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第1編　　フミン酸に関する既往の研究と本研究の目的及び範囲

第1章　緒　言

　泥炭（英：Peat，独：Torf）は，広義には石炭類の一種であり，もっとも

石炭化度の低い物質とみなされている。しかしながら一般の分類では石炭に

加えない場合が多い9．

　泥炭は，植物体が空気の極めて乏しい水中や湿地に枯死堆積し，主に水と

微生物による還元的分解作用により半腐朽状態となり，一部は植物の形態を

残留したまま，分解変化して生成したものである．このような変化を小林は

泥炭化作用と称することにした2）．泥炭化作用の順序は，母植物からフミン

酸と称せられる一群の酸性物質の生成，さらにフムス（フミン質）へと変化

する現象である．泥炭中にはこのフミン酸を50％以上含むものも存在する。

また母植物が樹木起源のフミン酸は，これが中問体となって石炭の母体であ

るフミン質を形成することも今日の定説となっているところである．

　泥炭は，Halhan2）が海ss　peat（苔泥炭）とGrass　peat（草炭）に大別

したのに始まりForest　peat（樹木泥炭）1＞等母植物の種類による分類，呼

称が多く行われているが，各国において統一されて用いられていない．

　わが国においては，一般に泥炭の形成順序より下記の様な区別がなされて

いる．

　　第一期堆層・…　　低位泥炭　L碑醗oor　peat

　　第二期堆層。・。・中間泥炭　TransitiOhaユ蹟oor　peat

　　第三期堆層・…　　高位泥炭　Hi帥臓oor　peat
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　これは農業上用いられてきているが定義が明確でないため，浦上・市村は，

優占構成植物の種類により区分している3）．それによるとヨシ，スゲ，ハン

ノキが低位泥炭，ワタスゲ，ヌマガヤ，ヤチヤナギが中間泥炭，ミズゴケ，

ホロムイスゲ，ツル識ケモモが高位泥炭の指標植物となっている．

　これに対し小林2）は，化学工業資源としての見地から次のように分類して

いる．

　　　　　　　　　L　泥質泥炭　（Earthy　peat）

　ツンドラは主として苔類を母植物とし，草炭は禾本科植物を母植物とする．

また泥質泥炭は泥炭化作用の進行及び土，砂類の浸潤爽雑により灰分30％

以上のものと定義している．

　米国酪脳ではHal煽anの分類に類似した次の5種類に分類している4）。

いずれも105℃の乾燥状態で比較するもので

　（1）ミズゴケ泥炭（Sphagn腿蹟oss　peat）

　　　　　　　　　：最低66。2／3椛％のミズゴケ繊維を含むもの．

　（2）ハイゴケ泥炭（Hy聾騰蹟oss　peat）

　　　　　　　　　：最低33．1／3就％のハイゴケ繊維を含むもの．

　（3）アシ，スゲ泥炭（Reed－sedge　peat）

　　　　　　　　　：最低33．！／3就％のアシ・スゲ繊維を含むもの．

　（4）腐植泥炭（Peaしhu融s）

　　　　　　　　　：33．1／3就％以下の繊維を有するもの．

　（5）その他（Other　peat）：（1）～（4）以外

となっており，母植物繊維を指標とした分類法である．これに対し米国農務
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省（U．S。a¢pt．of　Agriculture）5）は，繊維含有量と分解度により，ファイブリ

ック（Fibric），ヘミック（He搬。），サプリック（sapric）の3種類に分類してい

る．ここではファイブリックは繊維が全体の2／3以上，ヘミックは繊維が

全体の1／3～卑／3そしてサプリックは繊維が！／3以下と定義している．

その他，ソ連では顕微鏡観察で，スウェーデンでは手で握って出てくる水の

色調などでそれぞれ分解度を測定して10種類に労類する方法を採用してい

る．

　いずれの分類法もかなり主観的な官能分析的方法をとらざるを得ない現状

であり，泥炭の複雑さの証左でもある．現時点では，泥炭の利用目的に対応

して，適宜使いわける必要がある．

　泥炭の賦存量については，世界的な統計はなされておらず，泥炭地の面積

集計にとどまっている．その理由は，泥炭が湿地帯に形成され深さなどの正

確な調査が困難なことなどのほかに，各国において泥炭地を定義する泥炭層

厚の相違も原因となっているものと考えられる．いくつかの例をあげると，

ドイツでは20cm以上，アイルランド45cm以上，カナダ（繊維質）6

0cm以上，カナダ（分解の進行しているもの）40cm以上，北欧30c

m以上であり，日本の場合は排水により乾燥収縮した後20cm以上の厚さ

をもっこととされている．英国の泥炭の平均堆層は12フィート（約3．7m）

という報告がある6＞．泥炭層は，およそ1～6mといわれているが，中には

15mにも及ぶところもある2）．これら泥炭は水分を90％内外含有してい

るが，気乾により水分！5～20％となる．また一度脱水した泥炭は，これ

に水を加えても生泥炭の性質の一部は復元しない．

　泥炭の埋蔵量を計算する場合，平均泥産室をlmとすれば，1ヘクタール

当り気乾泥炭（水分20％）が1，250トンと推定できる．

　最近の世界の主な泥炭地面積を表1－1に示した．この数値はIPS（lnter－

natio照ユPeat　S◎ciety）の問い合わせに寄せられたユ5ケ国からの回答と最新
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の文献をもとに，30cm以上の泥炭が堆積している泥炭地面積の集計を基

にしている．この表では世界の泥炭地面積が4億2千万ヘクタールとなって

表1－1　世界の主な国別泥炭地面積（×105ヘクタール）＊

国　名 面　積 国　名 面　積

カナダ

ソ連

アメリカ合衆国

インドネシア

フィンランド

スウェーデン

申国

ノルウェー

マレーシァ

イギリス

ポーランド

1，700

1，500
　　402．4

　　260

　　ユ04

　　　70

　　　34．8

　　　30

　　　23．6

　　　15．8

　　　13．5

アイルランド

西ドイツ

アイスランド

東ドイツ

キューバ

オランダ

日本（北海道）

ニュージーランド

デンマーク

イタリア

その他

ll．

11．

10

　5．

　4．

　2．

　2．

　1．

　ユ．

　1．

　6．

8
工
　

小　計 4，154．1 小　計 57．4

総　計 4，211．5XlO5ヘクタール

＊　Sy鏡posiu蹟Of　Peat　As　An　£ner竃y　Alter！1ative　H　 （198ユ，）

　　の資料から抜粋
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いるが，この他に充分調査が行われていないためこれに加えていない泥炭産

出国が15ケ国以上存在し，最終的には5億ヘクタール以上の面積になるもの

と見積られている7）．したがって，平均泥炭層を1rαと仮定しても埋蔵量は

気乾泥炭で6千億トンを超え，平均泥炭層が2mであれば1兆2千億トン以

上ということが推定される，

表1－2　北海道における泥炭の分布8）

地　名　高位泥炭地　　　中問泥炭地　　低位泥炭地　　　　全面積

　　　　（ヘクタール）　（ヘクタール）　（ヘクタール）　　（ヘクタール）

石
釧
天
北
根
胆
十
後
日
渡

狩
路
塩
見
室
振
勝
志
高
島

27，321
　1，007

　2，419

　　　884

　1，009

　　　821

　　　　76

2，158

2，366
7，686

3，857

4，968
　　536

2，374
　　278

　　　62

31，573
36，870
20，436
24，301
　4，060

　6，550
　2，　869

　1，793

　1，974

　　　581

6！，279

40，249
30，538
29，041
10，036
　7，907

　5，243

　2，149

　2，035
　　　581

計 33，　762　24，　286曇　131，　013　　189，　064

注；十勝，後志，渡島の一部は未調査

一5一



　日本においては，秋田県・青森県などにも存在するが，北海道に最も広く

分布している。北海道における泥炭の分布状態は，表1－2に示す通りであ

る宕1．

　泥炭地面積は，20万町歩（約20万ヘクタール）である9》．その主な地

域は石狩川，天塩川および釧路川流域であって，総面積のおよそ50％を占

めている．泥炭の種類：別面積では，総面積に対し，低位泥炭地69％，中間

泥炭地ユ3鶉，高位泥炭地18％となっている．また，北海道の泥炭の埋蔵

量は，無水換算で6億トンと推定されている12）．

　わが国の泥炭の工業分析値から，いくつかの例を引用して　表1－3に示

した．

表工一3　泥炭の工業分析値（戦％）＊

試　料 分灰

％

揮発分

　％

固定炭素

　％

総発熱量

Kcal／Kg

石狩金沢低位19　　9．

美唄高位iD　　　　5．

当別フトミー2段）　3．

江：別一112＞　　　　12．

江別一512）　　　　2．

秋田県天王i3）　　　6．

秋田県田面隠ユ3）　11．

23

62

06
19

40
76
52

57．59

58．57
65．30

64．74

68．66

54．45
42．79

20．5

19．46

31．28
23．07

28．94
23．51

20．84

5，505＊

4，811＊

5，448＊

4，503＊＊

3，789＊＊

＊無水換算，　＊＊水分　11～15％
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　灰分量は同一地域に生産したものでも異なり，また層位により不同である

が，特定の地域・層位で集中して存在する！2＞．灰分量が10％以下の泥炭の

発熱量は，無水ベースで5，000～5，600Kca！ノKgであり，泥炭化作用

が進んで，繊維含有率の少ないものほど高くなるが，発熱量及び揮発分量は

木材と褐炭の中朝に位置する．

　泥炭の化学組成は未だ明かではないが，生成過程からいわゆるフミン酸，

フムスといわれる一連の化合物と，原植物成分由来のセルローズ，ヘミセル

鷺一ズ，リグニンなどのほかに樹脂分や無機成分あるいはそれらの変成物質

などが含まれるものと考えられる．

　近藤ユのd5）は，北海道の泥炭土56試料について有機物組成を調べた．そ

の結果を要約して表1－4及び表1－5に示した．

　表1－4は泥炭土を日本の農業的分類法で区分したものであり，表1－5

は分解度をもとにした米国農務省による区分をしたものである．

　喪中の有機物組成の名称の中で，腐植酸，ヒューミンとしているのは，土

壌学において用いられるもので，化学用語でのフミン酸，フミン質に相当す

る．泥炭には，腐植酸およびヒューミンが多く含まれ，試料中の最大含有量

はそれぞれ46．6％および44．1％であったと報告されている．

　このように，フミン酸及びフミン質は，泥炭中の主要成分であり，泥炭の

化学的性質の解明や泥炭利用工業にとっての重要因子とみなすことが出来る。

　泥炭の利用は，古くから北欧各国などで家庭用燃料，煉炭粘結剤，特殊冶

金用コークスおよび，ウイスキー用などの燃料として小規模に用いられてき

ていたが，1960年代以降は石油系燃料の普及とともにかえりみられなく

なって来ている．その後に起こった石油危機により，現在再び燃料として見

直されつつあるが，90％程度含まれる水分の処理技術が大規模な工業化へ

の課題として残されている．その他では，家畜用敷藁，土壌改良剤，種苗や

きのこ用培土および家畜飼料用吸着剤などで実用化されているほか，ヨーロ
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表1－4 泥炭土の有機物組成（wt％）＊

低位泥炭土 中聞泥炭土 高位泥炭土

ビチューメン

腐植酸

ヒューミン

ホロセルローズ

ヘミセルローズ

±
±
±
±
±

0
　
　
0
　
　
■
　
　
●
　
　
■

（
）
6
4
⊥
2
3

±
±
±
＋
欄
±

り
　
　

の
　
　
ほ
　
　

サ
　
　
　

　5．2±　2．

16．5±　9．

29．5±　4．

43。9±13．

21．0±　5．

＊平均値±標準偏差

卸75轍鵬萌機物繊（wt％）＊

サプリック層 ヘミック層 ファイブリック層

ビチューメン

腐植酸

ヒューミン

ホ獄セル獄一ズ

ヘミセルローズ

の
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
の

±
±
±
士
±

2
0
8
【
D
［
！

吋
⊥
6
5
門
！
6

±
±
±
±
士

0
　
　
●
　
　

○
　
　

●
　
　
O

　4．6土　！．

ユ4．　1±1ユ．

29．2±　4．

48．　6±13．

22．　5±13．

8
8
門
’
8
喋
⊥

＊平均値±標準偏差

一8一



ッパでは泥炭浴として医療用に用いられているにすぎない．そのほかには乾

留試験，直接液化，活性炭製造，製紙原料，建築材料，アルコール原料，顔

料，タンニン剤製造などへの試みも行われてきているが，工業的に成功した

ものはない．

　泥炭は，その特性を十分に生かした利用がなされていない現状にあり，未

利用資源の一つに数えられている．したがって，わが国においても貴重なバ

イオマス資源とみなすことができる泥炭の付加価値を高め，資源として有効

に利用することが重要な課題である．

　本論文は以上の見地から，先ず泥炭中の主成分であり化学的に最も活性な

泥炭フミン酸の諸性質を解明し，次いで泥炭フミン酸ならびに泥炭を原料と

した新化合物の作成とその利用法につき研究を行った結果について述べたも

のである．
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　1）舟阪　渡，横川親雄，石炭化学（1964）共立出版
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　9）坂ロ　豊，　泥炭地の地学（1974）東京大学出版会

10）北海道泥炭地開発資料，北海道庁（ユ953）

11）佐々木満雄，泥炭フミン酸利用に関する基礎的研究p．7　学位論文
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　　一開発利用システムの研究報告書P．66（1985）
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15）近藤錬三，日土肥誌，隻L，136（1980）
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第2章　フミン酸の定義

　1826年　Spre盒齢ユDは腐朽した植物体からアルカリで抽出した黒褐色

の溶液に，酸を添加することによって褐色のゲル状沈澱物を得た．これを乾

燥して得た褐色無定形物質に，彼はブミン酸（Hu魏i織S老fure）という名称を与

えた．これ以来ブミン酸という言葉は多くの研究者により曖昧なまま使用さ

れてきた．すなわち泥炭，亜炭，褐炭，土壌及び腐朽木などに含まれ，アル

カリに可溶で，鉱酸酸性で沈澱する，黒褐色無定形有機物質をすべてフミン

酸と称してきたのである．

　Fischerら2）は石炭をアルコール・ベンゼン等量混合物で抽出した残渣から，

酸で加水分解してセルロース類：を除去したのち，アルカリで抽出されてきて

回訓酸性で沈澱する物質をフミン酸とした．また，フミン酸抽出残渣にlO

％苛性カリ溶液を加えて，5～6時間煮沸して溶出する物からリグニンを差

し引いた物をフミン頓首in）と称した．

　Oden3）はフミン酸抽出に当り，アルカリ溶液に酸を加え，酸性にしても沈

澱しない水可溶物質をフルポ酸（Fulvos翫re），フミン酸として採取したもの

のうち，アルほ一ル可溶部分をヒマトメラン酸（H孤at◎齢lans甑re）とし，ア

ルコール不溶部分をフムス酸（恥難uss翫re）と名づけた．

　S加ek矯）は「炭酸アルカリ可溶で，鉱酸酸性にした時沈澱する褐色無定形物

質のうち，水に不溶でベンゼンに不溶のもの」をフミン酸と定義しリグニン，

樹脂酸を除外している．

　Amoldら5）はヘミセルローズ，糖類，樹脂類，リグニン，タンニン，蛋白

等を除くため，盛酸処理，ベンゾール抽出，アルコール抽出をし酢酸ナトリ

ウム溶液：により抽出したものをフミン酸としている．

その後Souci，Geis6）は表2－1に示すように分類した．

一11一



表2－1　フミン酸の分類（Souci，Geis6））

溶　　液　　性

分類，名称

アルカリ アルコ

@ール

水 アセチルブ

鴻}イド

色

フミン 一 一 一 一 黒狭
　
義
　
の
　
フ
　
ム
　
ス

アルカリ不

n性のフミ

梼_

一 一 一 一 黒

広
　
　
　
義
　
　
　
の
　
　
　
フ
　
　
　
ム
　
　
　
ス

フムス酸 十
一 解膠 一 黒

ヒマトメラ

梼_

十 十 〃 十

褐

フモリグニン酸 十 十 〃 十 赤褐

随伴物 フルポ酸 十 十 十 十 黄

＋；可溶　　一；不溶
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　このような分類は一応可能であるが，不明確な点も多く，例えばフミンと

アルカリ不溶性フミン酸の区別あるいはヒマトメラン酸とフモリグニンなる

ものの区別なども曖昧である．このような区分は今日では，いわば抽象的概

念としてとらえるために利用されているにすぎない。

　農業土壌学（Edapholo齪）の分野においても，種々の分類法が用いられてき

ている．

　Simon7）は土壌から室温で水酸化ナトリウム溶液によって抽出されるのは主

に腐朽物質（Rotte－pr◎dukte）であるとした．さらにフッ化ナトリウムなど石

灰沈澱性アルカリ溶液で抽出されるものが主に腐植酸であるとし，このうち

pH4．0の酢酸塩緩衝液に溶解する部分が真正腐植酸（Echte　hu醗ins灘re）

で，不溶部分が腐朽物質であるとした．さらに，真正腐植酸のアルカリ溶液

にマグネシウム塩を加えて沈澱する部分をA型，転音部分をB型として分画

した．

　Springer8）はアセヂルブロマイドに溶解しないものを真正腐植酸とした．

またアルカリ溶液の吸光度を測り、波長400nmと800nmとの吸光係数

の比E8／E・が1．7～2．2を灰色腐植酸（黒土型真正腐植酸），3．0～

3．6をリグノ腐植酸，4．0～4．4をフモリグニン酸として分類した．

　熊田9）は，腐植酸のO．璃水酸化ナトリウム溶液の可視部吸収スペクトルの

吸収パターン，および400nmと600nmの吸光係数の差（∠ユQ麟値）

から，上記の分画法を修正してA型，B型，　Rp型（Si鵬onの言う腐朽物質：）

およびP型（Podzoユ土壌に多くみられる）に分類し，さらにP型はPo，　P

・，P軸・・，Pgなどに細分する方法を提出した．

　他方，このような分類がはたして必要であり意味があるかどうかという議

論もあり，混乱と誤解を引き起こすことを懸念する考えも存在する．フミン

酸という一般的な術語を保存し，元素組成や官能基量などの個々の特異性を

付することが正しいという意見もでている1巳〉．

一13一



　現在，慣用的に用いられている定義では，　‘‘1瓢水酸化ナトリウム程度の希

アルカリ溶液で抽出され，酸性にしたときにコ盗イド状沈澱として析出する

もので，水，アルコール，，ベンゼンに不溶なもの”がフミン酸である，こ

こでアルカリ溶液に酸を加えて酸性にした時沈澱しない水可溶性物質をフル

ポ酸と称し，さらに水には溶けないがアルコールに溶ける物質をヒマトメラ

ン酸と称する．さらに石炭化が進んだと思われる物質で，上記希アルカリに

は溶けないが10％程度の苛性アルカリに溶出し，また酸化剤で処理すると希

薄なアルカリに溶けるようになってフミン酸に戻る物質をフミンまたはブミ

ン質と称する．フミンから酸化によって得られるブミン酸は再生フミン酸と

呼ばれるが，この時酸化剤に硝酸を用いるとニト雛基が導入されるのでこれ

をニトロフミン酸と称している．これに対して，酸化処理を行わずに得られ

るフミン酸を天然フミン酸と称することもある。また必要な場合には原物質

名を付して，泥炭フミン酸，亜炭フミン酸，土壌腐植酸（土壌フミン酸）あ

るいは海；洋フミン酸などと区別する用法もしばしば用いられている．

　本研究では，ヘミセルローズ，糖類，樹脂類，リグニン，タンニンおよび

蛋白などの混入を防ぐため，Amold法5＞に準拠して，泥炭を塩酸処理後水酸

化ナトリウム溶液で抽出して粗フミン酸を得たのち，アルコール，ベンゼン

で抽出した残渣から酢酸ナトリウム溶液で抽出したものを泥炭フミン酸とし

た．
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第3章　　フミン酸に関する既往の研究

　フミン酸は，植物体から石炭の生成する過程の初期における生成物質であ

り，石炭の本質であるフミン質はこれを出発物質として生成するものと考え

られている．したがってフミン酸の研究は，石炭生成過程並びに石炭の化学

構造解明の上で重要な課題とみなされている．それ故石炭化学あるいはそれ

に関連する基礎的有機化学の分野での研究が多く行われている．

　一方，農業土壌学の分野でも，土壌有機物質中で重要な役割を果たす活性

物質として注蟹されており，土壌腐植酸あるいは土壌腐植物質に関する研究

が多く行われており，それに関する成書も多い控2）・鉢4）．

　泥炭フミン酸は，狭義には石炭フミン酸および土壌腐植酸に含まれない場

合が多いが，研究者によっては上記分野の研究で試料の一部に加えて取り扱

っている場合もある．しかしながら泥炭フミン酸のみを対象とした研究は，

石炭及び土壌フミン酸の研究に比較して非常に少ない．

　1920年頃，Fischerら5）は種々の石炭中の天然フミン酸と再生フミン酸

の示成分析及びメトオキシル基量，ならびにリグニン根源物質の泥炭ブミン

二刀の層別変化，さらに天然フミン酸にセルローズ根源のフラン構造が認め

られないことなどを論拠に，石炭のリグニン根源説を提唱したことは有名で

ある．彼らはその後活性基の定量法，各種試薬による分解反応と生成物の研

究など多くの発表があるが，その研究結果は未完成の物が大部分を占め，フ

ミン酸研究の困難さを示している．

　1920年代後期には，紙Fuchs＄）とその一派の亜炭フミン酸や一一部には泥

炭フミン酸を含めての抽出法，酸化分解生成物の成分検索など広汎にわたる

研究があり，遂にはフミン酸の構造式の提出まで行っている．　彼の著書

Die　Che姫e　der　Kohle（1931）は多くの石炭研究者らの手引とされたことも
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あったが，後に多くの欠陥が指摘されており，構造式も現在では全く否定さ

