離法として発展きせることを試みた｡
その結果､特定の3環及び4環芳香族化合物と特殊な溶融系を形成するジベンゾフラン､ビフ
ェニル､ビベンジルなどの固体化合物を分離カラム的な溶融媒体とする新しい帯域溶融分離法
を考案した｡この帯域溶融分離法では､被定量成分である3環及び4環芳香族化合物を含む多
′一♪一ご1,̀■1･1

環芳香族化合物試料は､その少量が多量の溶融媒体と均一に混合された後､対象となる試料の
種類･性質･添加量などにかかわらず､常に同一条件で帯域溶融操作が実行きれた｡その結果､
‑

試料中の被定量成分は媒体とK>1またはK≒1の変則的な溶融系を形成し､帯域溶融後の先
端部に残るが､混合した主成分化合物並びに共存する多数の不純物はK<1の性質により末端
部に膿縮きれた｡従って､最終的に帯域溶融後の中間部を切断し､先端部を媒体ごと取り出す

ことセ､煩雑な区画処理過程などを必要とせずに被定量成分のみを選択的に分離できた｡
分離に用いた溶融媒体の役割は､クロマトグラフ法を例として説明すれば､クロマトカラム
を構成している担体､固定相､及び移動相の全てを兼ね備えたものといえる｡試料管の中に充
填された媒体をカラムと考えれば､添加された混合物(試料)は初期状態では固体結晶(固定
相)中に固定されているが､加熱により溶融帯(移動相)が形成されると二つの相の間で分配
が行われる｡カラム内での混合物間の分離は､溶融帯が媒体中を先端から末端まで繰り返し移
動する間に達成きれる｡この時､被定量成分と他成分との分離の原理は媒体中での溶融系の速
いに起因している｡一方､クロマトグラフ法との相違点としては､溶融媒体が移動相と固定相
とを兼用していること以外に､分離きれるぺき混合物が媒体中に均一に散らばっていること､

あるいは媒体中に存在している莫大な成分を先端部から除去できるか否かの二者択一だけで分
離することなどが挙げられる｡

上述のように､本帯域溶融分離法では溶融媒体の選択が3環及び4環芳香族化合物の分離の
可否を決定している｡本法に利用できる媒体は､次のような集件を備えていることが必要であ
る｡
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(1)特定の3環及び4環芳香族化合物と変則的な回溶体(K>1,K≒1)を形成し､
それ以外の多くの化合物とは一般的なK<1の溶融系を形成する｡
(2)多環芳香族化合物に対して不活性であり､熟的に安定な物質である｡
(3)融点が利用できる温度範囲内にある｡本研究で使用した帯域溶融装置では､冷却
装置が空冷であること､またヒータの容量などから媒体の融点は50〜1800Cに限
定きれた｡
(4)多量に共存してもシンクロ蛍光定量を妨害しない｡
帯域溶融操作により被定量成分を共存する多環芳香族成分から分離した後で､更に媒体から
も分離することは定量法を煩雑にするだけでなく､先端部中に回収した微量成分を損失する可
能性が高い｡従って､多重の媒体の共存下で定量を行った方が好都合であるため(4)の条件
が加えられた｡
帯域溶融分離後の3環及び4環芳香族化合物の定量では､被定量成分に対する選択性を更に
高めるためにシンクロ蛍光法を併用した｡選ばれた一つの溶融媒体中で変則的な回溶体を形成
する微量成分は必ずしも1成分ではなく､多くの場合､分子構造に何らかの共通性を持つ2,
3種類の異なる化合物であることが実験的に観察された｡従って､帯域溶融後の微量定量では

高選択性を持つシンクロ蛍光法は同時定量の有利さの点で､3環及び4環芳香族化合物に対す
る最適な定量法であった｡また､本研究が分析対象とした市販の多環芳香族化合物試薬中には､
原料のタールに由来する種々の既知及び未知の微量不純物が混入しているのが一般的である｡
しかしながら､微量分析では未知成分の影響を予備実験などで完全に考慮することば難しい｡
本研究では､シンクロ蛍光定量法を帯域溶融分離法と組み合わせた結果､被定量成分の同定･
確認が同時に実行可能となり､こうした未知成分の妨害の有無を容易に判断できた｡
本章で開発した帯域溶融分離‑シンクロ蛍光定量法は､溶融媒体の相違によりジベンゾフラ
ン､ビフェニル､及びビベンジルを使用した3種類の方法がある｡ジベンゾフランを媒体とす
る方法によりアントラセンの選択的分離･定量が､またビフェニルを媒体とすることによりカ
ルバゾール及びアントラセンの選択的分離･同時定量が､そしてビベンジルを媒体とすること
によりナブタセン及び訓‑ベンゾ[b]カルバゾールの選択的分離･同時定量がそれぞれ達成きれ
た｡

本分離･定量法はバッチ的な方法でありながら､性質の異なる各種試料中の特定の微量成分
を同一操作で汎用的に分析できる点で非常に特徴的である｡しかしながら､帯域溶融操作に約
13時間という長い時間を必要とするため､簡便ではあるが定量の迅速さば他の分析法に比べ
て問題も残されている｡

6･2

装置及び試薬

帯域溶融装置:ジベンゾフランを媒体とする帯域溶融実験では､柴山科学製SS一粥0型高速ゾ
ーンリブアイナーの旧型を､またビフェニル及びビベンジル媒体では同装置の新型を使用した｡
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この装置については旧型の詳しい説明を第5章5･2で記載したが､新型と旧型とでは機構的
にはばとんど速いはなく､ただリングヒータの大型化により溶融帯幅のみが新型は約40mmと
なり､旧型に比べて10mm程度広がった｡
蛍光分光光度計:日立製650‑40型を使用した｡記録計は日立056型を､光源は150Uキセノン
ランプを､セルは10×10×45mmのものを使用した｡装置の励起及び蛍光側のスリットは､カ
ルバゾールとアントラセンのシンクロ蛍光スペクトルの測定でば波長幅で2nmに､またナブタ
センと5=一ベンゾ[b]カルバゾールの測定では5nmにセットした｡
ジベンゾフラン:溶融媒体として使用するために∴各種の精製法を濯み合わせることで市販
品を高純度に精製した｡詳細な精製過程は第5葦5･2に記載した｡
ビフェニル:約60℃の酢酸中に飽和状態になるまで溶解し､三酸化クロムの希硫酸溶液を
少量加え､か.き混ぜながらしばらく放置した｡冷却後､水を添加して大部分を結晶として析出
きせ､分離･水洗い後乾燥した｡この乾燥結晶をベンゼンに溶解した後､希アルカリ水溶液､
次いで85%硫酸で数回洗浄した｡酸洗浄したベンゼン層は水洗い後､塩化カルシウムで乾燥
し､活性アルミナカラムに通した｡ベンゼンを揮発･除去して得た準精製品ば､最終的に帯域
溶融法により精製した｡
ビベンジル:メタノール中で再結晶した後､更に帯域溶融法により精製した｡
アントラセン､カルバゾール､フェナントレン:第2章2･3･2で記載したのと同様な精
製操作を行ったものを使用した｡
ナブタセン:トルエンを溶媒として再結晶法により精製した｡
5日一ベンゾ[b]､11日‑ベンゾ[a]､及び7日‑ベンゾ[c]カルバゾール:第3葦3･2で記載した
のと同様にして合成･精製したものを使用した｡
フルオランチン､ビレン､アントラキノン:0‑ジクロロベンゼンを溶媒とした無水マレイン
酸処理によりアントラセンを除去した後､更に帯域溶融法を行って精製した｡
クリセン:ベンゼンに溶解後､87%硫酸で洗浄して共存する5日‑ベンゾ[b〕カルバゾールを取
り除いた｡更にベンゼンを揮発･除去し､0‑ジクロロベンゼンを溶媒とした無水マレイン酸処
理を行うことでアントラセンを除去した｡最終的に帯域溶融法により精製した｡
ベンズ[a]アントラセン､ベンズ[a]アントラセンキノン､9‑フルオレノン､9,10‑フェナン
トレンキノン､アセナプチン､アセナプチンヰノン､アクリジン､アントロン､ベンズアント

ロン:帯域溶融法により精製した｡
9‑メチルアントラセン､2‑メチルアントラセン､11‖一ベンゾ[b]フルオレン､5,12‑ナブタセ
ンキノン､ペリレン:市販品をそのまま使用した｡
1‑クロロ､2‑クロロ､及びトニトロアントラキノン:トルエンまたはトルエンーアセトン

渾液から再結晶を行ったものを更に帯域溶融去により精製した｡
2‑メチル､2‑エチル､1‑ヒドロキシ､及びトアミノアントラキノン､アントラキノン2一カ
ルポン酸:適当な溶媒を使用して再結晶を行うか､あるいは帯域薄謝去を行うかの､いずれか
の方法により精製した｡
キシレン､2,6‑ジーtertプチルヰメチルフェノ岬ル:市販特級品を使用した｡
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ジベンゾフランを帯域溶融媒体とする
アントラセンの選択的分離･定量法

6･3

6･3･1

はじめに

アントラセンとカルバゾールはジベンゾフラン中で特異的なK>1の固溶体を形成すること
を先の研究から見い出した｡この変則的な溶融系はジベンゾフラン中の共存不純物だけでなく､
他の類似化合物から両化合物を遥択的に分離できる有利な特性のため､更に広範囲に応用する
ことを検討した｡その結果､精製したジベンゾフランと少量の多環芳香族化合物とを均一に混
合し､混合物について帯域溶融を実行することで､主成分物質並びに多数の共存不純物を同時
に末端部に濃縮･除去し､微量のアントラセンのみを先端部で分離･回収する新しい形の帯域
溶融分離法を開発した｡更に∴アントラセンは狭い波長間隔で強いシンクロ蛍光強度を示す物

質である牟め､分離後はシンクロ蛍光定量法を組み合わせて微量定量法とした｡カ
も本帯域溶融法により他成分から分離されたが､溶融媒体として使用したジベンゾフランが測
定の際に多量に共存するため､カルバゾールについてのシンクロ蛍光定量は困難であった｡従
って､本節ではジベンゾフランを媒体とする帯域溶融分離‑シンクロ蛍光定量法をアントラセ
ンの汎用的な分離･定量法として確立した｡
タールから製造された各種の多環芳香族化合物を試料とした微量のアントラセンの定量法は､
カルバゾールやフエナントレンなどの主要製品を除けば､アントラキノンはアントラセンを原
料として製造きれるために数多く提案されているが卜6)､他にはビレン中のアントラセンの蛍
光光度法7〉以外に工業製品に適用できるものは見当たらない｡アントラセンはタール中の主要
成分であり､分離･回収･精製されたタール試薬中に混入する確率は高く､汎用的な定量法の
開発は品位検定のために重要である｡種々の市販の多環芳香族化合物試薬について､本分離･
定量法を直接応用した結果､ジベンゾフラン媒体に対する溶解度が比較的大きいフルオランチ
ン､ビレン､ベンズ[a]アントラセン､9つルオレノン並びに9,10‑フェナントレンキノンな
どは2ppmまで､また低溶解性のアントラキノン､ペリレン､クリセンなどは10ppmまで､
アントラセンを簡便に定量できた｡