れている．

　1930年代はフミン酸の採取，分別法の研究が行われ，S加◎n7）やSpria

解r8＞などの分画法が提唱された．そのほかの分離，分析法やそれらの比較に

関しての研究がなされた9＞麗）．一方，不均一物質としてのフミン酸を取り扱

っている今までの方法論に対して，比較的“pure”なフミン酸として，単純

な物質から出発した合成フミン酸（入工フミン酸　：Artificaユh疑証。　acid

ともいう）の製造および合成品と天然フミン酸との比較研究が行われるよう

になった．このような研究に関してはJOdl！1）の総説によく述べられている。

ここで用いられた合成フミン酸の出発物質は大部分フェノール類，キノン類，

アミノ酸類および糖類で，酸またはアルカリを縮合剤として，加熱縮合した

ものが多い．これらの研究は1950年代以後においてもしばしば見かけら

れる12）一3＞・14＞。しかしながら合成フミン酸と天然フミン酸は類似点はあっ

ても本質的には異なり，必ずしも成果があげられているとは言えない．

　1934年頃，Bユagoveschenski15）d6）は植物中のフミン酸が養分吸収促

進効果や成長促進効果の有ることを報告してホルモン的作用を示唆した．以

来多くの生化学者による研究が行われるようになった．なかでもE磁ersら17

）コ8）の研究は特に有名であり，多種類のフミン酸の生理活性やコロイド的性

質の比較力疹，リグニンとの近縁性の指摘やフミン酸生成過程まで言及して

いる．それらの研究は，Ba盒gha温の著・書PrOgress　in　C◇a！Science（！950）に

よく紹介されている．その後も種々の生理的活性作用についての研究が続け

られ，栄養元素や微量金属の活性化作用ig＞，細胞分裂などにおける生理学的

効果2馨），土壌申での微生物の硝化阻止機能などがSteelhkのEncycユope－

dia　Of　Poユy聡r　Science　a盒d　Technoユ。離．VOL7（1967）に収められている．

　動物に対する生理活性についての研究も中国で行われており、胃潰瘍2D，

急性胃および十二指腸出血22）についての治療効果などが報告されている．
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　フミン酸の化学構造に関する研究も多数行われてきているが，いまだに明

確にされているとはいえない。そのうちフミン酸の元素組成については，多

くの報告があるがその値は比較的類似している．Schnitzer23）のまとめたとこ

ろによると　C＝53．8～58．7％，H＝3．2～6．2％，○＝32．3～

38．3％，N＝0．8～4．3％，　S＝O．1～1．5％の範囲にある．また官

能基の平均値は表3－1のようになっている．酸性基の定量法は種々報告さ

れているが，処理するアルカリの濃度によっては必ずしも同一結果を与えな

い．官能基中に含まれる酸素原子は全酸素数の約50％であり，その他にエ

ーテル結合あるいは複素環構造をとるものが存在すると考えられている．

　届出構造の推定のため，分解生成物

の成分検索を行った研究は非常に多い．　表3－！　フミン酸中の官能基量

それらの方法の代表的なものとして，

酸による加水分解2職2s）アルカリに　　　官能基量　　　　侮eq／g）＊

よる加水公田2肌27＞及びアルカリ過

マンガン酸カリ28N29＞，過マンガン

酸カリ32）・3D，硝酸32）・331，過酸

化水素34）などによる酸化分解があげら

れる．いずれの分解物もベンゼンポリ

カルボン酸やフェノール類を主体とし

た生成物が得られ，基本的には芳香族

構造であることが認められる。たとえ

ばHansenら29＞はアルカリ性過マンガン

酸カリを用いた温和な酸化で，o，　m，

全酸性基

カルボキシル基

フェノール性　0－H

キノン型　C＝0

ケトン型　C二〇

メトオキシル基

6。7

3．6

3．9

　
9

　
20．6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　（車乞量基準）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　p一ベンゼンジカルボン酸，ベンゼ

ントリカルボン酸およびベンゼンヘキサカルボン酸を分離確認した。　それら

の収量は原フミン酸に対し4．3％を上回ったと報告されている．また甑anら

3Pはメチル化して芳香環のOH基をブロックしたフミン酸の過マンガン酸力
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リ分解生成物から，ビフェニール構造を持つジヒド覆ジベラトリック酸を確

認した．さらに33％の収率で得た生成物の組成は，63％のべンゼンカル

ボン酸類と32％のフェノール類のほかに脂肪族カルボン酸はわずか5％で

あった。樋ロ28＞は亜炭フミン酸を10％硝酸で酸化し，p一三キシベンズァ

ルデヒド，3一ニトロー4一オキシベンズアルデヒド，4一オキシイソフタ

ル酸，m一オキシ安息香酸，3一ニト這一4一オキシ安息香酸を得た．更に

フミン酸の陽イオン交換能や芳香族ジアゾニウム塩とのカップリング生成物

の性質などを調べ，フミン酸の母核構造は縮合芳香族構造ではなく，芳香族

環はいずれも単環であって，フェニルプ滋パンを基本体とするリグニンの化

学構造に類似しているとした35）．これに対し村井ら36＞は，泥炭フミン酸を

Adk短s触媒を用いて水素化分解し，その生成物を説水素して1．R。スペクトル

によってその構造を調べ，フェナントレン程度の縮合芳香族環が存在すると

している．

　Cheshireら24）やHansenら37）は亜鉛末蒸留法により母核構造の検討を行っ

ている．前者は泥炭フミン酸，後者は土壌フミン酸を用いて行った結果，そ

れぞれ3％と1鶉の収率で還元生成物を得ている．その中から，Cheshireら

はピレン，ペリレン，ベンゾフルオレン，トリフェニレン，クリセン、1，1

2一ベンゾペリレンおよびコロネンなどの多門縮合環を確認したとしている．

またHaRseRらも，アンスラセン0．17％，ピレンQ．13％およびペリレン

○．2％などを得た．彼らはこれらの結果から、フミン下中にはかなり大きな

多環芳香族骨格が存在すると主張している．しかしながら，フミン酸のよう

な35％以上も酸素原子を含む物質を強力な還元分解をした場合には，分子

転位ならびに縮合によって多環芳香族が副生する可能性もあり，フミン酸構

造中の縮合環について簡単に結論を下すことはできないと考えられる．

　1950年頃から，石炭の化学構造の解析について統計的にみた総括的な

把握をする方向がvan　Kreve1磯38＞らによって示され、強力に進められてきた．
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原子比などのプアクターを用いた解析は，大胆な仮定や省略を取り入れて石

炭構造を模型的，概念的にとらえ，平均構造なる考え方を導入した斬新な方

法である．その後，醐Rなど新たな分析機器の発展に伴い、1960年Bro瀦と

Ladner39）はそれらのデータを駆使した各種結合形態の水素含有量と元素分析

値をもとに，平均構造単位に関する三つの構造指数（構造パラメーター）を

提出した。この手法はさらに武谷ら4駄4Dにより置換基の内容に関するパラ

メーター設定へと発展した．これらの手法による石炭類の有機溶媒抽出物の

構造解析に関する多くの報告が行われてきている．しかしながらフミン酸に

ついての研究は行われていなかった．その理由は，酬R測定にあたりフミン酸

を溶解する良好な有機溶媒がなかったことと，Bro鼎一Ladnerの解析法はフミ

ン酸類にはそのまま適用できないためである．すなわち上記の方法は，酸素

含有量の比較的少ないものが対象であって，フミン酸のように炭素が少なく

酸素が非常に多い物質を対象として用いられないためである．そこで筆者は，

官能基量などの化学的分析値と量論的および統計的仮定の両方を設定して，

Br傭n－Ladnerの構造指数を求め，泥炭フミン酸の平均構造単位を報告してい

る42）。その詳細については本文で述べる．

　フミン酸の物理化学的性質の特徴についても種々の報告が行われている，

陽イオン交換特性あるいは各種金属との錯体形成について多くの研究が行わ

れた．Kaharenk♂3＞は各種金属との反応性をしらべCu2＋との強い反応性を

指摘した．銅とフミン酸との作用に関する多くの報告もある．Beck磁th45）は

2価金属塩との安定性はhvin目垢1ユi服sの序列に従ってPb㍗＞Cu匹＞

Ni2＋＞C◎2÷＞Zn2ゐ＞Cd2↓＞Fe㍗＞Mn2÷＞Mg2÷の順序であると

している．しかしVanDi諏46｝は　pH5．○では　Ba匹くCa餌くMg
2÷ モln2＋＜Co2＋＜Ni2＋＜：Fe匹およびZn2＋の順序でほんのわずか増

加するだけで，さらに　Pb2＋＜Cu餌く：Fe㍗の順序であったと報告して

いる．またフミン酸はFe斜をFe2＋へ還元する作用があることもわかって
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いる4マ）。このようにフミン酸は重金属と強い反応性を示すが，泥炭について

も高い地球化学的濃縮係数　G．E．　F（Geoche姐caユE解ich憩eRt　Factor）を

有することが調べられUO22㍉VO2㍉：La㍗などについてはG．　E。　Fは

104オーダーであることが報告されている48｝．その他有機化合物を吸着す

る性質があり，特に2，4－D，DDT，　PCB，ビピリジリウム（パラコー

トなど），トリアジン，アトラジンなどの殺虫剤，除草剤に対して吸着安定

化3）酒9）や分解促進5勝などの相互作用が調べられた．このようにフミン酸は，

環境科学的見地からも注目を集めている．特に海洋環境中での金属や農薬な

どの有機物の移動，濃縮，蓄積及び海洋プランクトンに対する成長促進効果

などが研究されている51｝縛2♪、この場合対象としては，主に海底堆積物から

得られたフミン酸であり海洋フミン酸（馳rine　hu短。　acid）として取り扱われ，

その化学的性質や構造に関する報告も多くなってきた53L54）．これはアルカ

リ溶液が緑色の色調を帯び，410日目付近に特有な吸収を示すことから，

ポルフィリンあるいはその変成物が含まれるものと考えられるが，JacksOn

細は海洋フミン酸が石油の前駆体ではないかと推測している．このように海

洋フミン酸には動物体からの爽雑混入物が含まれている可能性があり，泥炭

フミン酸とは異質な点が多いと思われるが，それらの研究の方法論や知見を

対比して考えることは有意義であろう．

　そのほかにフミン酸の化学的性質，構造に関する研究は続けられてきてお

り，その概要は本田ら昏6＞や大内珊の総説で紹介されているが，特記すべき

成果はみられない．最近の新しい分離法，機器分析あるいはそれらを組み合

わせた研究も行われてきている．ゲル濾過法の試みもその一つであり，報告

も多い58）・59）・働。しかしながら溶出パターンが一般に明確なピークとして

示されず，ゲルや溶媒の種類，分画方法など様々であり，フミン酸がどのよ

うに分画されているかは得られた情報をもとに整理されるに至っていない．

また最近はIR61＞・62），13C一剛R63）・64），固体13C一醐R65｝およびε諏66）など
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からも種々の知見が得られるようになってきている．

　フミン酸は性質の類似した一群の化合物の複合体であることは明白である．

そしてかなり高分子的性格を有しており，有機化学的手段による研究の対象

としては極めて取り扱い難い物質である．種々の手法で確認された部分的構

造や各種崩壊生成物の検索からも，フミン酸の本質的構造との相互の関係が

難解であり，真の有機化学的意味での化学構造などその本質は現在なおほと

んどわかっていないと言わざるを得ない．

　利用法に関する従来の研究は，1940年以前については小林の著書67）で

かなり広汎にわたって蝕れられている．もっとも多くみられるのは乾留によ

る生成物に関するもので，50編を超える文献，特許が紹介されている．

　泥炭は，燃料としては数百年前から用いられ，低硫黄の特殊冶金用コーク

ス68）などとしても使用されていたが，石油エネルギーに取り替えられ，現在

ではソ連，アイルランド，フィンランド3国でわずかに用いられているにす

ぎないが，最近再び見直されつつあり，各種利用技術の研究が行われている

691．，72ナ

　ユ8世紀の初めから記録があるといわれている家畜用敷藁としての利用は，

吸水力，殺菌力及びアンモニア，硫化水素の吸着力などの面で優れているた

め7D19世紀末に企業化されている？2’．また，家畜用飼料成分の吸着剤と

しても用いられ，わが国では唯一の実用例として東圧ビートケミカル（株）

が洗浄分離法で繊維質を分離して年間4，000トンの規模で生産している

eg＞．また，畜舎やし尿貯溜タンクの脱臭装置に，バイオフィルターとして利

用することがドイツで行われており，微生物の生息，活動し得る材料として

北海道の繊維質泥炭を原料とした，脱臭用バイオフィルターについての研究

もされている73）．これらに利用する泥炭は，繊維質の多いものが適するため

高位泥炭が用いられるが，1章で述べたように，北海；道における高位泥炭地
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の面積は全泥炭地の18％にすぎないため，資源的には限定される．

　泥炭を肥料として利用する研究も古くから行われている。泥炭申の窒素は

おおむね1．5％以下であり，そのままでは炭素源やフミン質供給源として

の効果しか期待できない．そこで窒素を増加させることを目的とした研究が

進められてきた．SchoUらマ4＞は泥炭とアンモニアを高温高圧下で処理して窒

素量20％のものを得，Davisら75）は炭酸ガスとアンモニアを加え100気

圧，160℃前後で処理して窒素量27～30％のものを得ている．アンモ

ニアと反応する成分がフミン酸である？6）ことから，フミン酸増加とアンモニ

ア化反応を同時に行わせるために，斉藤ら77）は30気圧又は常圧でアルカリ

湿式酸化あるいは，空気一アンモニアによる乾式酸化などを試みている．佐々

木78｝は常圧でフミン酸を増加させるため，硝酸，オゾン，空気その他を用い

た酸化法を比較検：討した結果，硝酸酸化が最適であるとし，つづいてアンモ

ニア化して窒素量10％のものを得ている．また液体アンモニアによるアン

モニア化反応も多く行われているが，反応速度が非常に遅いことが報告され

ている79）．

　フミン酸のイオン交換能と表面吸着特性を利用した金属補集剤＄㈲や廃水処

理剤8D・82）への利用の研究も行われている．そのほか土壌改良剤＄3）～86㌧

ボーリング用泥水調整剤e仙a6）～S9＞などのコロイド的性質を利用した用途

が開発されつつある．

　ソ連では，泥炭からオゾン酸化によって得た酸化フミン酸成長調整剤（Oxy

h照ate）の試験が行われ，植物成長ホルモンのユ種ヘテロオーキシンと同等の

効果が確認されたといわれている9㊧．

　現在，世界的に最も多く泥炭が使用さ卸ているのが農業，園芸分野である．

その用途をアメリカの1981年の例で示すと，年間75万トンのうち造園，

緑化用が40万トン，次いで鉢埴土12万トン，育苗用6万トン，ミミズ培

養土，ゴルフコース（芝の下），混合肥料，草花の包装材，発芽用床土，マ
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ッシュルーム培養土，野菜栽培用の順となっており68㌧

効に利用されている現状ではない．

工業的原料として有
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第4章　本研究の目的及び範囲

　泥炭は一部で園芸用肥料や燃料として利用されているほかは，ほとんど有

効撃手用法が見いだされていない，その原因の一つに，泥炭の主要成分であ

り，化学的に最も活性である泥炭フミン酸の性質，構造などが今日まだ十分

に明らかにされていないことがあげられる。

　フミン酸の研究は多岐にわたって行われてきてはいるが，褐炭（亜炭）か

らのフミン酸あるいは再生フミン酸を対象としたものが圧倒的に多く，また

土壌フミン酸についての農業土壌学の分野の研究は主として農業の現象面か

ら行われてきている。泥炭フミン酸は，それらに比べて専門の研究者も少な

く，報告も数量的に劣るうえに，石炭フミン酸や土壌フミン酸と比較すると

物性としての相違点も少なくない．さらにわが国の泥炭資源（北海；道）のう

ち，その70曾6は繊維質が少なくフミン酸類の多い低位泥炭であることを考

慮すると，その利用のためには主成分たる泥炭フミン酸とフミン質の諸性質

をさらに解明する必要が生じてくる．

　本研究では，先ず泥炭フミン酸の物理化学的特性及び構造についての研究

を行い，続いてフミン酸ならびに泥炭と各種試薬との反応性について検討し

た．特に，既往の研究の中では非常に僅かしか行われていない各種有機試薬

との反応を検討し，さらに得られた新化合物の特性とその利用法についての

研究を行っている．

　本研究は，第2編rフミン酸の性質と構造」及び第3編「フミン酸の利用」

とによって構成している．先ず第2編では，泥炭からフミン酸の抽出方法の

改良によるフミン酸の改質や還元法等の化学反応及び電導度滴定・NMR等

の機器分析法を用いて泥炭フミン酸の性状についての研究を行っており，つ

いで第3編においては泥炭中のフミン酸増加を目的としたフミン酸製造法の
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開発をはじめ，各種試薬との反応生成物の特性を調べ，付加価値の高い泥炭

の利用法開発を目的とした研究を行ったものである．

　第2編第1章は，泥炭フミン酸の抽出法の改良を目的として研究を行った．

凍結処理によるコロイド破壊を利用して，操作時間を従来法より大幅に短縮

すると共に，低温乾燥を可能とした．これにより，ブミン酸は有機溶媒に対

する溶解性が向上し，三H醗Rの測定が可能となるなど構造解析等の適用範囲

が拡大した．

　第2門門2章では，フミン酸の可視吸収スペクトルの特性をアルカリ溶液

とD．擁．F．溶液と比較して検討した．前章の抽出法を繰り返したフミン酸の

アルカリ溶液のスペクトルは一定であり，泥炭フミン酸がスペクトル的に純

粋であることが確認された．しかしフミン酸のアルカリ溶液は，アルカリ濃

度により吸光度が変化し，紫外線と酸素の相互作用で退色してその安定性が

結合金属量に影響されることを明かにした，フミン酸のD．歎F溶液は，退色し

難く，Beerの法則に良く一致したことから，　D．紘Fはブミン酸比色定量用溶媒

としてアルカリよりも優れることを見出した．

　第2編第3章は，泥炭フミン下中の全カルボキシル基とフェノール性水酸基

の分別定量法として，アルカリ溶液を酸で逆滴定する電導度滴定法を開発し

た．従来のけん化法（恥a！dini法い）と比較して，操作の簡易化と時間の短

縮及び精度の向上を計った．

　第2編第4章は，泥炭フミン酸の化学構造中のラクトン構造の検討を行っ

た．エステル化反応やアンモニア化反応に対する反応性と生成物の醐R所見及

び前章の結果などを総合して，イソクマリン型ラクトン構造が存在すること

を明らかにした．

　第2編第5章は，フミン酸の化学構造解析に従来行われなかった1：H醐Rを

始めて適用し，化学的分析法を併用して量論的に考察した若干の仮定を導入

してr構造パラメーター」2）を求め，泥炭フミン酸の平均的基本構造単位を
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推定した．

　第2編第6章は，泥炭フミン酸の芳香事例核構造について，亜鉛末蒸留法

による還元生成物の検索・定量から検討した．アントラセン以上の多環芳香

族化合物の生成率を，ベンゼン誘導体やクマリン誘導体などの標準試料と比

較検討して考察した．

　第2編第7章は，泥炭フミン酸からアマルガム還元によって還元フミン酸

を得て，初めて！3C襯Rの測定を可能にした。この結果とユH遭隙を併用し

て仮定を減じて精度の高い構造解析を行い，第5章の「構造パラメーター」

解析法による芳香族炭素率や芳香族縮合度を比較検討した．

　第3編第ユ章は，泥炭ブミン酸のスルホン化反応及び生成物のイオン交換

性と吸着特性を検討した．活性炭状の生成物が得られ，各種溶媒に対する不

溶化の目的が達成されるとともにイオン交換容量の大幅な増加が確認された．

また，水中の水銀（E）に対して優れた吸着能力を有することが見出された．

さらに共存イオンの影響や再生条件等の検討を行った．

　第3平中2章は，泥炭のスルホン化を検：賑した．BF3触媒下で活性炭状

の生成物を得，活性炭と比較して，メチル水銀及びアンモニアやトリメチル

アミン等の塩基性ガスに対する優れた吸着能力が見出された．

　第3編第3章は，フミン酸を製造するため，泥炭の二酸化窒素ガスによる

乾式酸化法の開発を行った．本法は，収率・フミン酸含有量等で従来の方法

にまさり，酸化剤の楯環使用が可能で廃液処理が不要など多くの利点を持つ

ことを明らかにした．さらに反応機構について，球状核反応モデルに適用さ

れるJander式3）を用いて検討を加えた．

　第3編第4童は，前章で製造した高フミン酸含有酸化泥炭の脱臭剤として

の特性及び利用法について，市販の土壌有機物系脱臭剤及び活性炭と比較し

てアンモニア及び硫化水素を対象として検討した．特に湿潤条件下でのアン

モニアに対する高い脱臭能力を見いだした．また，鉄添着の効果を調べた．
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　第3編第5章は，3章で製造した酸化泥炭のアンモニウム中性塩によるリ

ン酸肥料固定抑制効果を，ゲル状水酸化鉄，ゲル状水酸化アルミニウム及び

粉状炭酸カルシウムを対象に市販のニトロフミン酸アンモニウム塩と比較し

て検討した．

　第3編第6章は，酸化泥炭のアンモニア化による高窒素量有機質肥料の製

造を目的として，気相アンモニアとの120～200℃での反応特性を検討した．

酸化泥炭は，反応が容易で優れた窒素肥料となり，反応条件の設定によって

速効性と遅効性窒素の含有比率やC／賛比の調整が可能であることを確認した．

　第3下下7章は，フミン酸と有機猛素系除草剤rリニュロン」ならびに重

金属との相互作用について検討した．フミン酸及び土壌への「リニュロン」

の吸着機構に関して，従来のキレート説幻と物理吸着説臼とを比較して薯者

の考えを論じた，

　第3編第8章から第11章までは，酸化泥炭を原料とした機能性樹脂の製

造方法と樹脂の特性及び利用法を検討した．

　第8章は，まずフミン酸とエピクロルヒドリンの反応を検討し，つづいて

酸化泥炭を原料としたエポキシ樹脂の合成を行い，硬化剤との反応によって

熱可塑性樹脂を製造した。

　第3三門9章は，ポリアミド樹脂の製造及びその陰イオン交換性樹脂とし

ての特性を検討した．また1一イオン共存下で水銀（II）に対する優れた吸

着能力を持つことを明かにし，その吸着機構に関する論議を展開した．

　第3編第10章は，有機水銀の吸着剤としてチオエステル樹脂の製造を行

った．樹脂は，吸＝着速度が速いなどの特徴が見出だされたが，吸着容量が小

さいために，製造方法や反応条件の調整に一層工夫が必要なことがわかった．

　第3編第ll章は，サルファイド型樹脂の製造とその水銀（11）に対する

吸着特性を検討した．可塑性を有する樹脂が得られたが，それの水銀（II）

に対する優れた選択的吸着能力と大きな吸着容量を持つことを明かにした。
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また，ハ獄ゲンイオンにより，水銀の吸着にいわゆるアニオン効果が顕著に

認められたが，これについての考察を加えた．

　第3編第12章は，前章で製造したサルファイド型樹脂の水銀に対する選択

的吸着特性を利用して，水申の微量水銀定量用捕集濃縮剤として応用した。

水銀（II）のO，5ppb及び0．05ppb溶液から捕集濃縮し，黒鉛炉ミニチュアカッ

プ・偏光ゼーマン原子吸光光度計を用いる固体試料直接加熱分解法による分

析法への応用について検討した．

　第4編は，以上の研究の結果と結論を要約して総括としてまとめた．
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第2編　フミン酸の性質と構造

第1章　泥炭フミン酸の抽出法引

1－1　緒　言

　フミン酸の抽出法としては，FischerらPが石炭に適用した方法が最も一般

的に用いられている。その基本的操作は，酸処理で加水分解生成物を除いた

のち，1％の水酸化ナトリウム溶液を用いて抽出して，塩酸酸性にして沈澱

物を得る方法である．このとき，カルシウム，鉄，アルミニウムなどフミン

酸と結合している金属の混入を防ぐため，フッ化ナトリウム2’，ピロリン酸

ナトリウム9，炭酸ナトリウム4＞，及び酢酸ナトリウム5｝などを使用する改

良法を用いる場合もある．いずれにしても，アルカリでフミン酸を溶解抽出

し，酸で中和して遊離フミン酸を得る工程が含まれるが，この遊離フミン酸

はゲル状物質であるために，濾過，水洗，乾燥が困難であって，抽出過程に

おける操作上の大きな障害となっている．また，乾燥を早めるために高温で

処理すると，70℃以上でフミン酸が熱的変化を受ける性質があることが指

摘されている．これらの問題を解決するために，本章では凍結処理による遊

離フミン酸コロイドの破壊を利用して，フミン酸抽出操作方法の改良を行う

ことを目的とした，

1－2　実　験

一34。



　ユー2－1　フミン酸抽出法

　泥炭からのフミン酸抽出にあたっては，ヘミセル灘一ズ，樹脂，タンニン，

蛋白およびペクチンその他の混入を防ぐ必要がある。そのためには，Amold

ら5）の方法が最適と考えられる．その抽出操作法をFig．1－1に示した．　ま

ず，ユ05℃に乾燥した粉末泥炭を2％塩酸で処理して可溶性金属，ヘミセ

ルローズ及び加水分解生成物等の水溶性物質を除去する．次に，ソックスレ

ー装置を用いてベンゼン抽出を行い樹脂，ろうなどを除き，続いてエチルア

ルコール抽出によってタンニン，高級アルコール，アルカ毎イド及びヒマト

メラン酸などを除いたあと，熱水抽出で糖類，ペクチン，蛋白及びフルポ酸

を除いた残渣から，1％酢酸ナトリウムによる抽出を2回繰り返し，塩酸で

中和してフミン酸の沈澱を得る．

　本研究では，Amoユdらの方法に準拠して，最も効率的抽出法となるように，

Fig．レ2に示す操作手順に改良した．すなわち，泥炭から塩酸可溶灰分および

ヘミセルロースなどを除く目的で2％塩酸を用いて加：水分解を行い，処理後

濾過，水洗を行う．この操作はブフネルロートで容易に行われる．つぎに，

ユ％水酸化ナトリウムを用いておおまかにフミン酸を抽出して粗フミン酸を

繊維質などと分離する．この場合には，抽出の迅速化を目的としてテフロン

製濾布で濾過を行って，抽出液と残渣とに論断する．抽出液を塩酸で中和し

てフミン酸を沈澱させるとともにフルポ酸などを分離する．これを八過，水

洗，乾燥して粗フミン酸を得る．このものには細かな繊維質などが混入して

はいるが，容量は通常泥炭の1／3程度になるため，以後の抽出操作で使用

する溶媒，試薬量や操作時間などが，泥炭を直接処理するAmOユd法よりも：大

幅に軽減することが可能になる．次に，粗フミン酸から，樹脂，ろう，脂肪，

タンニン，高級アルほ一ル，アルカロイド及びヒマトメラン酸などを除去す

るために，エタノール・ベンゼン（工：1）混合溶媒で，ソックスレー装置

を用いて抽出を行った後，3％酢酸ナトリウム溶液で再抽出する．この抽出
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液を遠心分離器にかけて灘過性を向上させてからブフネルロートを用いて濾

過し，濾液を塩酸で中和して，遊離ブミン酸を沈澱させ，濯過，水洗，乾燥

して精製ブミン酸を得ている．

　本実験の試料泥炭は，北海道豊富産高位泥炭を使用した．

　1－2－2　凍結処理方法

　遊離フミン酸をブフネルロートを用いて吸引澄過するとき，含水率約80

0％（乾量基準）程度までには比較的容易に濾過できるが，それ以下の水分

にするのに非常に時間がかかる．さらに，Cl槽イオンの無くなるまで水洗す

るのが困難であって，100gのフミン酸の水洗に3日ないし・4日かかるの

が普通であり，抽出工程が律速となっている．そこで含水率800％程度（

濾紙上に厚さ約3Cmのゲル状沈澱が得られたとき濾紙ごと更新すると濾過

効率がよい）のものを3×5×5c凱ほどのブロックにしてポリビーカーに

移し，所定温度で一定時間凍結させたのち室温に放置して縛してから，ブフ

ネルロートを用いて濾過する方法を用いた．

　凍結処理温度は，一10，一20，一30℃の3条件で比較した．

　凍結時間は，冷凍機に試料を挿入していた時間であらわし，最高12時間

まで処理した．

　1－2－3　フミン酸の乾燥曲線及び蜜蜂熱分析（DTA）曲線

　凍結処理フミン酸及び常法フミン酸の乾燥曲線の測定は，フミン酸20g

をアルカリに溶解し，塩酸で中和して遊離フミン酸としたのち，漣過して，

直径ユ2cmのシャーレ中に移して，100℃と70℃の恒温乾燥器中で乾

燥し，一定時聞毎にその重量変化を秤量して作成した．

　示差熱分析曲線の測定には，凍結処理をしたフミン酸をアセトンで脱水し，

減圧下で室温で凍結乾燥機により72時間乾燥した試料を用いた．150メ
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ッシュに粉砕した試料ユ00mgをα一アルミナ申に加え，島津製作所製D

T一ユ0型自記示差熱測定装置を用いて，5℃／minの昇温速度で空気雰

囲気中で測定を行った．

　1－2－4　酸性基の定量

　フミン酸中の酸性基として下記の項目について定量を行って比較した．

　試料は，1－2－3の実験に供したものを使用した．凍結処理フミン酸は

70℃で2時間乾燥した試料を用い，常法によるフミン酸は70℃で13時

問乾燥した試料を用いた．

　（1）　全カルボキシル基及びフェノール性水酸基

　　恥aldi漁法7）をもとにして定量した．すなわち，60メッシュに粉砕し

た試料約O．5gを精秤し，還流冷却器付フラスコ内で○．2Mアル滋一ル性

水酸化カリウム溶液25ml中に分散させ，湯浴上で1時聞反応させてけん

化を行い冷却後濾過し，沈澱を80％エヂルアルほ一ルで洗浄した．濾液と

洗液を合し，フェノールフタレインを指示薬として，0．！M猛酸で滴定し

て未反応の酒精カリ量を求めた（第ユ段滴定）．次に濾紙上の沈澱を濾紙と

ともに80％エチルアルコール50ml中に分散させ，かきまぜながらCO

£ガスを25分間通じたのち濾過し，沈澱を80％エチルアルコールで洗浄し

て，フェノール性水酸基から遊離する炭酸カリウム量を，プロムクレゾール

グリーンを指示薬として0。1M癌酸で滴定して求めた（第2段滴定）．

　上記の反応は次式で示される．

2恥m＜細帯OH照・H血騨

2翫m
ｮ二〇K繊・＋い）K・H一…ユ）
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　　　2恥m＜：豊OK＋c一濾○巳

　　　　　　／COOK＋瓦Cα＿＿，＿2）
　　　　2Hum　　　　　　＼OH

l），2）の反応式に基づき，全カルボキシル基およびフェノール性水酸基

量を求めた．

　（2）　イオン交換性カルボキシル基

　試料約○．3g秤取し，還流冷却器付フラスコ内で，0．　IM猛化ナトリウ

ム溶液25ml中で1時間還流加熱し，冷却後濾過した濾液から20mlを

とって，フェノールフタレインを指示薬として0．lM水酸化ナトリウム溶

液で滴定した。

　別に試料約0．3gを秤取し，上記装置内で蒸留水25mlを加えて1時間

還流加熱し，同様に濾液の20mlを0．1M水酸化ナトリウム溶液で滴定

して空試験値とし，両者の差からイオン交換性カルボキシル一一を求めた。

1－3　結果及び考察

　1－3－1　凍結処理による水分：量の変化

　含水率80Q％（乾量基準）前後のゲル状フミン酸を凍結処理したのち，

室温で濾過した．この時ブミン酸の粘性が著しく減少し，小さな粒状になっ

て濾過が非常に容易になった．従って水洗も簡単となり，20gのフミン酸

の処理では，解凍結後の濾過も含めて30分程度で完全にCl”イオンを除く

ことができた．

　各凍結温度及び時間について検討するため，濾過したフミン酸の含水率を

測定して，Tabユe　1－1に示した．
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　この結果，凍結温度の影響はほとんどみられず，含水率は処理前の1／5

～1／6になることがわかった．凍結前の含水率が高い試料は，，凍結処理後

の含水率が高くなる傾向が明らかにみとめられる．また，凍結時間の影響も

ほとんど無いことがわかった．この凍結処理はフミン酸の含有水を凍結させ

るだけで良く，凍結後長時間経過しても余り変化が無いものと思われる．従

って，低温で処理するか，小さなブ江ックにすることにより，短時間で処理

が可能となる．ブフネルロートでゲル状ブミン酸を濾過したとき灌紙ごと凍

結させると，ブミン酸と濯紙の分離が容易となり，かつフミン酸の損失を少

なくすることが出来ることがわかった。

　ユー3－2　フミン酸の乾燥曲線及び示差熱分析（DTA）曲線の測定

　凍結処理をしたフミン酸と常法で得たフミン酸の乾燥曲線をF越．1－3に示し

た．この結果，凍結処理したブミン酸は常法フミン酸に比べて乾燥し易く，

常癌フミン酸の乾燥速度が100℃で12，69／hr，70℃では8．39

／hrであるのに対し，凍結処理フミン酸の乾燥速度は100℃で28．Og

／hr，70℃では2L6g／hrで，工00℃の時は2．2倍，70℃の

時は2．6倍の乾燥速度であることがわかった．

　乾燥後のフミン酸の性状は，常法の場合不定形固体であるが，凍結処理フ

ミン酸は約16～30メッシュの比較的揃った粒状物質になった．

　次に，フミン酸の熱的変化特性を調べるため，DTA曲線を測定した．

アセトンで脱水し，凍結乾燥したフミン酸のDTA曲線をFig．1－4に示した．

　フミン酸の熱分解反応は，逐次，重畳して起こることが特徴で，明確な一

定の温度で特定の反応が起こることは期待し難いと考えられている8》。特に，

空気雰囲気中では酸化反応が伴い一層複雑となることが予想されるが，実際

にFig．1－4では，工70℃付近から始まる平坦な発熱ピークと300℃付近に

極：大を持つ一連の発熱ピークがあり，酸化などの発熱反応が起こっているこ
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とを示している．一方，本研究でDTA曲線として注目するのは，吸熱反応

である．吸熱は130℃付近にピークとして現れているが，小さいながらも

70℃付近でも吸熱が起こっていることを示している．さらに，別の実験を

行った．すなわち，フミン酸20gをアルカリに溶解して酸を加えて沈澱さ

せて濾過した未乾燥の湿った試料を，ユ00℃の定温乾燥器中で乾燥させな

がら，熱電対（アロメルーク三三ル）をフミン酸試料に挿入し，その温度変化

を測定してFig．1－5に示した．その結果，70℃以下では一定の昇温速度で温

度が上昇するが，75℃付近で急に四温速度が遅くなり，吸熱現象が起こっ

ていることが観察された．これらのフミン酸の熱的挙動は，未詳の点が多い

が，第4章で述べるラクトン構造の閉山による脱水（吸熱）などを示唆する

ものとも考えられ甚だ興味深い．

　このような熱的変化が起こることから，フミン酸の乾燥は70℃以下で行

う必要があるが，その点からも低温で乾燥速度が早い凍結処理法が有効であ

ることがわかった．

　1－3－3　酸性基量の比較及び有機溶媒に対する溶解性の比較

　凍結処理法と常法で得たフミン酸の酸性基を比較してTable　1－2に示した．

全カルボキシル基量は凍結フミン酸が若干低い値であった。これは，Ubald－

ini法は，フミン酸カリウム塩がアル3一ル性水酸化カリウム溶液に溶解しな

いことが前提で行われるが，凍結フミン酸の場合アルコール性水酸化カリウ

ム溶液にかなり溶けるために，溶出した一部のフミン酸カリウム塩を未反応

水酸化カリウムと同時に塩酸で滴定しているものと考えられる．また，第2

段滴定のフェノール性水酸基については，第1段の操作で十分にエタノール

洗浄が行われているために，常法フミン酸とほぼ一致しているものと思われ

る．またイオン交換性カルボキシル基量の場合も凍結フミン酸が2％ほど低

い値となった．これも凍結フミン酸が熱水中での還流でかなり溶出し，
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空試験滴定値が大きくなって誤差を生じているものと考えられる．