6･3･2

基礎実験

シンクロ常卿
帯域溶融法により分離したアントラセンの微量定量では､測定溶液中に溶融媒体のジベンゾ
フランが多量に共存するため､アントラセンのシンクロ蛍光測定に対する影響を検討した｡こ
の際､ジベンゾフランとアントラセンのシンクロ蛍光ピーク間の波長差が約80nmと大きく離
れていることを考慮し､シンクロ蛍光スペクトルの測定条件は両ピークの分離能よりも装置の
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ジベンゾフランの100mg/mlの一‑‑･定演
度に対して､アントラセンが0〜0.1
〃g/mlの範囲で共存するキシレン溶液を
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使用して検量綿を作成した｡この際､相対シンクロ蛍光強度の測定のための基準として､アン
トラセンのキシレン溶液(0.100〟g/両)のシンクロ蛍光スペクトル(△入=6nm)を測定し､
384n汀tでのピーク強度を90目盛に設定した｡この検量綻ばアントラセン濃度と相対シンクロ
蛍光強度との間で原点を通る良好な直線関係を示したが､直線の勾配は共存する高漉度のジベ
ンゾフランの影響のために､相当する濃度範囲の単独掛夜に比べて約5%小さかった｡

定量操作∵
多環芳香族化合物100mg(フルオランチン､ビレン､ベンズ[a]アントラセン､9‑フルオレ
ノン､及び9,10‑フェナントレンキノンについて)､あるいは20mg(アントラキノン､ペリ

レン､及びクリセンについて)を正確に秤量し､精製ジベンゾフラン4･O
gと均一に混合した｡
この混合物を内径4mm,長さ560mmのパイレックスガラス製の試料管(下端から約120mm
の位置にシリコン栓が挿入されている)に充填した｡長さ約260mmに充填した試料管を帯域
溶融装置に取り付け､溶融帯幅約30…,移動速度100mm/h,試料管の回転速度20/S,反
転周期1秒で20回の帯域溶融を行った｡終了後､正確に半分の位置で試料管を切り離し､前
半分2.O

gを試料管から取り出した後､キシレンで溶解して20ml定容とした｡この溶液につ

いて6nmの波長間隔でシンクロ蛍光スペクトルを測定し､384nmでのピーク強度をベースライ
､

ン法により求めて検量緩からアントラセンを定量した｡この際､相対シンクロ蛍光強度を測定

‑

1=‑11■1.･▲‑

するための基準として､アントラセンのキシレン溶液(0.100〃g/両)を使用した｡この基準
溶液のピーク強度が90日盛を示すように感度を設定した｡濃度範囲0〜0.1〟g/mlでのアン
トラセンの検量綻ばジベンゾフランの共存下(1001帽/ml)で作成した｡多環芳香族化合物中
のアントラセン含量を求める場合には､帯域溶融分離法での未回収分を補正するために､検量
抜から求めた値に0.95(ビレン､ベンズ[a]アントラセン､9‑フルオレノン､及び9,10‑フェ
ナントレンキノン)､0.94(フルオランチン)､あるいは0.92(アントラキノン､ベリレン､
及びクリセン)の逆数を掛けて最終的に算出した｡
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フルオランチン中の微量のアントラセンの定量

フルオランチンとアントラセンの帯域溶融分離
アントラセンのシンクロ蛍光定量を行う場合に､フルオランチンは約1〃g/mlの低い濃度で
共存しても吸収に起因する負の影響を及ばす(第2章Table2･3)｡従って､フルオランチ
ン中のアントラセンを定量するためには､主成分のフルオランチンをこの濃度以下まで分離す
ることが必要である｡ジベンゾフランをベースにした溶融系ではフルオランチンはK<1の特
性を示すため､0.1%程度の少量成分ならば帯域溶融操作でアントラセンと完全に分離できる

ことば既に判明した｡しかしながら､多量に共存する条件下でのフルオランチンの帯域溶融デ
ータはまだ不充分である｡
ジベンゾフラン中にフルオランチンが0.028%,0.23%,1.1%及び3.0%の漉度で含まれ

ている2成分混合試料について､.帯域溶融後での濃度分布を測定した結果をFig.6･3(1)〜
ノ

ー105‑

(4)に示す0この際､フルオランチン量は低濃度のものは蛍光光度法で､また高漉度のものは
希釈して紫外吸光光度法で求めた0更に､Fig･6･3(5)では､同一条件で測定したアントラ
センの濃度分布図も同時に示した｡Fig･6･3(1)〜(4)から､高濃度のブルオランチンの帯
域溶融挙動について新たに二つの観察結果が導き出された0第一には､ジベンゾフラン中のフ
ルオランチン混入量が増加すると末端部への濃縮効果が指数関数的に減少することであり､見
かけの分配係数(有効または実効分配係数と呼ばれる)は高濃度では一定にならず､濃度の上
昇に伴って1に近づくことが観測された○また第二に､フルオランチンは3%程度の濃度まで
ならば､アントうセンの定量に必要な前半分からほぼ完全に除去することが可能であった｡正
確な測定を行った結果､ジベンゾフラン中の3%の含量でも前半分中に残るフルオランチン塁
は1･5〟g以卜であり､アントラセンのシンクロ蛍光定量を妨害しないレベルまで分離できた｡
従って､溶融媒体としてジベンゾフランの4･0呂を使用する場合では､フルオランチンは最大
120mgまでテ昆合できる｡しかしながら､フルオランチン含量と分離効率の関係が指数関数的で
あること､更に帯域溶融分布のバラツキを考慮した結果､実際的な試料量は100mgとした｡

アントラセンの回収率
前半分中でのアントラセンの回収率はジ
ベンゾブランとの2成分系では92%であ
り､また相対標準偏差も1.0%と高い再現
性を示した(第5葺Table5･3)｡しか
しながら､多量のブルオランチンが微量の
アントラセンと共存する本節の帯域溶融分
離法では､アントラセンの帯域溶融挙動に
及ばすフルオランテンの影響は無視できな
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率を新たに測定した｡
ジベンゾフラン中にアントラセンが0.2
〜2〃g､フルオランチンが0〜120日g

共存する3成分混合試料を調製し､帯域溶
0

融後に前半分中で回収できるアントラセン

0.4
Relative

量を正確に測定した｡この実験からアント
ラセンの回収率を求めた結果はTable6●
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で約3%増加した｡この増加割合はばぼ直
接的であり､フルオランチシ100mgの共

存下では94%のアントラセンが回収できた｡
更に､Table6･1Nos.9‑13･のデータ
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から､フルオランチン100打Igが共存した帯域溶融操作でも､回収率の変動はアントラセン単
独の場合と同様に小さいことが判明した｡従って､本帯域溶融分離法によるアントラセンの未
回収分も､これまでの帯域溶融法と同様に前半分中で回収した量に0.94の逆数を掛けて補正し
た｡
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葬存御
フルオランチンの市販試薬で共存が予想される多環芳香族不純物について､アントラセンの
定塁に対する影響を検討した｡ナブタセン､ビレン､ベンズ[a]アントラセン､ペリレン､ア
ントラキノン､9,10‑フェナントレンキノン及び9‑フルオレノンなどは､各々1mgをフルオ
ランチン100mgと混合した後､本帯域溶融分離法を使用して分離操作を行った｡その結果､
ナブタセンを除く全ての化合物はフルオランチンと共に末端部へ完全に濃縮･除去されること

が判明した｡従って､ジベンゾフラン中でK<1の溶融特性を持つこれらの共存不純物は､定
量に先立ちアントラセンから分離きれるため､フルオランチン中の含量が少なくとも1%程度
までならば全く妨害しない｡また､ナブタセンはK<1ではあるが1に近いK値を持っている
ため､末端部への濃縮効果は他の化合物ほど充分でなく､本帯域溶融分離法を使用してもアン
トラセンと完全に分離できなかった｡しかしながら､シンクロ蛍光法によるアントラセンの定
量では影響が小きいため､フルオランチン中の0.05%以下のナブタセン量は無視できた｡
上記不純物以外では､異性体のフェナントレンはアントラセンのシンクロ蛍光測定に影響を
与えないため､フルオランチン中に不純物として多量に共存しても無視できる｡また､カルバ
ゾールは先端部に鴻縮きれるが､シンクロ蛍光定量の際の影響が小きいので､試料中の含量が
1%以下ならばアントラセンの定量を妨害しない｡
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調合試料の測定⊥
フルオランチン100mgに微量のアント

AnalYticalresults
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fX)div.

の微量まで定量できた｡

市販試薬の測定.

を使用して､本分離･定量法によりアント
ラセンを定量した｡その結果､これらの市
販試薬中のアントラセンの含量は､それぞ
れ198ppm,183ppm,152ppm及び61ppm
の分析値が得られた｡この定量の際に測定
したシンクロ蛍光スペクトルの二つをFig.
6･4に示す｡他の二つのスペクトルもほ
とんど同一であった｡Fig.6･4のシンク
ロ蛍光スペクトルは､いずれも384nmで
特徴ある単一のピークを示しており､ジベ
ンゾブランの共存下で測定したアントラセ
ンのシンクロ蛍光スペクトル(Fig.6･2

j‑‑･I●11･1

合叫S已一書∴岩票岩警トOnこSnO喜h一じ已s

4種類の市販のフルオランテン100打曙

6 0

一

ヽ

4 0

320

(3))と形状及びピーク波長は良く一致し

360

400

440

W8Velengtb/nrn

た｡また､これらの溶液について吸収スペ
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according
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種々の多環芳香族化合物試薬への応用

6･3･4

多筆問⊥
ジベンゾフラン中での濃度が0.1%〜3%となるように､ビレン､ベンズ[a]アントラセン､
9,10‑フェナントレンキノン､9‑フルオレノン､ペリレン､アントラキノン､及びクリセンの
各々の化合物をジベンゾフランと混合し､帯域溶融後の挙動を観察した｡これらの化合物の漉
度分布図を紫外吸光光度法による測定結果に基づいて作成した｡得られた分布図はFig.6･5
に示す通りであり､上記の7種類の多環芳香族化合物は大まかに二つのグループに分類できた｡
第一のグループは､Fig.6･5(A)〜(D)のビレン､ベンズ[a]アントラセン､9,10一フェナン
トレンキノン､及び9‑フルオレノンの4種であり､先のフルオランチンと同様にジベンゾフラ
ン中の濃度が0.1%から3%まで増加する間に末端部への漉縮効率は､ほぼ規則的に低下した｡
従って､このグループはジベンゾフラン中へ3%の濃度で添加しても､帯域溶融操作により前
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chrYSene

1

半分から完全に除去できた｡
一方､ペリレン､アントラキノン､及びクリセンの3種類の物質はFig.6･5(E)〜(G)か
ら分かるように､1%以下の損度では第一のグループと同様な分布を示したが､2%程度を越
えると末端部への漉縮効果が急激に低下した｡グループ間でのこの様な帯域溶融挙動の相違は､
ジベンゾフランをベースとした溶融系での相平衡の速い､具体的にはジベンゾフランの溶融体
中での溶解度の差に起因するものと判断できた｡溶解性の高い第一グループの化合物は､100
mgの試料量をアントラセンと分離できるが､第ニグループでは困難である｡しかしながら､
Fig.6･5(E)〜(G)に示す通り､第二のグループでも0.6%以下の漉度では前半分から完全
に除去できるので､この3種の化合物については試料量は20mgとした｡

共帝物質嘲撃∴̲
種々の試薬中に微量不純物としてアントラセンと共存することが予想されるばかりでなく､
定量の際に考慮が必要な若干の3環及び4環芳香族化合物について､ジベンゾフラン中での帯
域溶融挙動を観察した｡アントラセンの2種類のメチル誘導体､9‑メチルアントラセン及び