　つぎに，有機溶媒に対する溶解性の比較を行った．10mlの溶媒中に0．

lgのフミン酸を加え，着色の程度を定性的に調べた．常法フミン酸は，ア

セトン，メチルエチルケトン，メチルアルコール，エチルアルコール，アニ

リン，ピリジンなどにほとんど不溶で，ホルムアミド，エチレンジアミン，

ジメチルスルホキシドには10％（0．0！g）程度溶け，ジメチルホルム

アミドには50％（0．05g）程度溶けることがわかった．これに対し凍

結フミン酸は，メチルアルコール，メチルエチルケトンにはほとんど不溶で

あるが，アセトン，エチルアル滋一ル，アニリン，ピリジンなどに10％程

度溶け，ホルムアミド，エチレンジアミン，ジメチルホルムアミドにほぼ完

全に溶解することがわかった．これらの結果から，乾燥温度が70℃でも常

法の場合のように長時間では有機溶媒に対する溶解性が低下していることか

ら，縮合などの反応が起こることが考えられる．

1－4　結　言

　フミン酸抽出操作中において，遊離フミン酸を凍結処理することより，濾

過，水洗，乾燥が容易になることがわかった．この処理法により，乾燥はフ

ミン酸の熱的変化を受けない低温域でも比較的速く行われ，またCl一イオン

の除去操作なども含めると従来の方法の約1／10程度の処理時間で抽出が

可能となった．凍結処理フミン酸は，再びアルカリに溶解して酸で申和する

と，常法のフミン酸と全く同じ性状を示すこともわかった．

　さらに，有機溶媒に対する溶解性の増卸は，醐Rなどの機器分析等によるフ

ミン酸硫究の対象を拡大し，有効な知見をもたたらすものと考えられる．

　なお，Archegova9＞は本研究の後にソ連で凍結処理法を発表し，フラクショ

ン分画に利用していることを付記する．
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第2章　泥炭ブミン酸の可視吸収スペクトルに関する研究

2章1節 アルカリ溶液の可視吸収スペクトル及びその紫外線による

　　　　　　　　退色におよぼすフミン酸中の金属の影響i）2＞

2－1－1　緒　言

　フミン酸のアルカリ水溶液が，特徴ある赤褐色を呈する現象は，比色ある

いは分光分析などによるフミン酸類の定量や化学的特性及び化学構造につい

ての研究などに古くから用いられてきている3＞～＄）．しかしフミン酸のアル

カリ水溶液は不安定で，放置すると赤褐色が次第に退色する。この退色変化

は光の照射や酸素の存在により促進されることが報告されている9L1⑳．

　本章で種々のアルカリを用いて抽出した泥炭ブミン酸の水酸化ナトリウム

溶液に，紫外線照射を行って，退色変化を可視部吸収スペクトルの測定によ

って追求した結果，抽出方法の異なる泥炭フミン酸は退色変化も異なること

を見いだした。これら抽出方法の異なるフミン酸は，灰分量と灰分中の金属

組成に差があることが認められたので，ブミン酸と結合している種々の金属

の退色に及ぼす影響について検討を行った．また酸素による影響についても

併せて考察した．

2－1－2　実　験

　2－1－2，1　試料

　試料泥炭は，北海道石狩金沢産低位泥炭を用い，

Fig．レ2に従って行った．

フミン酸の抽出は前章の

一違9一



　石狩金沢産低位泥炭の一年間風乾したものから，まず前章の操作により粗

フミン酸を抽出した．つづいて樹脂，ろう，脂肪などを除くため，アルコー

ル・ベンゼン（1：1）混合溶剤で，ソックスレー抽出器を用いて抽出を行ったの

ち，璃水酸化ナトリウム溶液，3％酢酸ナトリウム溶液および1．8％ピロリン

酸ナトリウム溶液の3種のアルカリ水溶液を用いて，それぞれ6C℃で1時問

抽出を行ない，塩酸で申和後，前章と同様に凍結処理して水洗し，60℃で真

空中P205上で24時聞乾燥して精製試料とした．

　2一ユー2，2　紫外線照射と可視部吸収スペクトルの測定

　実験に用いたブミン酸アルカリ水溶液は，0．5M水酸化ナトリウム溶液にフ

ミン酸を溶解し，濃度0．01％に調整した．この試料溶液の250mlを理工社製

光化学反応装置（石英製反応容器300r◎1，100W高圧水銀灯使用）にとり，

酸素あるいは窒素（99。99％）を吹き込み，一定温度に保ちながら紫外

線照射を行い，所定時聞ごとに試料溶液を約ユOml取り出して可視部吸収ス

ペクトルの測定を行った。

　吸収スペクトルは島津製作所製MPS・一50型自記分光光度計により，3

40～800nmの波長域について測定した．

　2一・1－2，3　フミン酸申の灰分及び灰分組成の分析

　フミン酸試料約0．5gをはかりとって，磁性るつぼを用いて，800℃の電気

炉中で灰化して灰分を測定した。つづいて，塩酸10mlを加えて加熱し，ほ

とんど乾固近くにして盛酸（1：4）を加えてしばらく沸騰させた後濾過し

た．濾紙上の沈澱は，再びるつぼで灰化して，不溶残分とした．濾液中のケ

イ酸及び金属を下記の方法で測定した．

　（1）ケイ酸の定量；モリブデン酸青法による比色定量を行った1n。

　（2）鉄の定量；o一フェナンスロリン法により比色定量を行った三P．
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（3＞アルミニウムの定量；オキシン鹿としたのち，クロロホルムで抽出

して比色定量した！2）．

　（4）カルシウムおよびマグネシウム

つた13）．

●：EDTAによるキレート滴定を行

2－1－3　結果及び考察

　2－1－3，1　元素分析値及び灰公の比較

　3種類のアルカリ溶液を用いて精製したフミン酸の元素分析値及び灰分と

その組成を比較してTable2－！に示した．

　元素分析値は，3試料ともほとんど差異が認められなかった．

　灰分は水酸化ナトリウム溶液で精製した試料1が約8％で最も多く，酢酸ナ

トリウムとピロリン酸ナトリウムで精製した試料H及び斑は，灰分がそれぞ

れ1／9及び1／7に減少した。ピロリン酸ナトリウムで抽出した場合，フ

ミン酸と結合している金属が水溶性配位化合物として除かれるために，灰分

量が減少するが，酢酸ナトリウムを用いた場合にも同様な結果が得られてい

る．

　灰分組成は，いずれの試料もケイ酸が50％以上しめており，つついてア

ルミニウム，鉄の順で，カルシウムはトレース程度であり，マグネシウムは

含まれていなかった．試料E及び通のアルミニウムと鉄の含有量は，試料1

の1／10以下であった．

　2－！－3，2　可視吸収スペクトル

　（1）再抽出，再沈澱を繰り返したフミン酸の吸収スペクトル2）

　馳lt♂のは，土壌から抽出したフミン酸は未だブミン化の進まない有機物

を含有するので，アルカリ抽出と酸による再沈澱を繰り返すと，その爽雑物
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が除去されシフミン酸の吸収曲線が変化（小さく）し，一定となるには5～

7回反覆する必要があることを指摘している．

　本研究の2－2－1の操作で，水酸化ナトリウム溶液により精製したフミ

ン酸（試料1）について，その「純度」を，1％水酸化ナトリウムと塩酸

（ユ：1）によって再沈澱を繰り返したときの吸収曲線の変化から検討した．

　フミン酸の吸収スペクトルはFig．2－1に示すように，長波長域から短波長側

に向かって単調に上昇し，ピークまたは二二吸収を示さない．

　この吸収の特徴から，、フミン化の程度を定量的に表現しようとして，熊田

は6），0，01％フミン酸溶液のスペクトルの波長400nmと600nmにお

ける吸光係数の対数の差；

　△logK：＝＝工ogK422－logK6②§

を色調係数に対応するパラメーターとして提唱している．

　Table2－2に，水酸化ナトリウムによる再沈澱を繰り返したフミン酸の吸収

スペクトルの変化を検討し，代表的な波長における吸光係数及び△10gK

をまとめて示した．これらの吸収スペクトルの認定は，全て0．01％（重量）

溶液に調整して比較したものである．

　この結果，再沈澱5回の繰り返しによる吸光曲線の変化は見られなかった．

このことは，2一ユー2，ユの操作による抽出精製によって，再沈澱により

除かれるような不純物は，完全に除去されていることを証明している．すな

わち，可視部に吸収帯を持たない炭化：水素類（例えばヘミセルローズなど）

や特異吸収帯を持つ物質（蛋白質など）は混入していないものと思われる．

さらに泥炭フミン酸は，上記の抽出操作中に，分解あるいは変性などが起こ

らないことも確認された．

（2）抽出溶媒の異なるフミン酸の吸収スペクトルの比較

　3種類のアルカリを用いて精製したフミン酸を0。5M水酸化ナトリウムに溶

解しそれらの吸収スペクトルを比較した結果，吸光曲線はほとんど同じであ

一53一



o
o
s
te
dp
k
o
op

p<

2.

L

1-

o,

o

400   500 600
Wavelength(nm)

700 800

Fig. 2-1

  Hum±c acid used:pxepasced from Ishikasc±
  Concentration of humic acid:O.Ol&

Absorption spectrum of hunic acid ±n O.ig

peat

NaOH $olution

-54-



Wable 2-2  In£lueitce of
of humic acid

puritication on absorption curves

Time$ of

repreclpk-  x.ta-i ion

A' bsorb' anee

4･OOnm 5OOnm., 6oonll.
AlogK

o

2

3

4

5

e.999
:i .OIC

"･ ･- -."u.VYk
O.996

1.eo6

O.37k
O.376

   !1O.3oo

O.370

O.382

O,l81

O.I85

O.k7･9

O.]80
O . Il- 86

o

o

o･

o

o

t

t

･

.

.

742
･"!' 36

744

743

733

AlogK =
   w

io hcrK

  w
,;, ccn -, -,i" lo g- -K s･ c･,:i :,

-55-



り，抽出溶媒による差異は認められなかった．次に，これら3種類のフミン

酸溶液に紫外線を照射して退色変化をしらべ，Fig．2－2に示した．

　この結果，いずれの試料も退色が認められるが，水酸化ナトリウム抽出フ

ミン酸（試料1）が最も退色速度が遅く，酢酸ナトリウムやピロリン酸ナト

リウム抽出フミン酸（試料∬と皿）は退色速度が早いことがわかった．これ

らの試料の相違点のヴつに，Tabユe2－1に示したように，灰分量の違っている

ことがあげられるが，Saekiらユ5＞が指摘している過マンガン酸カリウムや重

クロム酸カリウムによる酸化に対する安定性が，フミン酸中の灰分量が多い

ほど安定であるという結果と一致している．

　スペクトルの変化は，長波長域での退色が相対的に速く，短波長域では遅

い．フミン酸の化学構造とこれらの吸収帯の着色機構との関連性は，特性吸

収を示さないことなどから有効な知見が得られず，不明ではあるが，一般的

な考え方としては，長波長域は芳香族核縮合部やカルボニルなど共役不飽和

結合のπ電子の吸収に由来し，短波長域は官能基などの対イオンや副イオン

など電離状態に基づく吸収と見なされる7＞．その様に仮定すると，初期の退

色は共役系の開裂などのために長波長域が速く進むが，それによって電離構

造が生成するため，補充を受けて短波長域が遅れて退色が進行するものとし

て説明できる．

　2－1－3，3　退色に及ぼす酸素量の影響

　酢酸ナトリウム抽出フミン酸を用いて，退色におよぼす酸素量の影響を代

表的波長として400nmについて検討した結果を，　Fig．2－3に示した．

　退色変化は，紫外線照射を行う以前の溶液の吸光度をユ00とした吸光度

の相対値：（％）で示している．この結果，フミン酸のアルカリ溶液は押入す

る酸素量の増加にともなって退色速度が増加した．なお，酸素を通じない瘍

合（b）も退色しているが，これはアルカリ水溶液中の溶存酸素の影響を受
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けるものと思われる．このことは，溶存酸素を除いた試料溶液に窒素を送入

しながら紫外線を照射した場合（a）には，退色がほとんど認められないこ

とから確認された．

　また，図示してはいないが，フミン酸のアルカリ溶液に酸素を3時間送入

しても，紫外線照封を行わない場合には退色は起こらなかった．

　以上の結果は，紫外線と酸素の相互作用によってフミン酸は酸化と加水分

解をうけ，それによって退色するものとみなすべきであって，Kinneyら！6）が

報じているような分子間の酸化一還元反応に基づくキノイド構造からブェノ

ール性構造への還元的変化とは異なるものと考えられる．ブミン酸中にはカ

ルボニル構造が含まれるが，カルボニル化合物は光増感作用を有することが

知られており，光により励起された三重項増感剤（3Sens）として働き，

基質（AH）からの水素引き抜きで生ずる基質ラジカル（A・〉が基底状態

の酸素分子と反応する下式のようなラジカル連鎖機構17＞で酸化反応が進行す

るものと思われる．

　　　　　　h夢

Sens　一一一→　 3Sens

3Sens十AH→HSens・＋A・

A・＋02→AO2・

AO2・十AH→AO2H＋A・

　2－1－3，4　退色におよぼす金属イオンの影響

　2－1－3，2の実験から，退色にはフミン酸中の灰分が関与しているこ

とが認められたので，フミン酸アルカリ水溶液に，フミン酸灰分中の成分で
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あるアルミニウムと鉄イオンを添加して，退色に及ぼす影響を検討した．

　実験は，最も灰分の少ない酢酸ナトリウム抽出フミン酸を使用し，O．5N水

酸化ナトリウム溶液としたのち，金属酸化物を用いて各イオン濃度がブミン

酸2馳gに対し，1，3，5mgとなるように添加し，酸素を600ml／min通じ

ながら紫外線照射を行って，波長400nmについて退色変化を比較した．

その結果をFig．2－4に示した．

　この結果，アルミニウム，鉄イオンともに添加量の増加とともに退色速度

が遅くなり，退色を抑制していることがわかった．鉄イオンの5mg添加し

た場合は，水酸化鉄コロイドの沈澱が生じるため，比較できなかった．

　次に，アルミニウムと鉄の退色抑制の効果を比較するため，同じ金属イオ

ン濃度（1．8×10一5mol／2501nl；Fe㍗は3mg，Al㍗は
1．4m＆）となるように添加して，紫外線を30分および90分照射して

退色変化を測定した．この場合，400nmよりも短波長域には，鉄イオン

自身の吸収があって判然としないため，400nmより長波長側で比較して，

Fig．2－5に示した．

　この結果，全波長吟にわたって，ほとんど同じ退色抑制効果を示すことが

わかり，金属種による相違は認められなかった．

2－1－4　結　言

　泥炭フミン酸のアルカリ溶液の可視吸収スペクトルについて検討した．

　泥炭からAmold法に準拠して抽出したフミン酸は，アルカリ抽出・酸によ

る沈澱をくり返しても，土壌フミン酸について指摘されているような吸収曲

線の変化は認められなかった．本法で用いた抽出操作により，スペクトル的

に「純粋」なフミン酸が得られることが確認された．

　フミン酸のアルカリ水溶液の退色は，酸素と紫外線の相互作用によって進
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行ずる．その場合，フミン酸申に含まれる灰分量（金属量）によって退色の

程度が異なることがわかった．

　これらの結果から，フミン酸のアルカリ水溶液を用いて分光学的に種々研

究する場合に，フミン酸の本質的な問題のほかに結合している金属の量を考

慮する必要があり，従来行われてきたような吸光度の変化から構造特性ある

いはブミン化度との関連性などを検討する場合，充分留意しなければならな

いことがわかった．

2章2節　ジメチルホルムアミド草聖の可視吸収スペクトル2）

2－2一ユ　緒　言

　従来，フミン酸の溶媒としてはアルカリ水溶液がほとんど唯一のすぐれた

溶媒であった．したがって，2－1章で述べたように，比色定量法やブミン

化度の測定，吸収スペクトルによる化学構造の解明などの多くの研究が全て

アルカリ溶液中で行われている．しかしながら，これらの報告ではフミン酸

のアルカリ溶液は，　（！）アルカリ水溶液の濃度，種類によって吸光度が変

化する，　（2）フミン酸濃度と吸光度との間で精密な直線関係が得られない，

（3）経時変化（退色）があり不安定で比色用標準溶媒の選定と保存が困難

などの問題点が指摘され3），定量法あるいは吸収スペクトルの解析法として

良好とはいえない．アルカリ水溶液の場合，フミン酸のような電解質物質は，

pHにより電離状態が異なるため，フミン酸濃度と吸光度が比例しなくなる

ものと考えられているη．また，アルカリ溶液は，加水分解を伴って光化学

反応を速めるため，退色がすみやかに進行するものと考えられる．これらの

点を解決するためには，電離状態ではなく溶解する溶媒が必要となる．

　本研究は，先にジメチルホルムアミド（DMF）がフミン酸の良好な溶媒
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であることを発見したのでユ8＞，これを用いてフミン酸の可視吸収スペクトル

について検討した．その結果，アルカリ溶液と比較して種々の優れた点を見

出した．

2－2－2　実　験

　2－2－2，　：L　試料

　試料泥炭は，石狩金沢産低位泥炭と豊富産高位泥炭を用いた．フミン酸の

抽出は，2－！－2，1と同様の方法で行った．フミン酸中の灰分をできる

だけ少なくするため，再抽出は3％酢酸ナトリウムを用いて行い，凍結処理後，

凍結乾燥機で乾燥して精製フミン酸を得た．

　2－2－2，2　可視吸収スペクトルの測定

　60メッシュ以下に粉砕したブミン酸試料を，DMFを用いて0．0璃溶液に調

整した．これを原蔽として，DMFで逐次希釈して吸収スペクトルの測定を

行いBeerの法則の適合性を検：虚した．なお，使用したフミン酸の灰分は，

0．9驕以下と少なく，試料による差が殆どなかったので，無灰分としての換算

は行わなかった

　吸収スペクトルの測定は，日立製作所製2◎O－20型自記分光光度計を使用し，

DMFを対照液：として10灘のガラス製セルを使用して行った．

　2－2－2，3　経時変化および保存条件の検討

　種々の保存条件下での経時変化を，豊富フミン酸の0．O甥DMF溶液を用い

て検討した．

　保存条件は

　（1）窓際机上；約半日ガラス越しの日光照射を受ける場所
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　（2）棚上；日光は直接あたらない明るい場所