2‑メチルアントラセン､について実験した結果はFig.6･6に示す通りであり､三っのアント
ラセン誘導体は分布状態に多少の差はあるにしても､K<1の溶融系を形成して末端部へ膿縮
された｡置換基を持たないアントラセンがK>1の固落体系であることを考慮すれば､本帯域ミ､
溶融分離法の選択性はベンゼン環の基本骨格だけでなく､置換基の有無に対しても有効なこと:
が分かる｡従って､メチル基以外の他のアントラセン誘導体とアントラセンとの分離に本法が:･

カルバゾール､51トベンゾ[b]カルバゾ

｡0＼〇.白○鵬盲h盲冨百00

ール､及びナブタセンの3種類の化合物
の帯域溶融挙動を測定した結果はFig.6
･7に示す通りであり､カルバゾールと
5=‑ベンゾ[b]カルバゾールはK>1の溶
融系であることが分かる｡この両化合物
は本帯域溶融分離法を使用してもアント
ラセンと分離できないが､カルバゾール
は約500倍量以下の共存ではアントラセ
ンのシンクロ蛍光定量を妨害しなかった｡
また､5日一ベンゾ[b]カルバゾールはアン
トラセンのシンクロ蛍光測定に大きな影
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微重しか存在しないことが知られており､
for

多くの実際試料の分析では影響を考慮す
る必要性は小きい｡また､ナブタセンは
1に近いK値を持つために帯域溶融後で∴
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も前半分中に約1削が残っており､アン
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適用できる可能性が高い｡
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トラセンとの完全分離は達成できなかった
が､20倍量以下ではアントラセンと共存し
｡U＼U.ロ○叫言上仁冨亡さ0ぎ二三む再

てもシンクロ蛍光測定を妨害しなかった｡

アントラセンの回収率.
ビレン､アントラキノンなどの多環芳香
族化合物が多量に共存した場合のアントラ
センの回収率を測定した｡各々20mgまた
は100mgとアントラセンの約2〃gとを混
合し､ジベンゾフランを媒体とした帯域溶
融操作を行った｡これらの実験からアント
ラセンの回収率を求めた結果をTable
3に示す｡Table
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本実験との1%の差は測定誤差に基づくも

Table6･3

concentration

Fig.6･7

4

質的なものかば､差が小さすぎて特定できなかった｡従って､帯域溶融操作後のアントラセン
の未回収分の補正係数はTable6･3のデータを基にして､多環芳香族化合物の20mgの試料
量では0.93を､100mgの試料量では0.95をそのまま使用した｡

蔓些遅延堅塾卿影響
微量成分の帯域溶融挙動を測定する際に､多量

の影響を及ぼした｡先の実験に示す通り､K>1
の被定量成分である微量のアントラセンにK<1
の多量成分が与える影響は､前半分中での回収率
の僅かな増加として現れた｡しかしながら､K<
1の溶融特性を持つペリレンに対しては､同一の
溶融特性であるビレンまたはフルオランチンの多
量の共存は大きな影響を及ばした｡これらの共存
下での影響を検討した結果をFig.6･8に示す｡
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の第3成分の共存は微量成分の濃度分布に何らか

Fig.6･8から分かるように､同一濃度のペリレ
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種類にかかわらず類似の分布を示した｡また更に､

melting
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より､多量のビレンまたはフルオランチンが共存

presence
or

oflarge
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する場合のペリレンの帯域溶融挙動は､ビレンあ

Perylenealone,C｡=0.22冤;
込i
FX:rylene,Co=0.16冤,in

るいはフルオランチン自身の挙動とほとんど同一

presenceof□pyrene(C｡=2.6X);
△fluoranthene(C｡=2.7%).

であることが理解できた｡従って､この現象は2
成分系から3成分系へとジベンゾフラン溶融系を構成する成分数が増加しても､同じ溶融特性
の混合系では､微量成分は多量成分に従属した単純な帯域溶融挙動を示す可能性が高いことを
暗示している｡

ビレン及びアントラキノンの調合試料の測定.
ビレン100n喝に微量のアントラセンを一定量加え､更に不純物としてフェナントレンとフ
ルオランチンを0.6%､またカルバゾール､クリセン､ベンズ[a]アントラセン､ナブタセン､
ペリレン､アントラキノン､及び9,10‑フェナントレンキノンを0.01%添加して調合試料を
調製した｡これとは別に､アントラキノンの調合試料もアントラキノン20mgにアントラセン
を一定量を加えた後､更に9,10一フェナントレンキノンを2.0%､フェナントレン､カルバゾ

ール､9‑フルオレノン､及びアセナプチンキノンを0.6%､ビレン､フルオランチン､アセナ
プチン､及びフルオ̲.レンを0･1%添加して同様に調製した｡これらの調合試料をジベンゾフラ
ン4.O

gと混合し､定量操作法に従ってアントラセンを定量した結果をTable6･4に示す｡
‑112‑

the

ヽ

synthetic

anthracenein

量法を使用してアントラセンをビレン中で2

Of

for

Analyticalresults

Table6･4

Table6･4から分かるように､本分離･定

and

pyrene

PPmまで､アントラキノン中で10ppmまで定

mixtures

anthraqulnOne

Relative
&皿ple
No.

量できた｡

払nknt

(p印l)

SynChronous
fluorescence
inと即Sitya)

ビレン及びアントラキ ノン欄
●

●

りアントラセンを定量した｡これらの試薬に

●

●

67〇八U90

ついて得られたアントラセンの分析値は､各
々5ppm及び77ppIIlであった｡定量の際に
測定したシンクロ蛍光スペクトルをFig.6･

●

●

1

9(2),(3)に示す｡また､Fig.6･9(1)

●

●

●

●

25041
112

る)100ntgを使用して､本分離･定量法によ

●

12049
004202
9お47佗幻10546尉張

12345

20204
000957
261115210訪49防渕

●

2種類の市販品のビレン(試料A,Bとす

q■

一ゝ

7

ヽ

●

1

8

11

●

●

●

●

●

●

弘mplesl‑5:themixturesofpyrene･Sa叩1es
6‑10:themixturesof
anthraqulnOne.a)The
intensityof
aO.100iLdmlanthr孤eneSOlution

には､アントラセンのシンクロ蛍光ピークの
位置が比較できるように､アントラセンの単

=aS

taken

as潔)div.

独溶液のスペクトルを同時に与えた｡

､

‑

全盲層雲父葵営蜜童t】芸○雲h月0已∽

1‑‥二■l‑ご▲∴l

Fig.6･9から分かるように､帯域溶
融分離後の試料Aのスペクトル(2)
では395nm付近にショルダービ｢クが､
8 0

また試料B(3)では353rlmの位置で
未知物質のピークが出現しており､完
全に分離できない微量成分の混入が観

4 0

測された｡しかしながら｣シンクロ蛍
光法が示す選択性により､アントラセ

2 0

ンの定量に及ばすこれら未知成分の影
響は効果的に除去できた｡
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を及ばす妨害成分は測定溶液中に見い出きれなかった｡
これらの結果から､各種の共存不純物を含むビレン及びアントラキノンの市販試薬に対して､
本分離･定量法が実際的なアントラセンの定量法として応用できることが実証された｡

その他の多環芳香族化合物試薬の分析.
合叫S5〕已叫85USだOnlJ昌○望h一芸盆

9つルオレノン､ベンズ[a]アントラ
セン､9,10‑ブエナントレンキノン､及
びべリレンの4種類の市販タール試薬に
ついてアントラセンを定量した｡その結
果､9‑フルオレノン中のアントラセン含
量として27ppmが､またベンズ[aコアン
トラセン中のアントラセン含量として､
44ppmの分析傾が得られた｡しかしなが
ら､9,10‑フェナントレンキノン

とペリ

レンでは検出限界以下のために､本分離

8 0

6 0

4 0

2 0

･定量法によるアントラセンの分析は困
難であった｡両試薬中のアントラセン含
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量は非常に少なく､PPbレベルあるいは
それ以下の極微量であると考えられる｡
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ビフェニルを帯域溶融媒体とするかレバゾール
及びアントラセンの選択的分離･同時定量法
はじめに

カルバゾールはジベンゾフランの溶融系ではアントラセンと同様にK>1の特性を示し､帯

‑114‑

域溶融操作では他の芙引以成分から選択的に分離できた｡しかしながら､ジベンゾフランを溶融

疲体とした前節の方法では､カルバゾールに対する媒体のスペクトル的な妨害が大きいため､
高選択的なシンクロ蛍光法を組み合わせても両成分の同時定量は困難であった｡カルバゾール
もアントラセンと並ぶ重要なタール成分であることを考慮すれば､タール試薬の品位検定のた
めに両微量成分の同時定量法を開発することば非常に意轟がある｡
本節では､溶融媒体の検索対象を3環及び4環芳香族化合物以外に拡張した結果､ジベンゾ
フランと良く似た溶融系をビフェニルも同様に形成することを見い出した｡ビフェニルは二つ
のベンゼン環が一つの単結合で結ばれた単純な構造の2環式芳香族化合物であり､吸収･蛍光
スペクトル領域は複素環式3環化合物のジベンゾフランに比べて短波長側に存在するため､多
量の溶融媒体の共存下で行うシンクロ蛍光定量の場合に非常に好都合であった｡従って､･ビフ

ェニルが持つ琴敵特性･スペクトル特性を利用することで､微量のカルバゾール並びにアント
ラセンのための選択的な帯域溶融分離‑シンクロ蛍光定量法を開発した｡本法はジベンゾフラ

ンを溶融媒体とする先の定量法に比べ､アントラセンの回収率は約5%低いが､両成分が微量
まで同時定量できる点で優れている｡
本節で開発した分離･定量法は､ビフェニルとK<1の溶融系を形成する各種の多環芳香族

化合物試料のうち､ビフェニルヘの溶解性が高い化合物については2ppmまで､また低溶解性
､

の試薬については10ppmまでカルバゾールとアントラセンを同時定量できた｡市販試薬の分

‑

､‥‑11▼∴:̲J,

析に使用した結果､不溶性不純物の共存
が観測きれたモノ置換アントラキノン顆
(以下アントラキノンはAQと略記)の
ような低純度の工業製品が試料であって

できた｡

6･4･2

基礎実験

挙艶｣
ビフェニル中にカルバゾールとアント
ラセンが共に約200ppm含まれるように

むヱ一旦ち銘

カルバゾールとアントラセンの帯域溶融
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も､他の前処理法を併用せずに直接応用
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試料管に充填して帯域溶融操作を行った｡
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帯域溶融条件は溶融帯幅が約40mmに代

わった以外は､これまでと同一条件の移

Fig.6･11
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を使用した｡終了後は約2cmずつの試料
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for
biphenyl

profiles

and
anthracenein
melting

区画として､シンクロ蛍光法によりカルバゾールとアントラセンを同時定量した｡これらの実
験から両微量成分の濃度分布を求めた結果をFig.6･11に示す｡Fig.6･11とジベンゾフ

ラン溶融系での両成分の濃度分布図(Fig.5･9(1),(2))とを比較すれば､ビフェニルが
ジベンゾフランと類似の溶融特性を示すことが理解できる｡しかしながら､この系ではFig.6
･11に示す通り､アントラセンはカルバゾールに比べて先端部への濃縮効果は大幅に低い｡

シンクロ蛍光測定におけるビフェニルの影響ノ
シンクロ蛍光法によるカルバゾールとアントラセンの同時定量でのビフェニルの影響につい
て検討した｡カルバゾールとアントラセンを含むキシレン溶液(両化合物共に0.2〟g/ml)に
ビフェニルを0〜180mg/mlの範囲で共存きせ､波長間隔6nm､スリットの波長幅2nmでシ
ンクロ蛍光スペクトルを測定した｡スペクトル中の340nm及び384nmでのピーク強度をベー
スライン法で求めた結果､ビフェニル濃度の増加に伴ってカルバゾール並びにアントラセンの
シンクロ蛍光強度は僅かに減少する傾向が観測きれた｡しかしながら､減少割合は非常に小さ
く､100mg/鵬程度のビフェニルが共存して
も強度の減少はシンクロ蛍光法め測定誤差範

囲内であった｡従って､帯域溶融分離後の同
時定量ではビフェニル媒体の影響は無視でき
た｡
j♪寸‑▲T▲1‥‑
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微量のカルバゾールとアントラセン､及び

8 0

多量のビフェニルが共存する3成分混合溶液､
‑

並びに同一沸度のビフェニルの単独溶液につ
6 0

いてシンクロ蛍光スペクトルを測定した結果
をFig.6･12に示す｡ビフェニルは短波長
側でシンクロ蛍光ピークが現れるため､多量

4 0

に共存してもカルバゾールのシンクロ蛍光強
度測定を妨害しない｡Fig.6･12(1)では､
3種の蛍光性成分に起因する3つのピークが

2 0

互いに良く分離きれており､カルバゾールと
アントラセンの同時定量に対して､ビフェニ
ルを媒体とする帯域溶融分離‑シンクロ蛍光
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定量法が好都合であることが分かる｡

Ⅵhvelengtb/nm

Fig.6･12
Sr桧Ctra

Of

fluorescence
synchronous
a
ternarYmiⅩture
Of

CartnZ0le,antrUaCene
biphenylalone
and

ard

固∃盟｡

bibherTYl,

カルバゾールとアントラセンが0〜0.2
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使用して検量線を作成した｡相対シンクロ蛍
光強度を測定するための基準には､検量線の

最高漢度の溶液(両化合物共に0.2〟g/ml)
船1!00扇1;◎bi坤1alo阻
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ヽ

を使用した｡両化合物の検垂線は濃度とシンクロ蛍光強度との間で原点を通る良好な直線関係
を示した｡

定量操作.
多環芳香族化合物100mg(ビフェニルへの溶解性が高いフルオランチン､ビレン､2‑メチ
ルAQなど)､あるいは20mg(低溶解性の9,10‑フェナントレンキノン､クリセン､2一クロ
ロAQなど)を正確に秤量し､精製ビフェニル4.O

gと均一に混合した｡この混合物を内径4

mm,長き560mmのパイレックスガラス製の試料管(下端から約135mmの位置にシリコン栓が
挿入きれている)に充填した｡長き約280mmに充填した試料管を帯域溶融装置に取り付け､
溶融帯幅約40mm,移動速度100mm/h,試料管の回転速度20/s,反転周期1秒で20回の
帯域溶融を行った｡終了後､正確に半分の位置で試料管を切り離し､前半分2.O

gを試料管か
ら取り出した後､キシレンで溶解して20ml定容とした｡この溶液について6nmの波長間隔で

シンクロ蛍光スペクトルを測定し､340nm並びに384nmでのピーク強度をベースライン法に
より求め､0〜0.2〟g/両の検量緩からカルバゾールとアントラセンを同時定量した｡この際､
相対シンクロ蛍光強度を測定するための基準として､両化合物を含むキシレン溶液(共に0.2
〃g/ml)を使用した｡多環芳香族化合物中のアントラセン含量についてのみ､検量線から求め
た値に0.88の逆数を掛けて帯域溶融分離法の未回収分を補正した｡

6･4･3

多環芳香族化合物試薬への応用

多琴芳季嘩イヒ合物の帯卿
ビフェニル中に各種の多環芳香族化合物が各々0.01%〜4%程度含まれるように2成分き昆

合試料を調製し､定量操作条件で帯域溶融を行うことで濃度分布を測定した｡14種類の多環
芳香族化合物について得られた結果はFig.6･13(A)〜(N)に示す通りであり､いずれの化
合物もビフェニル中でK<1の溶融系を形成することが判明した｡更に､この実験結果に基づ
き､先のジベンゾフラン溶融系と同様にして､相平衡の相達に基づいた化合物のグループ分け
を行った｡Fig.6･13(A)〜(F)に示すフルオランチン､ビレン､9‑フルオレノン､アセナ
プチン､アクリジン､及びベンズ[a]アントラセンの6種精の化合物はビフェニルヘの溶解性
が高く､2.5%程度､すなわち■4gのビフェニル媒体に対して100mgを混合しても､カルバゾ
ールとアントラセンの同時定量に必要な前半分から完全に除去できた｡一方､低溶解性と考え
られる9,10つェナントレンキノン､クリセン､ペリレン､アントラキノン､及びアセナプチ
ンキノン(Fig.6･13くG)〜(K))などは､多量の共存では難しいが､0.5%程度の初濃度
(化合物20mg/媒体4g)ならば前半分から完全に分離できた｡一方､Fig.6･13(L)に

示すナブタセンは､0.02%以下の低含量ではカルバゾールやアントラセンから完全に分離でき
たが､ビフェニル溶融体に対する溶解度が非常に小さいため､約0.1%以上では末端部へ濃縮
することば困難であった｡
また､フエナントレン並びに5日｣ベンゾ[b]カルバゾールの濃度分布図はFig.6･13(M),
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(N)に示す通りであるが､両化合物は他の多環芳香族化合物と異なり､ビフェニル中の漉度が
変動しても帯域溶融挙動ははとんど変化しないことが観測きれた｡これはビフェニル中で変則
的なK<1の固溶体系を形成した結果と考えられたが､フエナントレンは約0.5%の含量まで
ならば後半分中に全量を横縞･除去できた｡しかしながら､5日‑BCは0.1%以下の少量でも

前半分中に約1削が残るため､カルバゾール並びにアントラセンと完全に分離することばでき
なかった｡
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カノ叫̲
ビフェニルを溶融媒体としてカルバゾールとアントラセンの3成分系で回収率曲線を求めた
結果はFig.6･14に示す通りである｡Fig.6･14から､カルバゾール(1)は先端部への
溝縮効果が高く､帯域溶融後の約3別の先端部で定量的に回収できること､またアントラセン

(2)は前半分中で回収率が約86%,先端7割で約95%であることが分かる｡また､更た正
確なデータを得るために､試料管の切断位置､並びに多量の第3成分の共存下で両成分の回収
率を測定した結果を､それぞれTable6
･5とTab]e6･6に示す｡Table6･
5から､カルバゾールは1/4の先端部で
100%回収できるばかりでなく､回収率

に及ばす共存威分の影響もはとんど無視
できることが分かる｡一方､アントラセ

求
■ヽ

ンはカルバゾールに比べ濃縮効果が低い

ご80
0

ため､Tab‑1e6･6で示きれる通り､前

∃
O

半分中では回収率は90%以下であり測
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定値のバラツキも大きい｡しかしながら､
Table6･5のデータから分かるように､
ビフェニル媒体を使用する本帯域溶融分
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回収率が僅かに増加するのが観測された
が､先のジベンゾフラン媒体での実験結

果(Table6･3)ほど鮮明な影響は見い出せなかった｡従って､ビフェニルを媒体とする本
帯域溶融分離法では試薬の種類･混合垂を問わず､Table6･6の全データを平均して得た
88%を一定なアントラセンの回収率とした｡従って､帯域溶融分離法によるアントラセンの未
回収分は､検量線から求めた値に0.88の逆数を掃けて補正した｡その結果､本法ではジベンゾ
フラン媒体に比べてアントラセンの回収率は4%〜7%程度低く､定量の再現性も若干劣りた｡

フノ岬テンの市販試薬の測定.
フルオランチンの市販試薬100mgをビフェニル4.O

gと混合し､本分離･定量法によりカ

ルバゾールとアントラセンを同時定量した｡この結果､得られた分析値はそれぞれ106ppm及
び59ppmであった｡定量に使用･したシンクロ蛍光スペクトルをFig.6･15(1)に､また両
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化合物のみが含まれている基準溶液のスペクトルを(2)に示す｡定量用の溶液中で現れた2つ
のシンクロ蛍光ピークは､基準溶液のカルバゾール並びにアントラセンのピークと､波長位置
･形状ともに非常に良く一致していることがFig.6･15から分かる｡また､吸収スペクトル
の測定でも､両化合物のシンクロ蛍光強度を吸収する他成分の存在は全く観測されなかった｡
これらの結果から､市販のフルオランチン中に含まれている微量のカルバゾールとアントラセ
ンは､本帯域溶融分離‑シンクロ蛍光定量法を応用することにより簡便に同時定量できること
が証明きれた｡

市販クリセン中のカルバゾールの定量.
市販品として手に入るクリセンは一般的に純度が低く､不純物として5日‑ベンゾ[b]カルバゾ
ール(5‖‑BCと略記)を比較的多量に含むものが多い8･9〉｡これは5日‑BCがクリセン中で
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K>1の回落体を形成するために10)､再結晶法や帯域溶融去などの結串化を利用する物理的
精妙去では有効に除去できない結果と考えられる｡5=‑BCは本帯域溶融分離法ではカルバゾ
ール並びにアントラセンと完全分離できず､またアントラセンに対してスペクトル的な影響も
非常に大きい｡従って､共存不純物として5=一BCを含むクリセンの分析に本帯域溶融分離‑
シンクロ蛍光定量法を適用してもカルバゾールとアントラセンの同時定量は難しい｡しかしな
がら､カルバゾールのシンクロ蛍光測定の際の5日‑BCの妨害は主に吸収に基づく軽微な影響
のため､同時定量に使用した前述の定量操作を一部修正することにより､カルバゾールだけは
単独に定量できた｡
クリセンの市販試薬20mgをビフェニル媒体4.O
った後､先端部1.O

gと混合し､定量操作条件で帯域溶融を行

gのみをキシレンで溶解して10ml定容とした｡完全に分離されなかった

5‖‑BCの吸収の影響を除去するため､キシレンで更に10倍に希釈した｡この溶液のシンク
ロ蛍光スペクトルを定量操作と同一条件で測定した結果をFig.6･16(1)に示す｡カルバゾ
ールとアントラセンを含む基準溶液のスペクトル(Fig.6･16く2))と比較すれば､カルバ
ゾールのシンクロ蛍光定量が可能であることが分かる｡従って､溶液中の340nmでのピーク
強度を測定し､市販クリセン中のカルバゾールの合壁を検量抜から求めた｡この結果得られた
分析値は40ppmであった｡
以上の結果から､不純物として5日‑BCが多量に共存する多環芳香族化合物試薬では､カル
バゾールとアントラセンの同時定量は難しいが､本分離･定量法を一部改良することでカルバ
ゾールのみを選択的に定量できることが実証された｡

6･4･4

モノ置換アントラキノン頸への応用

草㈲との分離⊥
各種のモノ置換AQsの20mgまたは100mgをビフェニル媒体4.Ogと均一に混合し､定量
操作条件で帯域溶融実験を行った｡これらの実験から8種類のモノ置換体について求めた濃度
分布図をFig.6･17に示す｡また､これ以外では2一アミノAQに対しても同様な検討を試
みた｡しかしながら､2‑アミノAQはビフェニル中への溶解性が非常に低く､20mgの試料圭

でも均一に混合できなかったため､本分離法の適用は難い､と判断した｡
Fig.6･17(A)か‑6分かるように､20mgの混合量では8種のモノ置換AQsは全て末端部
へ横縞されており､カルバゾール並びにアントラセンと効果的に分離できることが判明した｡
しかしながら､(B)では幾つかのAQsは濃縮効果が急激に低下しており､前半分中から完全
に除去できなくなることが観測された｡これらの結果から､AQのモノ置換誘導体は置換基の