　（3）棚中に褐色ガラスビンで保存

の3条件で行い，　（ユ）と（2）はユ00月目無色広ロビンを使用し，各条件と

も開封および密栓の2通りの保存を行って比較した．

2－2－3　結果及び考察

　2－2－3，1　吸収スペクトル

　フミン酸の0．0甥溶液の吸収スペクトルをFig．2－6に示した。

　DMF溶液による吸収スペクトルは，アルカリ溶液の場合とほとんど同じ

形状を示したが，吸光度は0．1鋤水酸化ナトリウム溶液のほぼ6協程であった．

DMF中のフミン酸は，アルカリ溶液中での電離状態の分子と比較して分子

運動の自由度が小さいため，吸収が少ないものと思われる，

　これらの吸収スペクトルから，代表的波長における吸光係数及び△log

Kをまとめて，Tabユe　2－3に示した．

　△！0gKは，熊田の挺唱した6），フミン化度の定量的表現法である．す

なわち，吸光曲線の傾きの度合をあらわすもので，色の濃い（黒色調の強い）

フミン酸ほどフミン化が進行しているという概念の設定から，△10gKが

小さいほどフミン化度が高いことを示すパラメーターとして採用したもので

ある。Table　2－3から，豊富フミン酸（△logK＝0．806）よりも石狩フミ

ン酸（△logK瓢0．741）がフミン化度が高いことになる．豊富フミン酸は，

DMF溶液および0．甥水酸化ナト、リウム溶液ともにほぼ同じ△log：K値を

示したが，石狩フミン酸のDMF溶液のムユogKは0。632と低い値であり一

致しなかった．この△1◎gKの差がどのような意味を持つかははっきりし

ないが，土壌腐植酸の区分では，△10g：Kが0．6～0．8の範囲は：B型として

区分される．また，0．8以上は腐朽物質（Rp型フミン酸）として区分されて
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いる19》．

　2－2－3，2　Beerの法則への適合性

　フミン酸の0．0甥DMF溶液を，　DMFによって3／4，1／2，1／4に

希釈し，それぞれの吸収スペクトルを測定した．400n璃50伽醗および600nmの

吸光度と濃度の関係をFig．2－7に示した．

　この結果，いずれも原点を通る良い直線性が示され，Beerの法則が成

立することがわかった．

　2－2－3，3　経時変化及び保存条件の検討

　経時変化は，0．0挑DMF溶液の調整直後の吸光度を10筋とした吸光度の相

対値であらわして，Fig．2－8に示した．

　窓際で保存した場合，1ヶ月で短波長から長波長側に30～5頒ほど吸収が減

退した．開口試料と密栓試料では，初期には開口試料の吸収減退が著しいが，

2ヶ月以降にはほとんど同程度の退色が進行した．

　直接日光の当たらない欄申に保管した試料は，1ケ月では全く変化しなか

った．2ヶ月目には，長波長側で数瓢の退色がみられ，3ヶ月目には短波長域

でもわずかに退色が認められた，

　褐色ビンに保存した場合は，全く変化が認められず，6ヶ月後も同じ吸収

曲線を示した．

2－2－4　結　言

　フミン酸のDMF溶液の可視吸収スペクトルは，アルカリ溶液の場合と同

様の吸収パターンを示し，吸光度は全波長域でアルカリ溶液の2／3程度で

あった．．しかし，フミン酸の0．0甥DMF溶液を順次希釈した溶液の吸光度
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は，濃度に良く比例し，Beerの法則を満足することが確かめられた．吸

収スペクトルから定量的に考察を行う基礎には，：Beerの法則への適合が

条件となるが，希薄なフミン酸のアルカリ溶液の場合には溶存酸素のため退

色して厳密に適合することが期し難い．Ki膿eyらのように9），吸収の減少を

アルカリ濃度の増加にもとずく吸収増加で補償してBeerの法則に適合さ

せることも行われているが，アルカリ濃度の増加による吸収の増大は山川ら

が指摘しているように7♪，試料フミン酸によって短波長側での増加が著しい

ものや長波長側が増大するものなどがあって複雑である．以上の見地から，

DMFは溶液調整にあたっての補償が不用な点からも，比色分析法の溶媒と

して良好であると考えられる．

　また，フミン酸のDM：F溶液は，光を断って保存することより，溶液が安

定であり，退色などの経時変化が無いことなど，従来のアルカリ溶液法に比

較して優れていることが確認された．
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第3章　フミン酸の酸性基定量法1の

3－！　緒　言

　石炭類及びフミン酸類の酸性基の定量法は，数多く発表されている．その

原理は，イオン交換法D～3），　けん化法4）・5），アセチル化法6＞，メチル

化法7｝，重水素交換法8）・9＞非水電位差滴定1蝋1Pあるいはそれらを組み

合わせた方法などであるが，ほとんどが試料と反応試薬又は溶媒中に懸濁さ

せた状態での不均一系の反応によるもので，定量的に反応しないという指摘

も多い12）13）．

　泥炭フミン酸については，一般にアル灘一ル性水酸化カリウム溶液による

けん化法（UbaユdiRi　法4＞）やその改良法が用いられているが，第1章ユー2

に記述したように操作がかなり煩雑なうえに，再生フミン酸のようなアルコ

ール性水酸化カリウム溶液に一部溶癬する試料の定量が不可能であることな

ど問題点も多い．

　一方，電導度滴定法は，溶液の電導度が溶液中のイオン及び電荷数と各イ

オンの移動速度（易動度）との積によって定まることを利用し，滴定の進行

にともなう中和や非解離性物質の生成など，あるイオンが排除されるか，ま

たは他の易動度の異なるイオンで置換されることによって起こる電導度の変

化を測定するものである．すなわち，溶液中の荷電粒子の動きを追跡するも

ので，解離度の異なる官能基を示差滴定することが可能であるうえ，濃く着

色した溶液についても反応の終点を識別することができるなどの長所があり，

フミン酸のアルカリ溶液を用いて酸性基の定量への応用が期待できるもので

ある．

　本章では，フミン酸のアルカリ溶液を，電導度滴定法を用いた逆滴定によ
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る，ブミン酸申の酸性基の定量法について検討し，Ubaldini法との比較を行

った！4）．

3－2　実験

　3－2－1　試料フミン酸の調整

　石狩金沢産低位泥炭の一年聞風乾したものから，1－2－！の操作により，

Amoユd法に準じて抽出し，凍結乾燥法によってフミン酸試料を調整した．

　3－2－2　標準物質

　標準試料として，下記の化合物を用いて比較検討した．

　芳香族及び脂肪山山ルボキシル基ならびにフェノール性水酸基を有する物

質として，安息香酸，プロピオン酸，ヒドロキシ安息香酸を用いた．

　分子内に解離定数の異なる同じ官能基を含む物質として，フタル酸，3，牛

ジヒドロキシ安息香酸を用いた．

　ラクトン構造を有する化合物として，フタリド及びクマリンについて比較

した．

　3－2－3　電導度滴定

　フミン酸の所定量（○．5～0．75g）を精秤し，0．25M水酸化ナ

トリウム溶液25ml中に加えて，約60℃で数分間加熱して完全に溶解さ

せた後，蒸留水を加えて約ユ00mlに希釈した．室温まで放冷したのち，

マグネチック・スターラーでかき混ぜながら，ミク獄ビュレットを使用して

1M盗酸で0．2mlづっ逆滴定し褒電気化学計器製AO－6型電導度計を

用いて滴定曲線を求めた．同装置は，温度補正機構を内蔵している．なお，

滴定試薬濃度が検液にくらべて高いため，滴定による体積変化にともなう容
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量補正は行わなかった．

　また，アルカリに溶解せず，試料を直接水酸化ナトリウム規定液で滴定し

て比較検討を行った．この場合，フミン酸は150メッシュ以下に粉砕して，

！00mlの蒸留水中に分散させて滴定した．

　標準試料については，官能基含有量に応じて○．2～○。4gをとって，

上記同様の操作にしたがって滴定した．

3－3　結果及び考察

　3－3－1　フミン酸の電導度滴定曲線

　○．5gのフミン酸を含むアルカリ溶液の滴定曲線を畏菖．3－1に示した．

　電導度は，明瞭な三つの変曲点を持つ曲線であらわされているが，最初の

変曲点は過剰の水酸化ナトリウムの当量点に相当する．つづいて第2，第3

の変曲点は，解離度の減ずる順にそれぞれフェノラートとカルボキシレート

の当量点に相当し，最後の急激な直線的上昇は中和点を過ぎた過剰の猛酸の

プ訟トンによるものと考えられる．

　第1及び第2変曲点近傍の電導度は，直線にのらない点があり，特に第工

変曲点で直線上からずれた滴定点が多い．電導度滴定においては，当量点付

近は中和生成物の解離のため両直線上にのらないのが普通ではあるが，場合

によってはフェノラートの一部に種々の解離度の異なる構造のものが含まれ

ていて，この様な現象が現れている可能性も否定できない．そこで，全フェ

ノールに相当する滴定量を求めるため，固体フミン酸試料を直接1M水酸化

ナトリウム溶液で滴定して，電導度曲線を作成して，Fig．3－2に示した．

　この結果，二つの変曲点が認められるが，滴定順に最初はカルボキシル基，

つついてフェノールの当量点に相当する．この場合，生成したフェノラート

の解今度が小さいため，滴定点が直線上に良く乗っていて，正確な当量点を
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求めることができた。

　Fi島3－1とFi昏3－2からフェノール性水酸基量を求めた結果，それぞれ3．

70％と3．82％となり，ほぼ一一致した．このことから，Fig．3一ユにおいて

フェノール性水酸基に相当する滴定量を求める場合は，図示したように直線

部分を延長して交点から求める方法を採用した，

　なお，固体フミン酸の水酸化ナトリウム標準溶液による滴定は，電導度が

安定するまで時間がかかり，0．2m1つつの滴下により完全に滴定が終了

するまでに5時間以上要することや，カルボキシル基に相当する滴定曲線の

直線性が悪く解離度の異なるカルボキシル基が含まれていてもその識別が困

難であることなどの欠点がある．従って，フミン酸の定量には，アルカリ溶

液からの酸による逆滴定が良好と思われる．

　3－3－2　標準試料についての検討

　（1）解離度の異なる官能基を有する標準試料

　解離度の異なる2つのフェノール性水酸基及びカルボキシル基を含む試料

として，3，4一ジヒドロキシ安息香酸（プロトカテキュ酸）について検討し

た。2つの：水酸基は，pKa2＝エエ．7とpKa1＝8．67であり，カル

ボキシル基はpKa＝4．38である！ε♪．

　電導度曲線をFig．3－3に示した．

　この結果，フェノール性水酸基とカルボキシル基は明らかな変曲点が認め

られるが，2つのフェノール性水酸基は1本の直線としてあらわされ，弱酸

の場合には示差滴定されないこと炉確認された．

　次に，解離度の異なる2つのカルボキシル基を含む試料としてフタル酸に

ついて検討した．カルボキシル基はp：Ka1濡2．76とp：K：a2＝4．92

である。

　電導度曲線をFig．3－4に示した．
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　この結果，フタル酸の2つのカルボキシル基は2本の直線としてあらわさ

れ，示差滴定されることがわかった。図では第3変曲点近傍の点が直線から

かなりずれているが，これはp：Ka値の小さなカルボン酸塩から中和によっ

て生成したカルボン酸が解離し易いことによって起こる現象と考えられる．

フミン酸の場合は，このような現象が少ないこと及びカルボン酸に相当する

滴定曲線が工本の直線で示されることから，フタル酸構造の様なカルボキシ

ル基は含まれないものと推定される．

　（2）脂肪族及び芳香族カルボキシル基の比較

　脂肪族カルボン酸のプロピオン酸（p：Ka＝4．66）と安息香酸（pK

a譜3。99）及び上記フタル酸を比較して，滴定曲線をFig．3－5に示した．

　プロピオン酸と安息香酸の混合物の滴定曲線（a）は1本の直線で示され

た。プロピオン酸とフタル酸の混合物（b）は，フタル酸の弱酸型カルボキ

シル基とプロピオン酸が同一の直線となり，脂肪族と芳香族カルボキシル基

の示差中和滴定はできないことがわかった，

　また，安息香酸とフタル酸の漫合物（c）は，4つの変曲点が認められた．

すなわち，第1と第2変曲点の聞はフタル酸のpK：a2諜4。92のカルボキ

シル基に相当し，次いで安息香酸，さらにフタル酸のpKa！＝2．76のカ

ルボキシル基に相当する．このことから，強酸あるいはそれに近い領域では，

pKaが1以上離れている酸性基の示差滴定が可能であると思われる．

　（3）ラクトン類の電導度滴定曲線

　フタリド及びクマリンの滴定曲線をF誼．3－6に示した．

　フタリド（a）は，ラクトン環のアルカリによる丁丁で生じた芳香族カル

ボキシレートの滴定曲線として，安息香酸などと同じパターンを示している．

　クマリン（b）は，ラクトン環の開裂によりフェノラートと脂肪族カルボ

キシレートが生じるがそれぞれに対応する滴定溶液量が工：1の2本の滴定

曲線で示されることがわかった。その滴定曲線のパターンは，m一ヒドロキ
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シ安息香酸（c）と非常に良く類似している．

　フミン酸中のイオン交換性カルボキシル耳蝉は，第1章で示したように通

常2～3％であるが，けん化法で求めたカルボキシル基量はその7～8倍半

なることから，ラクトン構造の存在が考えられる．しかしながら，フミン酸

申のラクトン構造がクマリン型と仮定すると，アルカリ溶液の電導度滴定曲

線上でイオン交換型以外のカルボキシル基量と同量のフェノールが検出され

なければならないことになり，Fig．3・1のようなフェノールの少ないフミン

酸の電導度滴定曲線は得られないはずである．したがって，フミン酸申には

クマリン型ラクトンは存在し難いと考えることができる．フミン酸のラクト

ン構造に関しては，次章において詳細に検討する．

　以上の標準試料の電導度滴定による分析結果を，Tabユe3－1にまとめて示し

た．それぞれ6～9回の分析値から，平均値及び標準偏差を求め，理論値と

比i零している．

　各試料とも平均値は理論値に近い値が得られ，変動係数はクマリンを除い

ておおむね3～4％程度であり，非常に精度良く満足のゆく結果が得られる

ことがわかった．クマリンは，他の試料に比較して変動係数が大きかった．

　3－3－3　フミン酸の酸性基の定量

　（1）電導度滴定法とUbaユdini法との比較

　第ユ章！－2の操作と同様にUbaユdini法で分析した酸性基量と，電導度滴

定法による測定結果を比較してTab！e3－2に示した．

　全カルボキシル基量は，Ubldini法の場合標準偏差σ＝1．92，変動係数

。．v＝10．32％であるが，電導度滴定法ではσ＝1。09，　c．　v瓢

5．22％であった．また平均値は約2％（相対値で約10％）電導度滴定

法が高い値を示した．フェノール性水酸基量は，Ubaldini法のσ二〇。5，

c．v＝工6．39％に対し，電導度法はσ＝0．30，　c．　v＝7。91
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Table 3-1  Conductometric
samples

determination of acidic functional groups in authent±c

Samples Number of

measuremen'ts Acidic group l'ercentage of fuRctional groups

Calc. Found(mean) Error

S£anda]rd

deviation
c.v.%

Propionic acid

Benzoic acid

m-Hydroxybenzoie

         acid

Prot-oactechuic

         aeid

Phthallc acid

Phtalide

Coumarin

6

9

9

6

9

9

9

COOH

COOI-l

COOI-3

OH

COOH

OH

COON

ILac'tonie C=O

:Lactonle C=O

Zac 't onie-O-

60.8

36e9

32.6

IL2e3

29.2
22 . ].

54..2

20.9

l9.2

ll.6

6o

.39

32

l3

28

22

55

22

20

l3

2

.o

.6

.l

.6

.7

.8

.l

.3

.1

-Oe6

+2.l

 o

+O.8

-o.6

+0.6

+l.6

+l.2

l-l.I

+l.5

l.80

l.04

l･44

e.43

i.32
O..57

2.24.

0.47

1.59

l.40

 2

 2

4

3

 4.

 2

4

 2

 8

i2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

96

82

4.1

51

52

58

l3

25

29
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Tabie 3--2 Contents of acid±c groups
aRd Ubaldinirs method

dietermined by conductonetry

No. Conductometrv
            tt

Ubaldini's method

Total
    9o

COOH , Phenolie OH
      %

Total
    %

COOH , Phenolie OH
      %

l

2

3

4

5

6

7

8

l9.4

21.7

20.I

23.0

20.7

20.6

21.0

20.4

3.9

3.3

4.2

4.0

3.7

3.9

3･4

3.9

]7

l9

:i7

18

21

2]

l6
l･"l-

.3

e9

.o

e E5

.4

eO

.7

.o

2

2

3

2

2

2

4

3

t

.

.

.

.

.

-

.

9

7

o

9

5

8

o

6

Mean
Std.
dev tation

c.v. %

20.86

 l.09

 5.22

3.79

O.30

7.9]

]8

1

xo

.60

･92

･32

3

 o

l6

.

.

.