位置･種類などの相違によりビフェニル中での溶解性が大きく異なるため､カルバゾールとア
ントラセンの同時定量に対して同一の試料量が使用できないことが分かる｡従って､分離のた

めにビフェニル媒体に添加する試薬童は､Fig.6･17のデータを参考にして次のように決定
した｡2‑メチル､㌢エチル､トヒドロキシ及び1‑クロロAQのような溶解性の高いモノ置換

誘導体では100mgを､また低溶解性の2‑カルポン酸､1‑アミノ､1‑ニトロ及び2一クロロA
‑123‑

Qなどの残りの4種の化合物では20･mg
とした｡

調令試料の叫軍,
主成分物質としてモノ置換AQ$のい
ずれか一つを20mgあるいは100mg秤
量し､微量のカルバゾール及びアントラ

てアントラキノンを150〟g､9,10‑フエ
ナントレンキノン､アセナプチンキノン､
ナフトキノン}9一フルオレノン､アクリ
ジン､ジベンゾフラン､フエナントレン､
アセナプチン､フルオランチン､クリセ

して調合試料を調製した｡この調合試料
をビフェニルの4.O

gと均一に混合し､
定量操作に従ってカルバゾールとアント

P宣言豆虚

ン､及びビレンを70〃g〜100〟g混合

｡U＼U.頁○叫盲h盲蛮岩棄)

センを一定量加えた｡更に､不純物とし

l

ラセンを定量した結果をTable6･7に
示す｡Table6･7から分かるように､

｣■r▲,･･,‑‑

本分離･定量法を使用して各種のモノ置
■

換AQs中のカルバゾールとアントラセ

ヽ

ンを2ppm､あるいは10ppmの微量ま
0

で同時定量できた｡
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低いものが多く､不純物含量･親戚など

が不明の試薬が一般的である｡本分折に使用した試薬でも､ビフェニルと混合した際に不溶性
の不純物が存在するものが幾つか確認できた｡
2･メチルAQの市販品の分析に使用したシンクロ蛍光スべクりレをFig.6･18に示す｡定
量操作に準じて得られたFig･6･､18(1)では､380nmと395nm付近で二つの小さなピーク
が概測きれた｡この380n扇でのシンクロ蛍光ピークは波長位置並びに形状から､定重限界以

下ではあるがアントラセンに基づくもの､また更に小さな395nmのピークは5H‑BCによる
ものと判断できた｡一方､カルバゾールの含量は比較的多量であったため､更に10倍に希釈
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of carbzole
ti4K!S.

the

of

ビベンジルを.帯域溶融媒体とするナフタセン及び
5Hペンゾ[b]かレバゾールの選択的分離･同時定量法

6･5

はじめに

6･5･1

ナブタセンは直線状の縮合4環芳香族炭化水素､また5日‑ベンゾ[b]カルバゾール(引卜BC
と略記)は窒素5員環をベンゼン環で直線状に挟む複素環式4環芳香族化合物と良く似た平面
構造を持っている｡両化合物はクリセンやカルバゾールなどのタール製品中の微量不純物とし
て知られており､発ガン性や変異原性との関連11

13)から医学的にも注目きれている｡微量の

ナブタセン､あるいは5=一BCの分離･分析法はクロマトグラフ法14

17)を除けばばとんど見

当たらない｡しかしながら､クロマトゲラフ法でも多環芳香族マトリックス中で異性体と共存
している微量成分の定量は比較的難しい｡高分解能･高遠択的なGC‑MS法を使用した分析
においても､複雑な試料中のナブタセン､クリセン､ベンズ[a]アントラセン､及びターフエ
ニルの4種類の異性体は完全分離が困難なため18

20〉､他のクロマトグラフ法と併用する方法

が提案きれている15･21〉｡5日‑BCも同様に､11日‑ベンゾ[a]､及び7=‑ベンゾ[c]カルバゾー
ルの2つの異性体の共存が報告されており17･22)､選択的な分離･定量法の開発は重要な課題
である｡

本節では､ナブタセンと5日‑8Cの両化合物がビベンジル中でK≒1の変則的な溶融系を形
成することを見い出したため､選択的な分離･定量法としてビベンジルを媒体とする帯域溶融
分離‑シンクロ蛍光定量法を開発した｡本法は､ジベンゾフラン､ビフェニルを媒体とする先
の二つの方法と方法論的な概略ははとんど同じであるが､細部は幾つか異なっている｡相違点
の第一は､両微量成分の溶融特性がK≒1であることから､帯域溶融分離後のシンクロ蛍光定

量は前半分部分ではなく､漉度分布が最も変化しない0.2‑0.4の小区画のみを使用した｡虔た
第二には､ナブタセンが溶液状態で酸化に対して不安定なため23〉､純粋なビベンジルの代わ
りに酸化防止剤として2,6‑ジーtert‑7サルー4‑メチルフェノール(以下BHTと略記)を0.1
%添加したものを実際的な帯域溶融媒体とした｡本分離･定量法を各種の多環芳香族化合物の
分析に使用した結果､ビフェニルヘの溶解性が高く､試料重として100mgを使用できる化合
物では1ppm以下の微量までナブタセンと5日‑BCを同時定量できた｡クリセン､カルバゾー

ルなどの市販のタール試薬に直接応用し､各種の試薬中に両微量成分が実際に存在することを
明らかにした｡

6･5･2

基礎実験

帯域溶融条件の選択.
ビベンジルの融点く52℃)は比較的室温に近いため､空冷により結晶化を行う本帯域溶融装
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置では､溶融帯の移動を高速度にすると過冷却により結晶化が妨げられた｡しかしながら､ナ
ブタセンは酸化に対して敏感であり､低速度で長時間の帯域溶融操作は好ましくない｡従って､
両者を満足きせるために結晶化状態と溶融時間に関連した帯域蒋融条件､すなわち移動速度並
びに溶融帯の通過回数について新しく検討した｡ビベンジルーフルオランチンの2成分系につ
いて予備実験を行った結果､ビベンジル溶融系では移動速度80日m/h,通過回数15回が適当
であった｡所要時間は約13時間で従来と変わらない｡溶融帯の回転速度20/s,反転周期1

秒,溶融帯幅約40mmなどはこれまでの条件を踏襲した｡また実際の帯域蒋融操作では､小き
な金属片(本実験では長き7mmの金属ネジを使用した)を試料管の先端部に入れて置くと､

結晶化界面の過冷却によって生じる溶融帯幅の著しい広がりが効果的に防止できた｡
ビベンジルへのBHTの添加
溶融帯中に蒋解しているナブタセンは酸化され易いため､ビベンジル溶融系に酸化防止剤を

添加することを試みた｡BHTはナブタセンの酸化過程を抑制できる有効な物質であり､学光
定量の襟の安定剤として利用きれているので23)､ビベンジルに少量のBHTを混合したもの
を媒体として多環芳香族化合物の帯域溶融

挙動を域察した｡その結果､純ビベンジル
､

の場合と同様な漉度分布が得られたが､一

‑

HT̀の添加は悪影響を示した｡更に､高漉
度のBHTの共存では､ビベンジルの凝固
点降下が生じ､室混で媒体の結晶化が進行
しない場合も観測きれた｡しかしながら､
キノン類のような酸化性物質を含む実際試

料への適用にはナブタセンの酸化防止が優
銘品の代わりに0.1%程度の少量のBHT

を含むビベンジルを帯域溶融媒体として使

2宣言忘虚

先することを考慮し､本分離･定量法では

｡0＼U.≡童言上壱警己宍▼

1･･111‑､▲▼｣‑■

方では実験した幾つかの化合物に対してB

用した｡しかしながら､5日‑BCのみを対
象とした分離･定量の際には､.BHTの添
加の必要性は全くない｡一
0

0.2
Relative

ナブタセンと5日‑BCの帯域溶融挙動.
微量のナブタセン及び5日‑BCをビベン

Fig.6･19

ジルーBHT(0.1Ⅹ)媒体3.6gに添加して

0･8

profiles

and5H‑b≡nZO【b】carbaz0le

bibnzylcontaining

O.1%of2,6‑

di‑tert‑butyl‑4‑rnethylPhen01(BIⅡ)

､帯域蒋散挙動を観察した｡帯域溶融後の漉

after

度分布はFig.6･i9に示す通りであり､

zone

melting

㈲Naphthaαne,□C｡=罰7ppl,JbC｡=
3.6p叩;￠)5肛肛,△C｡=茄2p叩,

両成分は数pp何程度申微塵でも､また更に

▲Co=5.1p叩.
10岬程度高濃度でも先端と末端を除く中
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1

dist8tlCe,Ⅹ/L

concentration

naPhthacene
in

0･6

0.4

for

間部の濃度は帯域溶融前後でほとんど変
化していない｡この結果は､ナブタセン
並びに5日‑BCが本媒体中でK≒1の固
溶体を形成することを示している｡一般
的な溶融系はK<1であることから､両
化合物の特殊なK≒1の溶融特性を選択
的な帯域溶融分離のために利用すること
を試みた￠
帯域溶融操作後のナブタセンと5‖‑B
Cの回収率曲線をFig.6･20に示す｡
上述の分布図(Fig.6･19)からも分
かるように､K≒1の成分は先端部にも
0.6

末端部にもほとんど移動しないため､こ

Relative

うした物質の帯域溶融後の回収率は切り
取られた媒体量の割合にはば等しい｡比

Fig.6･20

0.8
dist8nCe,Ⅹ/L

Recoveryprofiles

for

naphthacene
and5H‑tXenZO【b〕carbaz0le
in BHT‑COntaining(0.1%)bibmzyl

較のために､理想的なK=1の場合での
回収率曲線く直線)をFig.6･20の中

after

に波線として与えた｡Fig.6･20(1)

zone

melting

(1)加untof5日一肛,1.3m〟3.6gof
BHT‑COntaining(0.1冤)biぬIZyl;
e)旭如th孤ene,1.1m〟3.6g.

に示す通り､5日‑BCの回収率は前半分
でも約55%､先端部の7割を採取して

も約75%と少ない｡また､ナブタセンは5=‑BCよりもK値が1に近いため更に回収効率は
低く､Fig･6･20(2)から分かるように前半分で約51%､7別の採取量でも約71%であり､
K=1の理想系とほとんど変わらない｡

金華麟
ビフェニルを媒体とした帯域溶融操作では､先端部でのナブタセンと5日‑BCの回収率が低
いため､先端部の全量を使用した回収率の補正方法では定量清度は不充分と考えられる｡従?
て､本帯域溶融分離法では濃度変化が最も小さく､更に共存成分との分離が完全に達成できる
0･2‑0･4の区画のみを定量に利用することを試みた｡その結果､帯域溶融後の媒体中での0.2‑
0･4区画の成分濃度が帯域溶融前の初演度にほぼ等しいことを利用して､試料中の両化合物の
含量を簡単な計算式で求めることができた｡
帯域溶融後の0･2‑0･4区画に含まれているナブタセンあるいは5日‑BCを､それぞれCNC,
CBCとして媒体中での溝度(ppm)として表せば､次の式が成立する｡

CNC=豊,CBC=豊

……………………(6･i),(6･2)

QNC･QBC:0･2‑0･4区画中のナブタセンあるいは5‖‑BCの童(ng)
Wf:0･2一仇4区画の重量(mg)

また､媒体一試料の均一な混合物として初めに調製した帯域溶融用の固体では､ナブタセンあ
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るいは5日‑BCの初演度(ppm)CoNC,C｡BCは溶融特性がK≒1であることからCoNC≒CNC
あるいはC｡B｡≒CB｡と見なすことができる｡更に､帯域溶融後の濃度の僅かな変動を相対漉
度値により補正すれば､正確な初演度は以下の式で求められる｡

CoNC=豊,Co8C=豊
fNC,fBC:帯域溶融前後の0.2‑0.4区画での濃度変化の補正項=相対濃度(C/Co)≒1
……………………(6･3)･(6･4)

分析対象である試料中のナブタセンあるいは5日‑BCの含量(ppm)をANC,ABCとすれば､
これらの値は媒体に添加した両成分の初演度､並びに試料量及び媒体童との間で次の関係が成
り立つ｡
Wm+W｡
ANC=CoNCX
W｡

Wm+W8
,ABC=CoBCX

W｡

…(6･5),(6･6)

W｡:多環芳香族化合物試料の重量(mg)
Wm:溶融媒体の重量(mg)
(6◎旦∴(6･3)式を(6･5)式に､また(6･2),(6･4)式を(6･6)式にそれぞれ代
人す‥･二̲∴
A.NC=

QNCX(Wm+W｡)
WfXW｡×fNC

A!ゝC=

……………………………………(6･7)

QBCX(Wm+W8)
WfXW8×fBC

……………………………………(6･8)

と書き表すことができる｡ナブタセン含量は(6･7)式を､また5‖‑BC含量は(6･8)式を

便用して計算できる｡

皇之クワ畢光潮定条件甲選択･
ナブタセン並びに5日‑BCは狭い波長間隔で強いシンクロ蛍光強度を示し､シンクロ蛍光法
の特性を生かした分析が可能であるため､微量までの同時定量の測定条件を検討した｡従来の
3環及び4環芳香族化合物のシンクロ蛍光測定では､混合系での高選択性に重点を置いて波長
間隔は3nm〜7nmの小さな値を使用した｡しかしながら､狭い波長間隔ではシンクロ蛍光ピー
クの分離能が著しく向上する半面､スリット幅を更に狭める必要性から励起光量が大幅に減少

し､測定感度の面からは微量嘩分の定量に大きな犠牲を強いていた｡ナブタセンと5=‑BCの
同時定量では､実際試料中の含量が通常極微豊であること､またシンクロ蛍光ピーク間の波長
差が約80nmと離れていることを考慮し､スリット幅と△入値の両者を拡大して測定感度を向
上きせる方針で検討を行った｡
微量のナブタセンと5日‑BCとの混合溶液について､各種の△入値並びにスリット幅を使用
してシンクロ蛍光スペクトルを測定した結果をFig.6･21に示す｡この際､ナブタセンの酸

化防止のためにキシレンにBHTを0.1%添加したものを溶媒とした｡この溶液は冷暗所で保
存すれば数週間は安定であうた｡また､シンクロ蛍光スペクトルの測定では､ベースライン蛍

光の安定性を考慮し､スリット幅は常に△入値の約1/3となるように設定した｡これらの実験
結果はFig.6･21に示した装置感度から分かるように､スリット幅の拡大はシンクロ蛍光強
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度を指数関数的に増大きせることが判明した｡しかしながら､同時にブランク蛍光憾も同様な
割合で増加したため､両成分の感度上昇の効果は相殺きれた｡これらの結果を考慮すれば､微
量成分の実際の測定では､スリット幅･△入値を広げても定量感度を高めることにそれ程有効
に働かないことが分かる｡しかしながら､本節での微量のナブタセン並びに5日‑BCのシンク
ロ蛍光定量に対しては､従来の△入=6nm(Fig.6･21(1))では装置のノイズの影響が無
視できず､また△入値が20nm(Fig.6･21(4))以上ではピークに分裂が生じることが観
察されたため､波長間隔15nm,スリッ
トの波長幅5nmを最適条件とした｡
この条件で測定した両微量成分の混合
溶液､並びに溶媒についてのシンクロ蛍
光スペクトルはFig.6･22に示す通り
であり､ナブタセンは487nmに､5日‑

BCは401nmに各々良く分離した単一
舎芯忠言鵬む呂8Sだ0ゴーJ買○宕ぷ呂盆

のピークを現している｡Fig.6･22か
ら､両者が容易に同時定量できることが
分かる｡

ナブタセンと5‖‑BCの相互の影響
シンクロ蛍光法による同時定量の際に､
両成分が相互に及ぼし合う影響について
検討した｡5日‑BCの21ng/m]溶液に
ナブタセンを0〜10mg/mlの範囲で､ま
たナブタセンの51ng/ml溶液に5日‑8C
を0〜10喝/前の範囲で共存させた溶液
を調製し､上述の測定条件により各々の
ピークのシンクロ蛍光強度を測定した｡
これらの実験結果はTable6･8に示す
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mg/mtの範囲で共存させて両化合物のシンクロ蛍光強度を測定した結果をFig･6･23に示す｡
この際には､ジベンゾフランのメタノール溶液(15ng/両)を基準として適当な感度を設定し
た｡また､ナブタセンと5‖‑BCのシンクロ蛍光強度は､特性波長である4即nm並びに401
nmでのピーク強度をベースライン法を使用して測定した｡このFig.6･23に示す通り､ビベ

ンジル漉度の増大はナブタセンのシンクロ蛍光強度を減少させ､また逆に5日‑8Cの強度を増
加させる影響を及ぼした｡しかしながら､150mg州程度の漉度ではナブタセン強度の減少率
は約3%､また5日‑BC強度の増加率は約7%と僅かであったため､ビベンジル共存下で作成
した検量線を使用することで両化合物への影響を補正できた｡

眉目璽⊂
ビベンジルの145mg/mlの一定濃度に対してナブタセンが0〜51ng/ml､5=‑BCが0〜

21喝/mlの範囲で共存するキシレンーBHT(0.1%)捧繊を使用して検量線を作成した｡相対
シンクロ蛍光強度を測定するための基準として､両化合物の最高濃度の溶液(ナブタセン5l
nがml,5日‑BC21ng/ml)を使用した｡各々の検量強ば漢度とシンクロ蛍光強度との間で原
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点を通る良好な直線関係を示した｡こ
∽コ○□Oh{】U口お

5‖‑8Cは約1ng/mlの微量まで定量
できた｡

多環芳香族化合物100打Ig(ビベン
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ジルへの溶解性の高いビレン､ベンズ

き州Sロ3仁一吉日8S巴Onこ
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∩一

Kハ
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[aコアントラセンなど)､20mg(溶解
性の低いカルバゾール､アントラセン
など)､あるいは10mg(難溶性のク
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PreSenCe
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Oflarge
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Of

bibnzyl

△ス=15r肋,SlitEx/h=5/5n耶SOIveれt,
BllT‑∝椚taining(0.1X)xylene.Synchm7mS
fluorescenceintensity(at312nJq)ofa
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咽んl)岨S血誠tI把Sb血.(1)
Na由tl以コヨIe,51咽ん1;①5打一肛,21n〟ml.

(0.1岩)媒体約3.6gと均一に混合した｡
この混合物を内径4mm,長さ560mm
のパイレックスガラス製の試料管(下
端から約80mmの位置にシリコン栓が

挿入されている)に充填した｡この時､過冷却防止のために先端部に小さな金属ネジを加えた｡
長き約270mmに充填した試料管を帯域溶融装置に取り付け､溶融帯幅約40mm,移動速度80
mm/h,試料管の回転速度20/s,反転周期1秒で15回の帯域溶融を行った｡終了後､先端か
ら0｡2‑0･4の区画のみを切り離し､約720mgのこの部分を正確に秤量した後､0.1%のBHT

を含むキシレンで溶解して5両定容とした｡この溶液について波長間隔15nm､スリットの
波長幅5nmでシンクロ蛍光スペクトルを測定し､401nm並びに487nmでのピーク強度をベー
スライン法で求め､検量緩から5H‑BCとナブタセンを定量した｡この際､相対シンクロ蛍光
強度の測定基準として､両化合物のキシレンーBHT(0.1%)溶液(5=‑BC21ng/雨,ナブ
タセン51ng/ml)を使用した｡両化合物の検量綻ば､5日‑BCが0〜2lng/mT､ナブタセン
が0〜51ng/ml含まれているビベンジル溶液(145mg/ml)により作成した｡多環芳香族化合
物中のナブタセン含量は(6･7)式を､また5=‑BCは(6･8)式を使用して計算により算出
した｡

6･5･3

多環芳香族化合物試薬への応用

多環芳香族イヒ合物の帯域溶融挙動
ビベンジル中で変則的なK≒1の溶融特性を示すナブタセンと5日叫BCが､本帯域溶融法に
よ､り選択的に分離できること証明するために､種々の多環芳香族化合物について同一鳥件で帯
域帝融挙動を測定して比較･検討を行った｡溶融媒体は純ビベンジルの代わりに､先と同様に
0･1%のBHTを含むビベンジルを使用し､また多環芳香族化合物は共存が予想きれる3環〜
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5環式の炭化水素､窒素複素環式化合物､キノン類､芳香族カルポニル化合物など広い範囲を
対象とした｡20種類の化合物についての洩度分布図をFig.6･24(A)〜(T)に示す｡これ
らの実験結果では､全ての物質が少量ではK<1の溶融系を形成して末端部に移動･漉縮され
ており､ナブタセンと5‖‑BCの定量に使用する0.2‑0.4区画から選択的に分離できることが
分かる｡また､分離できる量は化合物の溶解性により種々異なっているが､Fig.6･24から
判断すれば､ブエナントレン､ビレンなどは100mgを､アントラセン､カルバゾールなどは
20帽を､クリセン､ペリレンなどは10mgを利用できる｡しかしながら､ビベンジルに難溶
性のアントラキノンやアセナプチンキノンは､その少量が不純物として共存した場合には分離
できるとしても､最大試料量としてほ数喝が限度であった｡
これらの実験では､帯域溶融挙動に及ぼすBHTの影響を若干の漉度分布図で観測すること
ができた｡Fjg.6･24(A),(B),(Ⅰ),(L),(P)及び(S)の化合物については､最も少ない
0.1%〜0.3%の共存垂(1)の場合に末端部0.7〜0.8の付近で高漉度の分布との間で逆転
現象が生じた｡この逆転現象は化合物とBHTとの添加濃度がほぼ等しいために､化合物‑B

HT‑ビベンジルから成る3成分系の複雑な溶融状態が生じたためと理解したが､全ての化合
物に対して一般的なのか､あるいは特異的に生ずるものなのかは､データ不足のために判断で

きなかった｡しかしながら､多重の多環芳香族化合物の共存下で行う本帯域溶融分離法では､
末端部の分布の影響はばとんど無視できた｡また8HTの他の影響として､帯域溶融時にフエ
ナントリジン及びベンズアントロンでは､一部がBHTと反応して挙動が複雑になることが判
明した｡Fig.6･24くM)(2)と(0)(1)から分かるように､両化合物の漉度分布図に関して
は中心部で不規則な乱れが観測きれている｡

ナブタセンと5日‑BCの漉度分布に対する共存成分の影響.