05

50

39
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％であった．また平均値は約0．7％（相対値：で約18％）電導度法が高い

結果となった．

　以上の結果から，カルボキシル基，水酸基共に電導度滴定法が再現性に押

れ，バラツキが変動係数で1／2以下になることがわかった．

Ubaユdini法は，けん化時間のほか，2回の濾過，洗浄及び炭酸ガスの思入

などの操作があってかなり煩雑で時間がかかるが，電導度滴定法は操作が簡

単であり，およそi／10の時間で分析できるなどの利点があり，精度の向

上と測定の迅速化がはかられることがわかった，

　（2）フミン酸試料量及び標準添加法の検討

　Fig．3－1及び上記（1）の実験は，フミン酸試料約0．5gを用いて行った

ものである．フェノール性水酸基量は比較的少ないことと，変曲点付近が解

離などのため直線からずれるため，F聴3弓の滴定曲線のように，直線上に乗

る点が3～4点の場合，直線の引き方が微妙で，誤差の原因となることが考

えられる．出来れば直線上に4～5点以上乗ることが望ましいが，そのため

には使用するフミン酸の試料量を○．75g程度とする必要がある．一方用

いた電導度計は，デジタル表示で3ケタであり，本実験では1．00～9．

99m弩／cmの範囲を測定しているが，フェノールに相当する電導度の変

化率がIM塩酸0．2ml当り○．03～○．04m”／cmであるため，

小数点2ケタの変化を追跡している。電導度が10斑留／cm以上になると

レンジを切り換えるため10．1m門／cmで表示され，小数点2ケタの変

化は測定されない．したがって，電導度の変化が1．00～9．99mび／

cmの範囲内で全滴定を終了する必要がある。しかしながら，フミン酸試料

を0．75g以上使用すると，滴定途中でレンジ切り換えが必要になる可能

性があるため，溶液容量や試薬濃度の調整などの各条件について再検討を要

することになる．そこで同一レンジ内で滴定が可能となるように，標準添加

法について検討を行った．
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　実験は，フミン酸○．5gにm一ヒドロキシ安息香酸O．125gを添加

して，0。25M水酸化ナトリウム溶液30mlに溶解し，蒸留水で100

mlに希釈して電導度滴定曲線を作成しFig．3－7に示した，

　この結果，水酸基とカルボキシル基の中和に相当する直線部分が延長し，

フェノールに相当する直線上には8点が打点され，直線を正確に引くことが

容易となった．これらの直線から，m一ヒドロキシ安息香酸に相当する滴定

量を補正した5回の実験結果をTable3－3に示した．

　この結果，平均値はTable3－2の結果と非常に良く一致し，変動係数はフェ

ノールで7．O％，カルボキシル基は4．5％となり，精度を向上させるこ

とが出来た．

　以上の結果から，フェノール性水酸基量の少ないフミン酸試料には，ヒド

ロキシ安息香酸の様な標準物質の添加により，精度良く定量することができ

ることがわかった．

3－4　結　言

　フミン酸のアルカリ溶液を酸で逆滴定する電導度滴定法により，酸性基量

の定量が精度良くかつ迅速にできることがわかった．

　種々の標準物質と比較検討した結果，泥炭フミン酸中のカルボキシル基に

は，フタル酸の様な強酸型のものは含まれないことが確認された。熊田らは

16＞ C土壌フミン酸中にはフタル酸やサルチル酸のpK：aに匹敵する強酸型の

カルボキシル基が存在することを指摘しているが，これに反して本実験の結

果では，泥炭フミン湯中にはラクトン環を含めて弱酸型のカルボキシル基し

か存在しないものと推定される．　　　　　　　　一

　フェノール性水酸基の含有量が少ない試料に対しては，標準添加法が有効

であることがわかった．
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Table 3--3 Conductomettic determmatzon
a mixtuace of humic acid and

 of acidic groups
m-hydroxybenzozc

 in
ac±d

No. Percentacre of acidic
       e
in humic acid

 COOH OH

groups

I
i
"

2

3

4
･

5

21.3

19.4

21.I

]9.2
Pl fi
-v- t '-v

3e9

3.8

4.0

3.5

3.3

Mean
Siud.

devia ti on

c.v. %

20.40

 O.91

 4.5

3.70

O.26

7.04
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　従来行われてきたUbaユdini法と比較して，電導度滴定法はカルボキシル基

とフェノール性水酸基の測定値が，それぞれ相対値で約10％と18％高い

結果が得られたが，Ubaldi戯法はアル訟一ル性水酸化カリウム溶液申での固

体試料との不均一系反応のため，一部未反応の可能性が考えられる．測定値

のバラツキは，変動係数が肺aユdini法の1／2以下であり，精度が高いこと

がわかった．また，測定時聞は約1／10に短縮されるなどの利点があり，

本法がフミン酸中の酸性基定量法として良好であることが明らかになった．
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第4章　泥炭フミン忌中のラクトン構造に関する研究D～3）

4－1　緒　言

　フミン酸に含まれる含酸素基の結合形態は，構造研究や化学的反応性の究

明に重要な意味を有することから，その化学的方法による定量に関する報告

が従来からかなり多く発表されている．しかし，定量法の相違によって測定

結果が異なる場合が多く，さらに官能基の一部が未反応で残存することも確

認されている．その理由としては，フミン酸が溶媒に不溶なため，反応試薬

の内部侵入が不十分である可能性や分子内水素結合或は立体障害などによる

反応の阻害などが指摘されているの～6）．

　しかしながら上記理由のみでは説明することが出来ない結果も得られてい

る．特にカルボキシル基は，イオン交換法で求めた測定値とアルコール性水

酸化カリでのけん化法で測定した結果が大きく異なることが知られている．

樋口はマ），数種類の亜炭フミン酸のカルボキシル基のイオン交換法とけん化

法の測定値の比が1：8～llであったと報告しているし，佐々木らはε），

泥炭フミン酸のそれが1：7～8であったと報告している。この事実から樋

ロは9），酸無水物またはうクトン構造の存在を示唆している．また，武谷ら

も重m，石炭についてけん化法でのカルボキシル基の増加を認めており，ラ

クトンの加水分解による可能性を考慮している．しかしながら，従来の報告

の申でラクトン環の構造の推定に関しての研究は全く行われていなかった．

　本章では，フミン酸とδ（デルタ）一ラクトン及びそれらののエステル化

反応生成物の1H－NMRスペクトルによる所見Dならびに気相アンモニア

とのラクタム生成反応とそのIRスペクトルの解析2）および各種ラクトン構

造を有するモデル物質を用いた反応性の比較3》などから，泥炭フミン酸中の
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ラクトン構造の推定を行った．

4－2　実　験

　4－2－1　試料フミン酸の調整

　試料泥炭は，石狩金沢産低位泥炭と豊富産高位泥炭の1ヶ月間風乾したも

のを用い，1％水酸化ナトリウム溶液で第1章Fig．1－2の操作により粗フミン

酸の抽出を行ったのち，1％水酸化ナトリウム溶液で再抽出して2種類の精

製フミン酸を得た．再抽出のとき凍結処理後水洗して，減圧下で：P205上で

40℃以下で乾燥した．

　4－2－2　まH－NMR測定用試料の調整及び測定

　溶媒として重水素ジメチルスルポキシド（d－DMSO）に，内部標準物

質としてテトラメチルシラン（TMS）約Q．2％を加えたものを用いた．

　試料フミン酸は，第1章で述べたように，70℃以上で加熱乾燥すると溶

媒に対する溶解性が劣るため，減圧下P205上で40℃以下で2週間以上乾

燥し，1QOメッシュ以下に粉砕したものを用いて8％溶液に調整してNM

Rの測定用試料とした．

　NMR測定装置は，日本電子製，60Mc，　JNM－3H－60型スペク

トロメーターを用いた．

　4－2－3　標準物質

　標準物質として種々のラクトン構造の化合物を用いた．

　市販の試薬として，クマリン，3，4一ジヒドロクマリン，

ンザルフタリド，d一グルコノーδ一ラクトンを使用した．

　また，Joh賂ton歪Pの方法に従ってβ一ナフトキノンから，

ブタリド，べ

◎一カルボキ
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シフェニルグリセリン酸のδ一ラクトンと3一カルボキシイソクマリンおよ

びイソクマリンを合成した．

　さらにイソクマリンをエーテルに溶解してR論齢yMを触媒として，オート

クレーブ申で水素初圧2Kg／c短2、，100℃で30分間水窪還元を行ってジヒ

ドロイソクマリンを得た．

　4－2－4　含酸素酸性基の定量

　（ユ）イ：オン交換性カルボキシル基

　F．Fischerら！21をはじめ，多くの研究に用いられている方法に準じて行っ

た．

　フミン酸約0．3gをはかりとり，還流冷却器付きフラスコに○．1M塩

化ナトリウム25mlとともに加え，！時間加熱還流したのち濾過し，沈澱

を洗った洗液と合して，イオン交換によって遊離したH率を0．1N水酸化

ナトリウム溶液で滴定してカルボキシル基量を求めた．

（2）全カルボキシル基及びフェノール性水酸基

　肺aユdini法ユ3㌧すなわちアルコール性水酸化カリウム溶液によるけん化法

によって，第1章1－2－4の操作によりカルボキシル基とフェノール性水

酸基量を求めた．

　4－2－5　エステル化反応

　L．Fisherの方法により14＞，エステル化を行った．

　100メッシュに粉伜したブミン酸4gを，乾燥メタノール25mlと濃

硫酸3ml中に加え還流冷却器付きフラスコ内で，窒素ガスを送入しながら

40時聞還流し，濾過後メタノールで洗浄したのち，減圧下で40℃以下で

乾燥した．
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　4－2－6　アンモニアとの反応

　約60メッシュに粉砕した試料39を，内径20mmの石英管申に取り付

けた150メッシュのステンレス製金網上に充墳し，縦型管状電気炉で加熱

しながら，下部よりアンモニアガスを100ml／minで送入して反応さ

せた．ブミン酸の反応温度は，200℃で行った。モデル物質については，

生成物の融点の関係から80～200℃の範囲で反応を行っている．

4－2－7　窒素の定量

アンモニアとの反応生成物中の窒素量を下記の方法で定量した．

（1）全窒素量

　2％ホウ酸溶液を吸収液として，焉eユdhal法によって求めた劉．

（2）アンモニウム・アミド態窒素量

　35％水酸化ナトリウムを加えて，Kjeユdhaユ蒸留装置により15分間水

　蒸気蒸留し，発生するアンモニア量を上法と同様に捕捉して定量した．

　4－2－8　1．R．スペクトル

　200mgのKBr中に試料2mgを混合し，　KBr錠剤法により島津製

作所製IR－27型自記分光光度計を用いて測定した．

4－3　結果及び考察

　4－3－1　フミン酸申の酸性基量

　けん化法によって測定した全カルボキシル基と水酸基ならびにイオン交換

法で測定したカルボキシル基量をTable4－1に示した．

　イオン交換性カルボキシル基量とけん化法による全カルボキシル基量の比

は，石狩低位泥炭フミン酸が1：10，：豊富高位泥炭フミン酸が！：8であ
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つた．けん化法では，加水分解によってラクトン環が開裂して，カルボキシ

ル基として定量されるものと思われる．

　4－3－2　ユ：H－NMRスペクトルによる検討

　（1）フミン酸のNMRスペクトル

　NMRスペクトルをFig．4－1に示した．

　2種類のフミン酸のNMRスペクトルの化学シフトは，ほとんど同じパタ

ーンで現れているが，各種プロトンシグナルの相対強度は多少異なっている．

これらのスペクトルは，リグニン誘導体のNMRスペクトル16）！7＞に非常に

よく類似したものであった．なお，δ値8ppm以下13ppmの低磁場ま

で測定しているが，これら低磁場に現れることが予想されるカルボキシル基，

水酸基のプロトンシグナルは確認できなかった．このことは，これらの官能

基のプロトンの見かけのしゃへいが分子間水素結合および化学交換により変

化し，溶媒の性質や溶質の濃度などの環境によって広い範囲で変動するため

i8＞ C化学シフトに幅があってシグナルの検出が困難なことも事実であるが，

フミン酸申のカルボキシル基などの含有量そのものが相対的に低い値：である

ことが原因と考えられる．

　NMRスペクトルの各シグナルの詳細な考察は，第5章の構造解析で行う

が，ここではδ値4．0～5．5付近の幅広いシグナルに注目して検討した．

　Ludigらは！6）17》，リグニンについての研究で，　Fig．4－2のようなピノレシ

ノールタイプ（a）のα位およびγ位，あるいはフェニールクマランタイプ

（b）のα位のプロトンシグナルとして帰属している．しかし，泥炭フミン

酸を，4－2－5で記述したフィーザー法でエステル化を行って，そのNM

Rスペクトルを測定したところ，Fi昏4－3に破線で示したように，δ値4．○

～5．5ppm付近のシグナルは，いずれのフミン酸もほとんど完全に消失

し，代わってδ値3．7ppmにピークを持つシグナルの強度が増大した．
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このようにエステル化によってシグナルが消失する結合様式としては，前記

ピノレシノールタイプあるいはフェ君門ルクマランタイプは考え難い．

　（2）δ値：4．0～5．5ppm付近のプロトンシグナルの帰属

　δ値4．0～5．5ppm付近に現れるシグナルで，エステル化によって

消失する結合様式のプロトンとして，ラクトン構造を推定した．Table4－1か

ら明らかなように，けん化法で求めた全カルボキシル基量は，イオン交換法

によるカルボキシル基量の8倍及び10倍であって，このことから，全野ル

ボキシル基として定量されているものの申にラクトン構造が含まれているこ

とが推定される．さらに上記δ値の範囲にプ慮トンシグナルの出現が期待で

きる構造として，ジヒドロイソクマリンタイプのラクトン構造を推定し，モ

デル物質のNMRスペクトルによる検討を行った．

　ジヒドロイソクマリンおよびそのメチルエステルのNMRスペクトルを

Fi昏4－4に示した．

　この結果，ジヒドロイソクマリンにおいては，δ値4～5ppmに野中に

示したラクトン環のγ位炭素に結合したプロトンによるシグナル（：Hγ）が

現れ，同じくδ位のプ獄トンシグナル（Hδ）がδ値2．3～3．Oppm

に現れているが，エステル化した場合破線で表したようにHγのシグナルが

完全に消失して代わってδ値3．55ppmにメチルエステルのプロトンシ

グナルとδ値3．80ppmに水酸基に隣接する脂肪族プロトンシグナルが

新たに観測された．このことは，前述の泥炭フミン酸とそのメチルエステル

において，δ値4．O～5．5ppmのシグナルが消失し，代わってδ値3．

7ppmのシグナル強度が増大したことと一致した．また，けん化法とイオ

ン交換法で求めたカルボキシル基との差炉ラクトン環であるとし，それがエ

ステル化されているとして，δ値3．7pprnのシグナルの面積強度の増加

量は理論的にほぼ一致することが確認された．以上の結果からδ値4．0～

5．5ppm付近のシグナルは，ジヒドロイソクマリン型ラクトン構造のγ
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位（芳香族からの側鎖としてはβ位）のプロトンとして帰属することが妥当

であると考えられる．

　4－3－3　ブミン酸とアンモニアとの反応についての検討

　イソクマリン型ラクトンの多くは，気相のアンモニアと容易に反応してラ

クタムを形成することが知られている19）2⑳．そこでフミン酸と気相アンモ

ニアとの反応生成物と，モデル物質のδ一ラクトンのアンモニアとの反応生

成物の1．Rスペクトルを比較検討した．

　モデル物質としては，前項4－3－2で用いたジヒドロイソクマリンは粘

ちょう性の液体であり，気相アンモニアとの反応がフミン酸の反応条件と異

なるため，固体の試料である◎一カルボキシフェニルグリセリン酸のδ一ラ

クトンを用いて比較検討した．

　モデル物質の構造およびモデル物質とそのアンモニアとの反応生成物の1．

RスペクトルをFig．4－5に示した．

　モデル物質のδ一ラクトンのスペクトル（a）は，34QOcm－1のカル

ボン酸の○一H伸縮振動による吸収，1760cm”1のうクトン環C＝Oの

伸縮振動および！710cm－i付近のカルボキシル基のC躍○伸縮振動によ

る吸収が特徴的にあらわれている．アンモニアとの反応後（b）の特徴的変

化は，3400cm－1のO－Hによる吸収が消失し，3100cm鱒1付近に

幅広い吸収が新たにあらわれている．これは，N－H伸縮振動による吸収が，

隣接するアルコール性OHと会合したため低波長側にシフトしたものと考え

ることができる．さらに1630cm一！にアミドのC＝○伸縮振動によるい

わ沖る「アミド1吸収帯」が強くあらわれ，また158Qcm”1にアミドの

N－H変角振動の吸収の増大が認められる．さらに，1760cm一！の吸収

が消失し，1690cm一1に強い吸収が新たに出現しているが，これはうク

タムが生成したことによりうクトン環のC＝○の吸収がシフトしたためであ
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る．またさらに1300crガ1の吸収の増大は，ラクタムのN－H変：角およ

びC－N伸縮振動による吸収が重なったために生じたものと考えられる．以

上の所見から，モデル物質はアンモニアとの反応により，ラクトン環はラク

タムを形成し，カルボキシル基はアミドに変化していることが確認された．

　Fi昏を6に石狩フミン酸（a）とそのアンモニアとの反応生成物（b）の1．

Rスペクトルを示した．

　アンモニアとの反応によって，1750cm噌i～1700cm轍1付近のラ

クトン環およびカルボキシル基のC謬○の吸収が消失し，ラクタム化による

1690cm幽1の低波数側へのシフトおよび「アミド1吸収帯」の吸収強度

の増加が明らかに認められ，モデル物質と非常に良く類似した特徴を示した．

　なお，！850CIガ1付近に吸収を持つ酸無水物構造のC＝○は確認され

なかった．このことは，前章のアルカリ溶液の電導度滴定曲線において，ブ

ミン酸のカルボキシル基に相当する部分がフタル酸の様なp：Ka値の異なる

二本の直線とならない結果と併せて，フミン酸中には樋口9）が仮定した酸無

水物構造またはフタル酸構造は含まれないものと考えられる．

　4－3－4　種々のラクトン化合物のアンモニアの反応性の比較3）

　種々のラクトン構造を有する化合物のアンモニアとの反応性の相違につい

ては，古くはGユattfeユdら2Dによって検討されており，構造の違いによって

反応が同一ではなく，全く反応しない安定な構造のラクトン環の存在が報告

されているし，そのほかγまたはδラクタムの生成が一般に非常に容易であ

ることや，カルボニル部が芳香族に近くなるにつれて低温でも閉環反応が進

行する性質があること，さらにε一丁プロラクタムなど7志野以上の多環ラ

クタムは一般に閉環が困難でポリアミドが生成する傾：向があることなどが知

られている22）．

　ここでは，フミン酸のアンモニア化条件に近い反応条件で，各種構造のラ
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クトン標準物質とアンモニアとの反応を行い，反応性の比較からフミン二二

のラクトン構造に関する知見を得た。

　8種類の各種ラクトン及びフミン酸のアンモニアとの反応条件，反応生成

物中の窒素量とその結合形態ならびに反応率などをまとめてTable4－2に示し

た．

　反応生成物中の全窒素含有量とアンモニウム・アミド態窒素量に差がある

試料は，ラクタムが生成している可能性があるので，d－DMSO溶液のN

MRスペクトルによってラクタムNHのプロトンシグナルの＝確認を行った．

　標準試料のうち，d一グルコノーδ一ラクトンは，アンモニアとの反応性

が高くラクタムを形成し易いことが知られている2ユ）22）．本実験の結果では，

反応率が65％にしかならなかったが，これは反応生成物の融点が降下して

塊状となるため，アンモニアとの接触が阻害されたことが原因と思われる．

生成物中の窒素は，アンモニウム・アミド態窒素を含まないことから，全て

ラクタムとして導入されているものと考えられる．聾MRスペクトルでは，

δ値7．03pprnにピークを持つ新しいシグナルがあらわれ，面積強度か

らもうクタムのプロトンシグナルであることが確認された．

　クマリン及びフタリドは，Glattfeユdの結果と同様に全く反応しなかった．

　3，4一ジヒドロクマリンは，87％の反応率を示したが，全てアンモニ

ア・アミド態窒素であり，ラクタム環は形成されなかった、また，NMRス

ペクトルにおいて，ラクトン環中の脂肪族プロトンのシグナルがδ値2．7

～3．Oppmに現れ，フミン酸に現れるδ値4．0～5．5付近のシグナ

ルは観測されない．

　ベンザルフタリドは，アンモニアと反応してアミドとなることが知られて

いる23》．本実験条件でも，ユ○○％反応した．これは，γ位に環外炭素二重

結合構造を持っため，ラクトンの開裂時にケト，エノール互変異性化が可能

となり，ラクトンカルボニル炭素へのアンモニアの求核攻撃が容易になって
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反応性が向上するものと思われる．しかしながら，ケト体が安定なため，ラ

クタムの形成は行われず，全てアミド態であった．

　イソクマリン誘導体の，◎一カルボキシフェニルグリセリン天一δ一ラク

トン，3一カルボキシイソクマリンおよびイソクマリンは，ラクタムを形成

することが窒素量及びNMRスペクトルのδ値：7．03ppmのシグナルで

確認された．イソクマリンを除いて，ほぼ100％反応することがわかった

が，イソクマリンの場合は反応生成物が粘ちょう性となって粒子表面を覆う

現象が起こるため，反応率が低いものと思われる．イソクマリン型ラクトン

はラクタム閉環反応が最も進行し易い構造22＞，即ちラクトンカルボニルが芳

香族に近く，δ一ラクタム構造をもつため，これら一連の誘導体は高い反応

性を示すものと考えられる．

　フミン酸については，ラクタムとみられる窒素が83％の反応率で導入さ

れた．しかしながら，フミン酸のアンモニアとの反応物は，d－DMSOは

じめ有機溶媒に対してほとんど溶けないため，ラクタムプロトンのNMRに

よる：確認はできなかった．またアンモニウム・アミド態窒素は，イオン交換

性カルボキシル基に対して200％の反応率を示している．この結果から，

フミン酸の場合には，フェノール基の一部がアンモニアと反応しているか，

それ以外にアミドを形成する構造が存在する可能性も否定できない．

4－4　結　言

　フミン立中のラクトン構造を種々の反応性の比較を行って検討した．

　フミン酸とフミン酸のエステル化物のNMRスペクトルは，δ値4．0～

5．5ppmのシグナルの消失とδ値3．7ppmのシグナルが増大するこ

とが観測された．モデル物質との比較の結果，ジヒドロイソクマリンと非常

によく一致し，そのエステル化によるラクトン環の開裂に伴うシグナルのシ
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フトの機構が推定された．さらに，フミン酸とフミン酸のアンモニアとの反