ナブタセンと5日‑BCだけの帯域溶融操作では0.2‑0.4区画の相対測度(C/C｡)はばと
一135‑

んど1に等しい(Fig.6･19)が､多量の多環芳香族化合物の共存下では分布の変化が予測
きれた｡また､両成分の含量を求める(6･7)及び(6･8)の計算式では､K≒1からの逸脱
の補正項としてC/C｡値が必要であるため､0.2‑0.4区画での正確な濃度分布を測定した｡
多環芳香族化合物の共存下､及び単独の場合の正確なC/Co値を0.2‑0.4区画について求
めた結果をTabTe6･9に示す｡Table6･9から分かるように､単独ではナブタセンと5日‑
BCのC/Co値はそれぞれ0.99及びl.08と1に近いが､共存下では化合物量の増加に伴っ
てC/C｡値が上昇する傾向､並びに同一の共存化合物間でのデータのバラツキ､あるいは化
合物ごとの相連などが観測できた｡従って､精度良く両成分を定量するためには､共存する個
々の化合物ごとに正確な補正係数を求めた多数の実験データが必要であると考えられる｡しか
しながら､本実験で得られたC/C｡値の変動はナブタセンが0.94‑1.17､5H‑BCが1.03
‑1.27と､いずれも約20%の狭い範囲内であることを考慮すれば､PPmオーダーの微量分析で
はTable6･9の値のみで充分であると判断した｡
恥ble6･9
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クリセンの市販試薬の卿牢㌧
3種類のクリセンの市販試薬(試料A,B,Cとする)10mgを使用して､本分離･定量法
によりナブタセンと5日‑BCを分析した｡この中の試料Bは固体状態でも僅かに緑黄色の着色
が認められた不純な製品であった｡また試料Cについては､予備実験で両成分が検出限界以下
と判明したため､ナブタセンと5日‑BCの一定量を添加して調合試料を調製した｡これらの実

際試料及び調合試料について両成分を定量した結果はTable6･10に示す通りであり､クリ
セン中のナブタセンと5日‑BCがそれぞれ約3ppm,約6ppmまで同時定圭できることが分か
る｡この際､含量の計算式に必要なfNC及びf｡｡値は､クリセン共存下で測定したC/C｡値
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(Table6･9)の平均値を使用し
た｡また､試料A(A)あるいはB
(B)の定量のために測定した溶液､
並びに両成分を含む基準溶液につい
て測定したシンクロ蛍光スペクトル

ースにした調合試料についてのスペ
クトルをFig.6･26に示す｡Fig.
6･25から､定量に使用した溶液
のスペクトルピークは､ナブタセン

と5‖‑BCが示す二つのピークと波
長位置･形状とも非常に良く一致し
ており､組成の複雑な市販試薬中の
両化合物の同時定量に本法が有効で
あることが分かる｡
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果をTable6･11に示す｡また､
クリセンの場合と同様に検出限界以
下と判明した試料Cを使用して調合
試料を調製し､この調合試料につい
て両化合物を定量した結果も写abie
6･11に添えた｡両成分の含量計
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定した
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の平均値である1.15及び1.27の値
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を使用した｡これらの実験で測定し
た実際試料と調合試料の溶液､並びに基準溶液のシンクロ蛍光スペクトルをFig.6･27に示
す｡Table6･11とFig.6･27から分かるように､市販ビレン中では微量の51トBCが検
出されたのみであるが､本分離･定量法の適用によりビレン中のナブタセンは約0.3ppm､ま
た5日‑BCは約0.7ppmまで同時定量できる｡

カルバゾールの市販試薬の測定.
カルバソールの3種類の市販品(試料A,B,Cとする)について両成分の同時定量を行っ
た｡これらの分析結果並びに定量に使用した溶液のシンクロ蛍光スペクトルをTable6･12
及びFig.6･28に示す｡この際に､fNC,fBCはカルバゾールの共存下の平均C/C｡値で
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ある1.04と1.19とをそれぞれ使用した｡Table6･12に示す通り､カルバゾールの市販試
薬では比較的多量の5日‑8Cと共に微量のナブタセンが存在することが観測きれた｡タールか
ら製造きれたカルバゾール中に類似の構造･性質を示す5日‑BCが混入することば良く知られ
ているが､微量不純物としてナブタセンの共存を確認した例は本研究が始めてである｡これら
の市販カルバゾールの測定結果から､タール試薬中のナブタセンと5‖‑8Cの選択的な分析に､
本分離･定量法が効果的に応用できることが判明した｡
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その他の多環芳香族化合物への応用.
タールに由来する6種類の多環芳香族化合物について､ナブタセン及び5‖‑BCの分析を行
った結果をTable6･13にまとめて示す｡計算に使用したfNC,fBC値は表中に記載したが､
共存下での実験データが得られていないベンズ[a]アントラセンについては､他の化合物から
類推した概算値を使用した｡Table6･13に示す通り､ナブタセンは異性体のベンズ[a]ア
ントラセン中に数10ppmのオーダーで､一方5=‑BCは構造的に類似性の少ないアントラセン
や2‑メチルアントラキノンなどに1ppm以下の微量不純物として含まれていることが判明し
た｡しかしながら､上述のクリセンやカルバゾールの市販試薬のように両成分を同時に含むも
のは見い出せなかった｡また､べリレン､フエナントレン､及びフルオランチンではナブタセ
ンと5日‑BCのいずれも検出できなかった｡
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各試薬について測定したシンクロ蛍光スペクトルはFig.6･29に示す通りであり､ピーク
波長の位置･形状から両成分の同定が容易に実行できた｡また､フルオランチンの市販試薬の

分析では380nm以下の短波長領域で蛍光を示す未知物質の共存を確認したが､シンクロ蛍光
法を使用したナブタセンと5日‑BCの定量では､その妨害は完全に無視できた(Fig.6･29
(4))｡これらの実験結果は､多種多様な多環芳香族化合物中に含まれている微量のナブタセ
ンと5=‑BCの分析に対して､本分離･定量法が汎用的に応用できることを証明している｡
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7･1

コールタールを原料として製造きれた多環芳香族化合物製品は､タールの複雑な組成を反映
して､多種多様の芙引以物質が完全に除去されずに残っている｡その結果､これらの不純物を対
象とした分析法の開発研究が､品位検定･純度測定･品質管理などの目的で古くから行われて
いる｡本研究では､分析法として新たにシンクロ蛍光法を検討することで､こうした複雑な多
環芳香族マトリックスの工業製品､主に有機試薬として市販きれている3環及び4環芳香族化
合物中の少量､あるいは微塵の類似成分に対する簡便で実用的な定量法の開発を行った｡本研
究を速めるに当たっては､大きく分けて次の三つの課題を中心に検討した｡
①シンクロ蛍光法の適用性を広げるための3環及び4環芳香族化合物の新しい蛍光分
析法の開発｡
②実際試料中の3環及び4環芳香族化合物の定量に応用できる迅速･簡便なシンクロ
蛍光法の開発｡
③帯域溶融分離法とシンクロ蛍光法を磁み合わせた3環及び4環芳香族化合物の実用
的な微圭定量法の開発｡
本研究により得られた成果を研究課題ごとにまとめて簡潔に述べる｡

①

3環及び4環芳香族化合物の新しい蛍光分析法の開発では､ジメチルスルホキシド(D

MSO)にナトリウムメトキシドとメタノールを溶解したプルカij性のDMSO媒体が､分析
化学的に有用な溶媒であることを見い出した｡3環及び4環芳香族化合物は通常の有機溶媒中
では安定であり､また不活性な物質としても知られているが､カルバゾール精やキノン類など
はアルカリ性DMSO溶液中で容易に活性化きれた｡

まず初めに含窒素複葉領式化合物であるカルバゾール矧こついて､この溶媒を利用した分析
法の開発を検討した｡その結果､カルバゾールや5‖･ベンゾ[b]カルバゾール(5=‑BC〉はアル

カリ性DMSO溶媒中では､窒素原子と結合していたプロトンを放出してイオン化し､蛍光領
域を大きく長波長側にシフトするばかりでなく､重ハロゲンイオンが共存しても全く消光作用
を受けないことを見い出した｡この蛍光特性を基にして､ヨウ化物イオンの消光反応を利用す
るカルバゾール並びに5=‑BCの蛍光分析法を新しく確立した｡従来の中性分子を測定する蛍
光法と異なり､重ハロゲンイオンの共存下でも消光きれない陰イオンの蛍光を選択的に測定す
るため､共存する多環芳香族化合物の影響を著しく小きくできた｡従って､本法は共存成分の

含圭が少ないカルバゾールや5日‑BCの実際試料については直接的に応用できる高感度な分析
法と考えられる｡
また､9,10‑フェナントレンキノン(PQ)やアントラキノン(AQ)などの3環芳香族キノン
は､縮合環に二重結合した二つの酸素原子が共鳴構造を阻害するため無蛍光性の物質であり､

更に反応性にも乏しいことから蛍光分析法はばとんど適用きれていない｡しかしながら､アル
カリ性DMSO溶媒中ではカルポニル基が容易に活性化きれて高い反応性を示したため､両ヰ

ノンに対する発蛍光反応を検索レて蛍光分析に応用することを試みた｡その結果､グアニジン
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との発蛍光反応に基づくPQの蛍光分析法を､またヒドロキシルアミンとの発蛍光反応に基づ
くAQの蛍光分析法をそれぞれ確立した｡両キノンに対しては､蛍光特性を利用するバッチ的
な分析法はこれまで報告されておらず､本研究により初めて蛍光分析法が開発きれた｡従来､
PQやAQの実際試料の測定には感度の低い吸光光度法が主に用いられたが､蛍光光度法はよ
り高感度であるため､本蛍光分析法を使用することにより微量まで分析できる｡
シンクロ蛍光法の適用性を広げるために開発したカルバゾール､5日‑BC､PQ､並びにA
Qの蛍光分析法は､シンクロ蛍光法だけでなく一般的な蛍光分析にも応用でき､更にポストカ
ラム的な蛍光検出反応としてクロマトグラフ分析法にも利用できるものと考えられる｡これら
の研究内容は本論文の第3章で述べられている｡

③

少量成分のための迅速･簡便なシンクロ蛍光法の開発研究では､最初に代表的な2環〜

5環式芳香族化合物についてシンクロ蛍光法の基礎的データを幅広く収集した｡最適波長間隔､
分析精度､共有物質の影響､同時定量の可能性などの定量分析に必要な諸条件について検討し
た結果､シンクロ蛍光法の高選択的な特徴を生かすためには3‑7nmの狭い波長間隔(△入)
が効果的であり､この△入値で強いシンクロ蛍光強度を示す化合物としてフルオレン､アセナ
プチン､ジベンゾフラン､カルバゾール､アントラセン､ナブタセン､及びべリレンの7種類
を見い出した｡これらの化合物は､実際試料中に少量成分として存在している場合には､シン

､

‑

1･∴こli‑二■r

クロ蛍光法を使用して選択的に定量できる可能性が高いことを基礎データにより指摘した｡
良く知られた3環芳香族化合物であるフエナントレン､アントラセン､並びにカルバゾール
の3種類の市販試薬を分析対象とし､これらの試薬中に少量含まれている類似成分の定量にシ
ンクロ蛍光法を応用することを試みた｡その結果､試料濃度､△入値などの測定条件を基礎デ
ータを基に選択することで､分離操作を必要とせずにフエナントレン中のカルバゾールを0.1
%､アントラセンを0.05%まで分析できる同時定量法を確立した｡また､アントラセン中に
存在するカルバゾールについては､主成分のアントラセンを無水マレイン酸とのDiels･Alder
付加物として水層に抽出除去し､有機層に残る共存成分の影響をシンクロ蛍光法で取り除くこ
とで､0.001%まで分析できる定量法を確立した｡更に､蛍光領域が重なり合うために従来の
蛍光法では同時測定が難しいアントラセンと5日‑BCに対しては､シンクロ蛍光スペクトルに

及ぼす溶媒効果の基礎実験からエチレングリコールーモノーtert‑7.テルエーテル(EGBE)が
好都合な分析溶媒であることを見い出した｡両化合物のEGBE溶液ではシンクロ蛍光ピーク
は良く分離し､かつ高いシンク.ロ蛍光強度を示したため､この溶媒効果を応用して0.01%ま
で分析できるカルバゾール中の少量のアントラセンと5日‑BCの同時定量法を確立した｡これ

ら3種類の定量法は試料を単に溶解するのみか､あるいは単純な反応と抽出操作とを組み合わ
せただけでフェナントレン､アントラセン､並びにカルバゾールの市販試薬中の主要不純物で
あるアントラセン､カルバゾール､及び5日‑BCを実際的に分析できた｡
本研究で開発した上記のシンクロ蛍光定圭法は､3環芳香族化合物中の特定の不純物に対す

るバッチ定量法であるが､該当する被定生成分に関しては従来提案きれている方法に比べて迅
速性･簡便性の点で優れている｡これらの研究については､第2章で基礎的な検討を､また第
4章で各々の試料に対する実際的な応用を述べた｡
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③

帯域溶融分離法を併用した微量成分のシンクロ蛍光定量法の開発では､多環芳香族マト

リックス中に微量存在する3環及び4環芳香族化合物を､バッチ的に分離する方法として帯域
溶融法を試みた｡帯域溶融法ば高純度精製法として一般的に知られているが､定量分析のため
の分離法としてはばとんど考慮きれていない｡本研究では､固体試料中の溶質が示す固体叫溶
融体間での分配係数(K)の相違､すなわちK>1(またはK≒1)とK<1の速いが3環及び
4環芳香族化合物の選択的な分離に利用できることを見い出した｡固体試料中でK>1を示す
微量成分は帯域溶融操作を繰り返すことで試料の先端部に､‑またK<1の成分は末端部に漉縮
きれるため､帯域溶融後の試料を中間部で切断すれば両成分を容易に分離できる｡通常､固体
中に存在する異種分子は結晶化の際にK<1の性質を示すため､K>1またはK≒1を示すも
のは特殊な固溶体系に限られるので分離の選択性は高い｡
3環及び4環芳香族化合物の溶融特性について検討した結果､フェナントレン中ではアント

ラセンが､またジベンゾフラン中ではカルバゾールとアントラセンがK>1の固溶休を特異的
に形成することを見い出した｡従って､実際試料中に共存する妨害成分からこれらの微量成分
を選択的に分離するために､定量に先立って帯域溶融法を使用した｡その結果､種々の不純物
の共存が確認きれたフェナントレン試料中のアントラセンを0.05ppmの極微畳まで定量でき
る蛍光光度法を､及びジベンゾフラン市販品中に含まれているカルバゾールとアントラセンを
2ppmまで同時定量できるシンクロ蛍光定量法を確立した｡
更に､こうした溶融系の相違に基づく分離原理を汎用的に利用するため､3環及び4環芳香

族化合物と特異的にK>1またはK≒1となる固体物質を帯域溶融媒体として分離カラム的に
用いる分離法を新たに創案した｡この日的に有用な溶融媒体としてジベンゾフラン､ビフェニ
ル､並びにビベンジルを見い出し､アントラセン､カルバゾール､ナブタセン､及び5=‑8C
の4種類の3環及び4環芳香族化合物を類似物質から選択的に分離できた｡この帯域溶融分離
法とシンクロ蛍光定量法とを結び付けることで､市販されている種々の多環芳香族化合物試薬
中の上記4種の微量成分を汎用的に分析できる分離･定量法を確立した｡
本研究で開発した帯域溶融分離‑シンクロ蛍光定量法は､アントラセン､カルバゾール､ナ
ブタセン､及び5日‑BCの特異的な溶融特性と選択的で高感度な蛍光特性とを結び付けている
ため､実際試料に対する適用性は大きい｡従って､市販のタール試薬以外の工業試料でも､本

分離･定量法を応用して微量軍で分析できると考えられる｡本論文では､第5葦で特定の試料
への帯域溶融法の限定的な適用を､また第6章では各種タール試薬に応用できる汎用的な帯域
溶融分離‑シンクロ蛍光定量法の確立について述べた｡

7･2

展望

本研究では､工業試料の分析に応用できる3環及び4環芳香族化合物のシンクロ蛍光定量法
の開発について検討した｡本節では､このような分析法が持つ発展の可能性､あるいは研究の
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展望などについて著者の考えを述べる｡
現在ではクロマトグラフ法が多環芳香族化合物の分析法として普及している｡しかしながら､
特定の成分に関する分析データが必要な場合には､クロマトグラフ分析法では国許なことも多
く､必要成分だけをバッチ的に分離･定量する方が目的に合っている｡ところが従来の研究で
は､複雑な混合物系､特に性質･構造の似通った類似物質からなる多環芳香族マトリックスの
ような系では､被定量成分の物理的･化学的性質を利用する通常のバッチ処理は､クロマトグ
ラフ法に比べて定量操作が複雑になるのが一般的であった｡更に､工業技術が進歩した今日で
は､これまで以上に微量レベルの定量ができる高感度な分析法が求められているが､バッチ法
では要求を満足するために煩雑な操作が必要であると考えられていた｡これらの点を考慮すれ
ば､本研究で開発した帯域溶融分離‑シンクロ蛍光定量法は､被定量物質の特異的な溶融寺性
と高遠択的なシンクロ蛍光スペクトル特性の二つの長所を結合しているため､複雑なマトリッ
クス中の微量カルバゾール･アントラセンなどを簡便に分離･定量でき､かつ種々の実際試料

の分析にも応用できる点で優れたバッチ的な定量法と考えられる｡本法のような分析法を最も
効果的に､その特色を生かして活用できる例としては､
a.性質や組成などが異なる多様な試料中に含まれている特定の微量成分について比較･
検討を目的とした多品目分析.
b.特定の微量物質を対象とした時間的､あるいは空間的な分布状態の測定･
c.高純度精製過程､あるいは物性測定などの際の特定の微量不純物含量の把握･
などが掲げられる｡このうちa.及びb.の分野では､工業試料よりもむしろ環境試料の分析に
対して発展する可能性が高い｡環境試料中に存在する3環及び4環芳香族化合物の研究は大き
な注目を浴びているが､無機物･有機物と各種様態の試料が対象であるため､クロマトグラフ
分析法を適用しても往々にして煩雑な前処理を必要としている｡本研究で開発したシンクロ蛍
光定量法では多環芳香族化合物の一斉分析は難しいが､アントラセン､カルバゾールなどの特
定の化合物に対してモニター的な測定を行う場合には､クロマトグラフ法よりも簡便性の点で
優れている｡こうした点から考えると､帯域溶融分離‑シンクロ蛍光定量法の今後の課題の一
っとしては､粉じん･土壌･食品などの各種の環境試料への実用性を考慮した応用的な研究の
推進が挙げられる｡また､C.にういても､タールから製造された3環及び4環芳香族化合物
が高機能性材料として利用されるに伴って､微量分析に対する必要性も一層拡大するものと予
測される｡
最後に､本研究で残きれている問題点について触れておく｡3環及び4環芳香族化合物の高
性能な分析法として開発した帯域溶融分離‑シンクロ蛍光定量法の最大の弱点は､帯域溶融操
作に約13時間と多大な処理時間を必要とすることである｡従って､並列測定を行ったとして
も､1試料あたりの分析時間の高速化には帯域溶融時間の短縮が不可欠と考えられる｡この点
では､本法で採用した帯域溶融条件は方法論として分離能及び回収率の重要性を強調するため､
通常行われている高純度精製の操作条件とほとんど同じ厳密なものを選択しており､迅速さに
重点を置けば時間短縮の可能性はある程度残きれている｡また､本研究ではジベンゾフラン､
ビフェニル及びビベンジルの3種類の帯域捧融媒体を実用化したが､現段階では変則的な溶融
系を持つ固体媒体の存在が特殊なものであるのか､あるいは広範囲に存在するものなのか判断
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が発しい｡微塵の3環及び4環芳香族化合物のバッチ的な定量法として､シンクロ蛍光法がク
ロマトグラフ法と共存して更に発屈するためには､新たな溶融媒体を見い出すことが必要条件
といえる｡

本研究における実際試料の検討結果から､シンクロ蛍光法は通常の蛍光法に比べて高選択的
であるために少量成分には直接的に応用できるが､複雑な親戚を持つ実際試料中の微量成分で
は､分離法を併用せずに定量することば難しいことが判明した｡従って､本研究での結論とし
ては､3環及び4環芳香族化合物の定量に対するシンクロ蛍光法の適用性･実用性を拡大する
最大のポイ.ントは､いかに簡便で､かつ汎用的な分離法を開発し､組み合わせるかにあると考
えられる｡
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本論文で使用した略語並びに記号の一覧表
(A)略語
1)AQ

アントラキノン
AQs

………･…

アントラキノン類

2)51トBC･…･……････…

5日‑ベンゾ[b]カルバゾール

3)BHT･･･････………･･…

2,6‑ジーtert‑プチルー4‑メチルフェノール.

4〉DMSO･･･……………

ジメチルスルホキシド

5)EGBE

エチレングリコールーモノーtert‑プチルエーテル

…･･…･…･･･…

6)GC･･･……･…･････……

ガスクロマトグラフ

7)HPLC･･････････････････

高速液体クロマトグラフ

8)MS･････････…･……･･…

マススペクトル

9)NC･･…･････…･……･…

ナブタセン

10)PQ(9,10‑PQ)･･････

9,10‑フエナントレンキノン

11)RSD･…･･……･･……･

相対標準偏差

12)TLC

薄層クロマトグラフ

､

‑

‥

1=ttl1.●r

(B)記
1)入｡X,入｡m

励起波長､及び蛍光波長

2)Ex,EM

励起スペクトル､及び蛍光スペクトル

3)F

蛍光強度

4)F｡

シンクロ蛍光強度
･･蛍光性物質の量子収率
･･蛍光性物質のモル吸光係数
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

･･蛍光性物質の漉度
液層の厚さ
入射光の強度
比例定数

k,k,,K

5)△入

シンクロ蛍光法での波長間隔(励起波長と蛍光波長との間隔)

6)Ex/Em
7)K

………………

………………………

8)C/C｡･∴………‥l…‥

蛍光分光光度計の励起側と蛍光側のスリット幅

固体試料中に存在する溶質の固体一再融体間での分配係数
帯域溶融操作後での溶質の相対漉度

C･:.…………………･帯域溶融後の溶質漉度

C｡…………………†･･･帯域溶融前の溶質漉度(初演度)
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9)Ⅹ/L

…………………

Ⅹ

……………………

L

･

10)ANC,ABC

帯域溶融試料における先端からの相対距離
試料の結晶化開始点からの距離
試料の全長

‥

ビベンジルを媒体とする帯域溶融分離‑シンクロ蛍光定量
法により求めた多環芳香族化合物試薬中のナブタセン､及
び5=暮BCの含量
CNC,C8C

CoNC,CoBC

･･帯域溶融後の0.2‑0.4区画中のナブタセン､及び5‖‑
BCの演度
･･帯域溶融試料中のナブタセン､及び5=‑BCの初濃度

QNC,QBC

･帯域溶融後の0.2‑0.4区画中のナブタセン､及び5=‑
BCの童

Wf･……･･

･帯域溶融彼の0.2‑0.4区画の重量

fNC,fBC

･帯域溶融後でのナブタセン､及び5日‑BCの0.2.‑0.4
区画の相対濃度

W｡･･…･････…･････…･･･

多環芳香族化合物の重量

Wm･･…･･………･…････

溶融媒体(ビベンジルー0.1ⅩBHT)の重量
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