応生成物の1．Rスペクトルを，モデル物質のδ一ラクトンと比較検討した

結果，1690cm一｝のうクタムの吸収など良く類似した特徴を示した．ま

た，フミン酸のアンモニア化条件に近い反応条件下で，8種類のラクトン標

準試料とラクタム形成反応の検討を行った．その結果，イソクマリン型ラク

トン環を有する試料は，フミン酸同様の高い反応率でラクタムを形成したが，

クマリンおよびフタリド構造のラクトン類は反応が進行しないかまたはアミ

ドしか生成しないことがわかった．

　以上の結果を総合して，フミン酸申のラクトン構造の大部分は，ジヒドロ

イソクマリン型のδ一ラクトン構造であるものと考えらる．
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第5章　フミン酸の基本構造単位に関する研究D

5－1　緒　言

　泥炭フミン酸の化学構造を解析するため，核磁気共鳴吸収（NMR）スペ

クトル分析法と化学分析法とを併用して，北海道産の3種の泥炭フミン酸に

ついて比較検討を行った．

　NMRスペクトル分析法を利用して，石炭および石炭類の化学構造につい

ての研究が盛んに行われ2）～U），多くの成果があげられてきている．中でも，

いわゆる「構造パラメーター」なる考えを導入したBro冊一La面er3）による方

法は，石炭構造解析の有力な手段として高く評価されている．

　これらの構造解析法は，元素分析値およびNMRスペクトルによって測定

した各種結合様式の水素含有量を基にして，いくつかの仮定を設定して誘導

した構造パラメーターを用いて検討するものである．しかしながら，泥炭フ

ミン酸については，上記Bro黙一Ladnerの仮定（たとえば全酸素は芳香族環に

結合している○：H基あるいはキノンとして存在するというような）はあては

まらないために，彼らの方法によって直接構造パラメーターを算出すること

が出来ない．また，泥炭フミン酸は有機溶媒に対して溶解性が悪いため1H－

NMRの測定が困難であったことなどから，ブミン酸の構造研究に上記構造

解析法を適用した例は無かった．

　本論文では，第ユ章の研究結果により凍結処理法で泥炭フミン酸の有機溶

媒への溶解性を向上させて，1H－NMRスペクトルの測定を初めて可能にし

た．本研究では，さらに1H－NMRの測定結果と，化学的分析法により定量

した官能基量や分子量を基にして，量論的考察から若干の仮定を導入し，

Bro顯一Ladaerの提出したのと同じ構造パラメーター，すなわち芳香族性f，，
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芳香族縮合度H、彫／Ca，，置換度σおよび脂肪族による置換度σ、貸などを

求めることを試み，泥炭フミン酸の平均的基本構造単位について推定を行っ

た．

5－2　実　験

　5－2－1　泥炭フミン酸試料の調整

　試料泥炭は，石狩金沢および釧路産低位泥炭（reed　peat）と豊

富町の高位泥炭（mQss　peat）の1ヶ月間風乾したものを用い，Ar

nold法に準拠して泥炭フミン酸の抽出を行った．第1章1－2の抽出操作に

より粗フミン酸を得たのち，抽出法による差異を検討するため，甥水酸化ナト

リウム，1．蹄ピロリン酸ナトリウムおよび錦酢酸ナトリウムの3種のアルカリ

溶液を用いて，60℃で1時間抽出を行い，猛酸で中和後，凍結処理してCr

イオンの認められなくなるまで水洗し，減圧下P205上で40℃以下で乾燥し

て精製泥炭ブミン酸試料を得た．

　5－2－2　NMR測定用試料の調整と測定

　NMR測定用溶媒として重水素ジメチルスルポキシド（CD3）2SO

（d－DMSO，隆rck　Sharp＆Doh鵬of　C餓ada社製，比重L19，純度95．

驕〉に，内部標準物質としてテトラメチルシラン（TMS）約0．跳を加えた

ものを用いた．

　精製泥炭フミン酸は通常70℃で減圧下P205上で1昼夜乾燥するが，この

条件で乾燥した試料は，d－DMSOに対する溶解性があまりよくなく，約

4％程度の溶液にしかならなかった．この濃度でNMRスペクトルを測定した

場合，泥炭ブミン酸のプ魏トン含有量が比較的低いため良好なスペクトルが

観測されなかった．しかし，精製フミン酸を得るときに第1章で記述したよ
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うに，減圧下P205上で40℃以下で乾燥を行い100憩eshに粉砕したものを用い

ると溶解性が増加したので，8％溶液を調整してNMRの測定試料をつくった．

なお，d－DMSO申の不純（CH3）2SOによるプロトンシグナルが，　T

MSからのδ値：2．6pp鵬に試料のプロトンシグナルと重なって現れるが，内部

標準法によってこれを補正して検討した．

　NMR測定装置は，日本電子製，6◎恥，」潮一3H－60型スペクトロメーターを

用いた．

　5－2－3　各種含酸素官能基および分子量の測定

　泥炭フミン酸申の各種含酸素官能基および分子量の測定は下記の方法にし

たがって行った．

　（1）全カルボキシル基およびフェノール性水酸基

　Ubaldini法すなわち酒精カリ溶液によるけん化法によって定量した．なお，

本研究はでは第2段滴定指示薬としてプロムクレゾールグリーンを使用した．

　（2）イオン交換性カルボキシル基

　陥Cl溶液申でのH－Na交換量から算出した．

　（3）メトキシル基

　ミクロツァィゼルメトキシル基定量装置により，メトキシル基定量法！2＞に

従って定量した．

　（4）全カルボニル基

　フェニルヒドラジン塩酸塩溶液によるヒドラゾン生成法13）により，フミン

酸ヒドラゾンの窒素増加量から算出した．

　（5）分子量測定

　B憾1＆Currie改良型浸透圧測定管を用いた浸透圧測定法14）によった．

5－3　結果および考察
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　5－3－1　泥炭フミン酸の分析結果

　前述の各種抽出方法によって得た，泥炭フミン酸の元素分析値ならびに，

各種：含酸素官能基の測定結果をTabユe　5－1に示した．

　この結果から，豊富高位泥炭フミン酸は石狩および釧路低位泥炭フミン酸

に比較して，C／H，0／Hともに低い値であり，メトキシル基含有量（％）が

多いなど原泥炭種の違いによる差が認められている．しかしながら，抽出溶

媒が異なることによる差異はほとんど認められなかった．このことはIRス

ペクトル15＞においても後述の翼MRスペクトルにおいても同様な結果が得ら

れている．S抽0パ6＞の分別法によれば，水酸化ナトリウム抽出物とピロリン

酸ナトリウム抽出物とは異なる部分ということになるのであるが，本研究の

結果では栢違が認められない．一般にピロリン酸ナトリウムを溶媒とした場

合には，フミン酸と結合している金属（Fe，　Alなど）が水溶性配位化合物と

なって除かれるために，灰分量が減少する傾向はみられるが，それ以外には

土壌フミン酸について奥臼ら1？〉が指摘しているように，泥炭フミン酸におい

ても本質的には相違がないものと思われる．なお本研究の試料の灰分は，い

ずれも！．7～2．O％程度であった．また分子量は豊富泥炭フミン酸が約2，2

00，石狩および釧路泥炭フミン酸はともに約2，400であった．

　5－3－2　NMRスペクトル

　各種泥炭フミン酸のNMRスペクトルはFig．5－1に示した．前述のごとく抽

出溶媒による相違はみとめられなかったので，水酸化ナトリウム溶液によっ

て抽出した各種泥炭フミン酸を例にとって比較した．

　3種のフミン酸は，いずれも化学シフトの現われる位置は同じであるが，

各種プ撮トンシグナルの相対強度はそれぞれ異なっている．また，これら泥

炭フミン酸のNMRスペルトルは，石炭の溶媒抽出物のNRMスペルトル9）
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11）よりもリグニン誘導体のNMRスペルトルi8）に非常によく類似したもの

であった。なお，TMSからのδ値13．◎p聾の低磁場まで測定したが，　10．

Op四付近以下の低磁場に現われるはずのカルボキシル基，水酸基のプロトン

ジグナルは確認できなかった．このことは，カルボキシル基，水酸基として

のプトロン含有量が相対的に低い値であることが原因しているものと思われ

る．δ値約6．◎～7．5p四付近のシグナルは，芳香族プロトンによるものであ

る．δ値3．7p四付近のシグナルは，文献9）ユ8｝によれば主としてメトキシル基

プロトンによるものとして帰属されているが，ミクロツアイゼル法によって

求めたメトキシル基は，このシグナルの面積強度の約1／3にしか相当しない．

したがってδ値3．7P遡付近のシグナルは，ほかに一〇一CH2一，一〇一CH

〈などのプロトンシグナルや，あるいはまた○むhら7）が帰属しているような

ディフェニール三二ン型構造のメチレン基のプ盗トンシグナルなども含まれ

ているものと考えられる．δ値2．6p四のシグナルは芳香族側鎖のα位の脂肪

族プロトンによるものと思われ，δ値！．3p四と0．9pp踵の位置にはα位以外の

脂肪族のプロトンシグナルが現われているものと考えられる．δ値0．9P四の

シグナルは主として芳香族側鎖のγ位以上の三二メチル基によるものと推定

される．

　つぎに，δ値4．0～5．5pp皿付近の幅広いシグナルについてであるが，これ

は石炭の各種溶媒抽出物についての報告9＞IDなどでは認められていないシグ

ナルである．　Ludigら18＞19｝はリグニンについての研究で，ピノレシノール

タイプあるいはフェニールクマランタイプのプロトンとして帰属している．

　しかし泥炭ブミン酸を，フィーザー法によってエステル化を行なって，そ

のNMRスペクトルを測定したところ，δ値4．0～5．5p餌付近のシグナルは

全泥炭種ともにほとんど完全に消失し，代わってδ値3．7p四のシグナルの強

度が非常に増：大した．この条件によってシグナルが消失する結合様式として

は，前記ピノレシノールタイプあるいはフェニールクマランタイプは考え難
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い．これらのシグナルについては第4章で検討したように，ジヒドロイソク

マリン型ラクトン構造のγ位（芳香族からのメチレン側鎖としてはβ位）の

プ灘トンに帰属することが妥当であると考えられる．

5－3－3　各種結合様式水素の含有比率

　NMRスペクトルの各プロトンシグナルの面積強度と元素分析値および各

種官能基量を基にして，全水素に対する各種結合様式の水素の割合を求め

Tabユe　5－2に示した，

　表申水酸基のプロトンH頒とカルボキシル基のプロトンHc◎OHは，化学的

分析法によって求めたものである．とくにHcoOHがNMRスペクルトルにお

いて観測されなかったことは，このプロトンが周辺構造の影響を受け易く，

化学シフトに幅があってシグナルの検出が困難なことも事実であるが，前項

のラクトン構造から推定して実際にはプロトン含量が低いためと考えられる．

したがってHco酬はイオン交換性カルボキシル比量から求めている．

5－3－4　各種結合様式の水素数および炭素数

　石炭の化学構造の解明手段として，前述のごとくBro職らや武谷らは，

Table　5－2のような各種水素の含有比率を基にして，種々の構造パラメーター

を導き平均的構造単位についての解析を行なっている．しかしながら緒言に

も述べたとおり，泥炭フミン酸の場合には翫。噸らの設定したいくつかの仮

定があてはめられないために，彼らの方法では構造パラメーターの算出がで

きない．したがって本研究では，’下記の手順により，若干の仮定を導入して

水素数および炭素数の計算を行ない，これを用いて構造パラメーターを算出

した．なお，窒素量は無視して計算している。

　試料としてToy◎to薙i　Iの場合を例にとって説明する。

　（1）実験式および官能基数
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　分子量2200で，Table　5－1の元素分析値から実験式はCIBH123045であ

る．

また分析値から官能基数は

　（COOH）1（OH）4（C＝○）6（OCB：3）3（lact。ne）7
となる．

　（2）各種結合様式の水素数を求める．

　Tableひ2の各種水素の割合から

HcoOH　　　123×0．01寓　1

Hog　　　　123×0．03＝　4

Haro痢　　　　　　　123×◎．11＝＝　14

H｝，。tγなど　123×0．14鵠17

HOCH3など　　123×0．24＝・30

Hα　　　　　　　　　123xO．：L6＝＝＝　20

Hβ　　　　　　　　　123×0．2！＝＝　26

Hγ　　　　123×0．10記12

計　　　　　　　　　　＝123

（3）各種結合様式の炭素数を求める．

　（i）官能基を構成する炭素数（カルボニルを除く）

　　　　3（◎CH3）÷1（C◎OH）＋7（C＝◎）1ac宅◎ne　＝：11

　（ii）芳香族炭素数

　　Har鱒の結合している芳香族炭素数　Ha，翰が14＝14

　　置換されている芳香族炭素は

　　　（C＝0）qul鱒団として　　　　　　　　　　6

　　　（C＝0）1act。齢の結合している炭素数　　　7

　　　　そのほかに　H5．5～4は17であり，　Hl、ctγは7×2＝14となるの

　　　　でこの差をベンジルエーテルのメチレン基として評価し，それの
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　　　結合している芳香族炭素数　　　　　　　1

　　（OH）ph帥。llcの結合している炭素数　　　　4

　　0CH3，　COOH基は芳香族性とする　　　　　3＋1

　　Hαの結合している炭素によって置換されている炭素

　　（Br。鞠一Ladner3）の結合比x＝2を用いて計算した）

　　　　したがって　　　　　　　　　Hα／2＝10

　以上既置換芳香網野素数の合計　　　32

（iii）脂肪族側鎖α位，β位およびγ位の炭素数

　　　γ位以上の一CH3炭素　　Hγ＝12　から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cγ二］ヨγ／3離4

　　　α位およびβ位炭素はBro顯一La曲erのx雛y認2を用いて3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cα＝＝：H：α／2＝＝lO

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cβ二Hβ／2瓢13

（iv）ラクトン環のγ位（芳香族からβ位）炭素数　7

（v）δ値3．7p鱒のシグナルからH3．7＝30，このうちOCH3の水素i数9，

　　残りは一〇CH2一，一〇CH〈　を同量含むと考えると

　　　　　　　　　　　　　　　　　（30－9）／1．5＝：14

（vi）芳香族縮合環炭素数：上記合計炭素数！06，残りの炭素数4は

　　芳香族縮合環を形成している炭素と考える．

　5－3－5　構造指数

　前項によって求めた各種結合様式の原子数を基にして，下記のように構造

指数の算出を行なった．

　（1）芳香族性　fa

　全炭素に対する芳香族炭素の割合を示すものである．前項の例で説明する

と，芳香族炭素C，，は，H、，。。の結合している炭素数（14）と既置換芳香族炭
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素数合計（32）および芳香族縮合環形成炭素数（4）の和であり，全炭素数C土

は110であるから，

　　　　　　fa＝臨Car／Cて　＝50／110＝0．45

として求められる。

　（2）芳香族縮合度　Haru／Ca，

　芳香族環水素数と水素置換可能な位置数の和H、，、と，芳香族炭素数C鍵

との比である．したがって

　　　　　　Ha，u／Ca，鵠（14＋32）／5◎＝0．92

　（3）芳香：族置換指数σ

　芳香族環の置換可能な位置数に対する実際に置換している位置数の比であ

る．既置換炭素数32，H絆。。の結合している炭素数14，したがって

　　　　　　δ＝＝32／（32÷14）＝灘0．70

　（4）芳香心良に対する脂肪族の置換指数σ、u

　置換可能芳香語語素数46，Cα数は10．ゆえに

　　　　　　σau　＝＝10／46　識＝0．22

　以上の方法によって求められた各試料についての構造指数をTable　5－3に

示した．

　この結果，faは0．45～0．52の値が得られている．高位泥炭フミン酸（豊富）

に比較して，低位泥炭フミン酸の方が相対的に多少高い結果がでているが，

泥炭フミン酸の全炭素量の約半分が芳香族環を形成していることになる．

　H，，、／C、，は0．89～0。96の値が得られている．この値から，泥炭フミン酸

の芳香族平均構造単位は，ベンゼン環が主体でナフタレン環程度の縮合環が

多少含まれるものと推定される．なお参考のために，ベンゼン：ナフタレン

の種々の比率におけるHa，u／Ca，の理論値をTabユe　5－4にあげた．

　σおよびσ，冒から，豊富泥炭フミン酸の場合には置換可能な芳香族炭素

の約7割，石狩および釧路泥炭フミン酸の場合は約60％が置換されている．
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Table 5･-3 Structttral

acids

parameter of peat humic

Samples
   Structural parameter

Jt:Ze Haru/Car cr aaif

Toyotoml

Ishikari

Kushiro

I

l
l

III

I

I
I
{

m
I

O. 45

O. 46

O. 46

O. 52

O. 51

O.52

O. 50

e. 92

O. 94

O. 93

O. 90

O. 89

O. 93

O. 93

O. 70

O. 71

O. 68

O. 57

O. 62

O. 58

O. 63

O. 22

O. 23

O. 21

O. 18

O. 2i

O. 19

O. 20

Table 5-4 Hartt/Car on yarious ratios of benze.ne

to naphthalene(molax ratio)

Benzene : Naphthalene Haru/Car

1

2

3

4

6

1

1

1

1

1

O. 87

O. 91

O. 93

O. 9tl

O. 96
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そのうち豊富泥炭フミン酸では約22％，石狩および釧路泥炭フミン酸では

約20％が脂肪族側鎖によって置換されていることになる．なお，豊富泥炭

フミン酸の構造指数は，武谷らの求めた十勝亜炭からのピリジン抽出物の構

造指数9）とほぼ一致している．

　以上の泥炭フミン酸の構造に関する病妻は，若干の仮定を導入して近似的

な平均構造単位の推定を試みたのであるが，なおまだ種々の問題点を包含し

ている．とくに，これら構造指数の算出にあたって，本研究ではフェニール

アルキルエーテル，ディフェ憂目ルエーテル型の構造についての評価をおこ

なっていない．酸素含有量などから推定すると，δ値3．7p餌のシグナル中に

フェニールアルキルエーテル型のプロトンの含まれる可能性は十分あるもの

と思われる．したがってfa，　H亀，、／C、，，δなどは，実際にはTable　5－3の

値よりも大きくなることが予想されるが，今後この点に関しての検討が必要

と思われる．

5－4　結　言

　北海道産の3種の高位および低位泥炭フミン酸について，化学的分析法と

高分解能NMRスペクトルの測定結果から，近似的平均構造単位の推定を行

って種々の知見が得られた．

　3種の泥炭から，水酸化ナトリウム，酢酸ナトリウムおよびピロリン酸ナ

トリウム溶液を抽出溶媒として精製した泥炭フミン酸について，NMRスペ

クトルの面積強度および化学的分析法による分析値から，各種結合様式の水

素の含有比率を算出した（TaMe　5－2）．その結果，原泥炭による差違は認め

られたが，抽出溶媒による相違は認められなかった．したがって，Si皿oパ6）

の分別法は，泥炭フミン酸に利用できないものと思われる．

　NMRスペクトルのδ値4．0～5．5pp臓に観測されたシグナルは，インクマリ
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ン型ラクトン環のγ位（芳香族環からβ位）のプ魏トンシグナルとして帰属

した．

　若干の仮定を導入した別途な計算法によって，Bro職一Ladner2＞や武谷ら9）

の構造指数f、，H，，。／Ca，，σ，σallを求めた（Table　5－3）．その結果

から，泥炭フミン酸の平均構造単位を推定した．泥炭ブミン酸の全炭素の約

半数が芳香族炭素と考えられる．芳香族環はベンゼン環炉主体で，ナフタレ

ン環程度を含有するものとみられるが，ベンゼン環とナフタレン環の比率は，

石狩泥炭フミン酸で約2～3対1，豊富および釧路泥炭フミン酸では約3～4対1

程度と推定される。さらに芳香族炭素の約60～70％が置換されているものと

思われる．
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第6章　フミン酸の芳香族骨格構造に関する研究！3）

6－1　緒　言

　泥炭フミン酸の化学構造中，芳香族環の縮合度について，前章においてN

MRスペクトル分析法などの構造解析法によって求めた平均構造単位から，

ベンゼンとナフタレン環の存在比が石狩金沢産低位泥炭フミン酸で2～3：

工程度，豊富産高位泥炭フミン酸で3～4：1程度であり，それ以上の弓師

芳香：族縮合環の存在は極めて少ないと推定した。

　一方，亜鉛末蒸留法による研究結果から，フミン酸の骨格構造には多分縮

合環の存在を記述する報告が多い2＞曽5）。

　亜鉛末蒸留法は，有機化合物，特に天然有機化合物の構造解明に際して，

その母核の決定に広く用いられてきた方法であって，石炭類の構造解析にお

いても，骨格構造解明にしばしば利用されている2）”7）。

　フミン酸類については，Cheshireら21は500℃で亜鉛末蒸留を行い、還

元生成物からアントラセン、ピレン、クリセン、ペリレン、3，4一ベンゾ

ピレン，コロネンなどを確認しているし，SatO，漁舩daら3＞も土壌フミン酸

の一種であるrgreen　hu綴。　acid」　の亜鉛末蒸留生成物からペリレンを確認

している。また、Haasenら4）5）は、土壌フミン酸について520℃の亜鉛末

蒸留法と300℃の温和な亜鉛末溶融法とを比較して、生成物に大差がない

ことと、主生成物を定量しアントラセンとその誘導体が0．2鰯、ピレン0．13％、

ペリレンとその誘導体が0．20％などであったことを報告している．さらに，定

性的には3，4一ベンゾピレンやナフトピレンなども確認していることなど

から、土壌ブミン酸の骨核には、かなり大きな縮合環が存在すると推定して

いる。
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　本章では泥炭フミン酸の亜鉛末蒸留について、モデル物質などと比較して

検討し、還元生成物を感温ガスクロマトグラフィーおよびGひ貼SSによって

検索、定量を行ったところ、上述の結論について疑問と思われる結果が得ら

れた。

6－2　実　験

　6－2－1　泥炭フミン酸の調整

　試料泥炭は，石狩金沢産低位泥炭（reed　peat）を6か月風乾したものを用

い，　Arn。ユd法8）に準拠して泥炭フミン酸の抽出を行った．

　第1章の抽出操作に従って，凍結処理法9）により処理して粗フミン酸を得

たのち，ソックスレー抽出器を用いてアル識一ル・ベンゼン（ユ：1）混合

溶媒で48時間抽出を行った．得られた脱ろう粗フミン酸を1％水酸化ナト

リウム溶液により抽出して精製フミン酸試料を得た．

　6－2－2　亜鉛末蒸留

　反応容器として5◎凪の双ロフラスコを用いた．

　泥炭フミン酸1gと亜鉛末6g，塩化亜鉛10gおよび塩化ナトリウム2

gを乳鉢で混合して反応器に入れ，H2ガス10ml／minを流しながら，

ホットコーンヒーターで加熱反応させた．なお，反応器の露出部は，リボン

ヒーターで保温した．反応温度は，Cheshireら2）の方法に準じて5◎0℃とし，

500℃に加熱したヒーター中に反応容器を入れて2時間反応させた．反応生成

物は，ドライアイス・エタノールを用いたコールドトラップで冷却して捕集

した。反応終了後，還元生成物を，まず精製したエチルエーテルで抽出し，

つぎにn一ヘキサンで抽出した．両抽出液は蒸留水を加えてふりまぜて，混

入した塩化亜鉛などを除き，有機相を分離してモレキュラーシープ5Aを加え
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て脱水した．難一ヘキサン抽出液は80℃で脱溶媒したのち，エーテル抽出

液を合し，50℃でエーテルを除いて全収量を求めた．

　泥炭フミン酸と比較するため、モデル物質試料についても上記と同様の操

作により亜鉛末蒸留を行った。

　6－2－3　モデル物質試料

　泥炭フミン酸の骨筆構造申のδ一ラクトン構造が存在することを先に報告

しPしたが，そのモデル物質として◎一溜ルボキシフェニルグリセリン酸の

δ一ラクトンを1，2一ナフトキノン（和光特級）からJohonstQn12）の方法

により合成した．

　その他のモデル物質：試料としてはフタール酸（和光特級），クマリン（和

光1級）および工，2一ナフトキノン（和光特級）を用いた．

　6－2－4　昇温ガスクロマトグラフィー

　日立063型昇温ガスクロマトグラフ（TCD）を用いた．

　カラムは3狐x3班鑓（1．　D．），5％OV－1，　ChrQ鶏◎sorb　耀　60／80メッシ

ュを用い，キャリヤーガスHe：25岨／証n，昇温速度：8．5℃／磁n，カラム温

度50～350℃で測定した．

　ガスクほマトグラムのピークの同定及び定量については，標準試料を用い

て保持時間による確認とピーク高さによる検量線法で定量を行った．さらに

多環縮合環化合物の主ピークについては，5～7回分を分取してGC－MA

SSの測定を行って確認した．

　6－2－5　GC－MASSスペクトルの測定

　6－2－4で分取した試料について，日立M－52型GC－MASSスペ

クトロメーターでマススペクトルを測定した．

一126一



　測定条件は，カラム：h，5％OV4，イオン化電圧：2◎ev，真空度：2×10”6

Torr，質量範囲：～500評e，走査速度：5secで行った．

6－3　結果および考察

　6－3－1　泥炭フミン酸の亜鉛末蒸留生成物

　泥炭フミン酸では10回の実験を合した平均収率を求めた結果、　6．2％の収

率で淡黄色の還元生成物が得られた。なお還元生成物の1．R．スペクトル

を測定したが、！75◎㎝qのC＝○による吸収ならびに330◎㎝一i付近のOHの

吸収は全く認められなかった。

　泥炭フミン酸の還元生成物の昇温ガスクロマトグラムをFi昏6－1一（a）に示し

た。主成分の同定は、標準試料の保持時間とマススペクトルでの分子イオン

（Mつの質量数とから行なった。

　マススペクトルの測定例をFig．6－2に示した．これはFig．6÷（a）のガ

スク鐸マトグラムのピークNo．16，勘．18，　No．19，　Ko．22およびRo．29について

のそれぞれのマススペクトルで，上記の順に（1）からM“ピークの副eが192

で2一メチルアントラセンであり，（2）は蒲／e　202のピレン，（3）は狙／e　216の

メチルピレン，（4）は皿／e　228のクリセンであり，（5）は膿／eが252でペリレ

ンである。これらの結果では，ガスクロマトグラムの高温部のピークの試料

ほど（特に（5）は），多くのフラグメントピークが観測され，純物質として分

取されなかったことを示している．これはFig．6－1一（a）のクロマトグラムに現

われたように，高温部のピークが他のピークのテーリング部分と重なり合っ

ているためであって，高沸点化合物の混合物を取り扱っている以上分析精度

は劣るが止むを得ない．

　還元生成物の主成分の収率を求めてTa撮e　6－1にまとめた。

　ベンゼン誘導体の大部分は標準試料によって確認できているが，その総量
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Table 6--1 Major reduetio}t preducts of I)eat }IUIIIiC acid

Ring strttcture
Peal< No. of
gas chromatogram

Coinpotincls i{.IitttiIled
Yield (%) based on
starting material

1

Nool

o

co

oco

1

2

3

4

6

9

8

11

12

16

18

19

toluene

etliyl benzerke

o, n'}, p-xylene

n-l)3ropyll)enzene

i, 2, 4, 5-tetrainethylbenzene

nap}itl}alene

1, 2-dihydronai)htl}alene

1-met}}ylnaphthalene

1-ethy}naphthalene

2-it}etl)ylanthracene

l)yyene

inethy}pyrene

O. 24

O. 46

O. 39

O. 57

O. 34

O. 04

O. 24

O. 20

O.22

O. 42

O.16

O.12

(1)(lf))K,.Js-]

22 chrysene O. 24

29 peryiene O. 06

other substances 2. 6



は2％であった．したがって，ナフタレン環以上の芳香族誘導体は未確認物

質を含めて4．2％であった．これは前述のCheshireら2）の3％やHansenら5＞

の土壌フミン酸の0．66％より多い生成物が得られている。この原因には，試

料の違いや，トラップや反応条件の相違（Cheshireらは氷一食塩によるトラッ

プ，Hansenらは反応時間が450℃で5分一52◎℃で15分でベンゼン中にトラッ

プ）などの影響と思われる。

　確認されたアントラセン以上の縮合環化合物は、ナフタレンとその誘導体

0。7％、アントラセン誘導体O．4％、ペリレン0．06％であり、全還元生成物

の16％に相当することがわかった。また標準試料が無いなどのため，未確認

・未定量の物質は2．6％（全還元生成物の42％）であった．

　6－3－2　モデル物質試料の亜鉛末蒸留生成物

　モデル物質のδ一ラクトンの亜鉛末蒸留生成物についての昇温ガスク琢マ

トグラムをFig．6－！一（b）に示し，6－3－1と同様にして求めた主生成物

の収率をTabユe　6－2に記した。

　この結果から，モデル物質の骨格構造（Table6－2＊）　から予想されるベ

ンゼン，ナフタレンよりもかなり縮合度の大きなアントラセン，ピレンおよ

びクリセンなどが，全還元生成物の10％近く生成していることが確認された。

なお，Fig．6－1一（b）おいて恥．12に大きなピークが現われているが，このもの

のマススペクトルはM＋ピークの血／eが232で，保持時間などからアントラセ

ン誘導体以上の物質と思われるが確認できておらず，上記の評価には含まれ

てはいない。

　モデル物質試料からの亜鉛未蒸留生成物の全収率は，フタル酸から12．2％，

クマリンから19．7％および1，2一ナフトキノンからは26．3％であった。

　これら還元生成物の昇温ガスクロマトグラムをFig．6－3に示した。

　（a）のフタル酸については、ピークNo．12のメチルアントラセン、ピータ
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恥．13およびピーク飛。．14のクリセンが生成していることが確認された。

　（b）のクマリンについても、ピークNo．13のピレンとピーク恥．16のクリセン

が確認された。

　（c）の1，2一ナブトキノンの場合には、アントラセンとピレンは認められず、

ピーク恥．7のクリセンと恥．8のべリレンが多く生成した。また、マススペク

トルでは、鼠／eが429と非常に大きな質量数の物質も生成していることが認め

られたが、同定はできなかった。

　いずれのモデル物質試料についても、亜鉛末蒸留の脱水素作用による芳香

環の縮合が起こり，出発物質の骨核構造よりも大きな縮合環芳香化合物を含

む生成物が得られている。

　6－3－3　泥炭フミン酸と各種モデル物質試料の還元生成物の半定量的

　　　　　　　比較

　カスクロマトグラムに示されたアントラセン環以上の多環縮合環と思われ

る物質のうち、同定できなかったピークについて、次のような近似的方法で

その量を求めた。すなわち、泥炭フミン酸のガスクロマトグラム（Fig，6－1－

a）の未確認のピークのうち、恥17（M“ピークの鮮eが206でジメヂルアント

ラセン或はジメチルフェナンスレンと推定される）はNo．16の2一メチルアント

ラセンに含めて同じ検量線を用いて評価し、恥．20、恥．2！はピレン誘導体と

してRo。19に含め、　NO．23～28をクリセンRo．22に含め、さらにペリレンNQ．29

以上のピークはNo．29に含めて計算した。以下同様にして、モデル物質試料に

ついてもそれぞれの半定量的生成物量を求めて、Table　6－3にあげた。

　この結果、アントラセン誘導体とピレン誘導体は、！，2一ナフトキノン以外

の全ての還元生成物に含まれ、クリセンは全試料について確認されている。

ペリレンも！，2一ナフトキノンからは6％の収率で生成することがわかった。

　各縮合環ごとの収率にはかなり違いがあるが、アントラセン環以上の多環
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芳香族化合物の合計生成量は、泥炭フミン酸が1．9％であるのに対して、δ

一ラクトンでは2．1％、フタル酸1．8％、クマリンL7％と類似している。

1，2一ナフトキノンの場合、3環縮合環化合物は認められず、4～5環の縮合

芳香族化合物が7。6％で、特にペリレンが多く、他の試料とは異なった傾向

を示した。

6－4　結　言

　上記実験結果から，泥炭フミン酸の亜鉛末蒸留によって，3～5環の縮合

芳香族化合物が1．驕生成することがわかった．しかしながら，モデル物質試

料について検討した結果，イソクマリン（δ一ラクトン）誘導体，フタル酸

およびクマリンからも同程度の多環縮合環芳香族化合物の生成が確認された

ことから，これらの縮合環構造が泥炭フミン酸の構造申に存在していた証明

にはならない．むしろ，生成量ではモデル物質試料の1，2一ナフトキノン

よりは少なく，そのほかのモデル物質試料と大差がないことから，泥炭フミ

ン酸の構造中には多門縮合環構造が存在する可能性は少ないとみなすべきと

考える．

　亜鉛末蒸留法は，実験的にも簡単であって反応時間も短く，酸素基を含ま

ない芳香族化合物が容易に得られるなど，石炭類の酸化分解生成物などの骨

核構造推定にしばしば用いられる617）有効な手段には違いないが，一方炭素

一炭素結合の開裂や分子再配列が起こることも知られている1D．特に，モデ

ル物質試料として用いた1，2一ナフトキノンからは4～5環の縮合環芳香

族化合物が多く生成したが，フミン酸の構造中にはKukharenk♂2）によれば

3～11％のキノイド構造が含まれるといわれている．さらに第4章で報告

したが，　ラクトン構造も15～20％存在する．したがって，このように含

酸素構造を多く含むフミン酸類の亜鉛末蒸留生成物から，多環芳香族縮合環
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構造の“大きさ”について推定を行うことは不適当と思われる．

　本実験の結果では，泥炭フミン酸の亜鉛末蒸留生成物中のアントラセン環

以上の多環芳香族化合物の生成量が，他のモデル物質試料に比較して特に多

く生成しているとは認められないことから，3環以上の縮合環構造はほとん

ど含まれていないものであって，アントラセン誘導体以上の物質は，他の試

料と同様に，亜鉛末蒸留による分子転位並びに縮合によって副生した物質と

考えるのが妥当と思われる．第5章において，！H－NMRスペクトルの測定

結果から求めた「構造パラメーター」により，泥炭フミン酸の芳香族基本構

造単位は，多環芳香族縮合環はほとんど存在せず，ベンゼン環主体でナフタ

レン環が含まれる程度と推定したが，本研究に於いてもそれを支持する結果

が得られた．
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第7章　フミン酸のナトリウムアマルガムによる還元分解および

　　　　　　生成物のBC一：NMR，1H－NMRによる構造解析25）

7－1　緒　言

　泥炭フミン酸の化学構造解明のため，一連の研究を行ってきているがP～

3） C本研究では泥炭フミン酸をアマルガム還元した生成物の化学構造を！3C

一，！H－NMRおよび化学的分析法を併用して検討した．石炭類およびその分

解物干の構造解析に1H－NMRスペクトル分析法が用いられて以来，顕著な

成果があげられてきている．なかでもBrQ恥土adner紛の「構造パラメータ」

による解析法は石炭類の構造解析の有：カな手段となっている．本論文でも第

5章において，泥炭フミン酸の1H－NMRスペクトルの測定値から「構造パ

ラメーター」を求めて化学構造の解析を行い，その基本構造単位に関する多

くの知見を得ている1＞．しかUH－NMR法はジ各種結合形態の水素をもと

にして，各種骨核構造の炭素を推定するものであるが，この場合いくつかの

仮定を設定するため構造パラメーターには未だ問題が多い．しかもフミン酸

のように酸素含有量が30％を超える物質はBro卿一Ladnerの仮定　　（全酸素

はフェノール性OH基あるいはキノンとして存在するなど）があてはめられ

ないため，第5章では官能基を化学的分析法で定量するとともに若干の仮定

を導入した量論的取扱を行って構造パラメーターを算出している．この算出

精度を高めるために，炭素の結合形態に関する椿報が直接求められるBC－

NMRスペクトルの測定が望ましいが，泥炭ブミン酸は有機溶媒に対する溶

解度が低いため，第5章で使用したDMF溶液では測定が出来なかった．本

研究では，できるだけ単位構造を壊さずに高濃度に溶媒可溶化させることを

めざし，ナトリウムアマルガムによる温和な還元を行って生成物のBC－N
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MR測定を試みた．

　近年，　13C－NMR法に関して多くの研究が行われてきているが5）～8），

横山ら6）は，石炭高圧水素化分解物の化学構造解析にBC－NMRを用い，

定量性のあるスペクトルの測定条件等の研究を行うとともに13C一，1H－NM

Rを併用してBro鞠一Ladner法の構造パラメーターを解析するのに仮定を減じ

て精度の高い解析法を提出している．

　本研究は，泥炭フミン酸のナトリウムアマルガム分解生成物について，横

山らの解析法を適用して構造パラメーターを求めるとともに，第5章で行っ

た官能基量とtH－NMRスペクトルの測定結果を基にして量論的考察によっ

て解析する手法に！3C・NMRの情報を加えて構造パラメーターを算出し，そ

れらの結果を比較して構造単位について検討した。

7－2　実　験

　7－2－1　泥炭フミン酸の調整

　北海道石狩金沢産低位泥炭の一年間風乾したものから泥炭フミン酸を抽出

した．

　まず，泥炭から第！章1－2一工の操作により粗フミン酸を得た．

　つぎにソックスレー抽出器を用い，アルコール・ベンゼン（1：1）で48時間

抽出して樹脂，ろう，脂肪などを除去した．得られた直ろう粗フミン酸を1％

水酸化ナトリウム溶液により6◎℃で30分抽出し，塩酸で中和後濯過し，凍結

処理をして塩素イオンの認められなくなるまで水洗し，減圧下70℃で乾燥し

て精製フミン酸を得た。

7－2－2　ナトリウムアマルガムによる還元

艶ndezら9）が土壌フミン酸を還元分解した方法に準じて行った．
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　精製泥炭フミン酸89を0．翻水酸化ナトリウム溶液600狙1に溶解し，1リット

ルの還流冷却器付三ロフラスコに入れ，窒素ガスを毎分約3◎0姐通じ，細く砕

いたナトリウムアマルガム（4駕）を加えながら4時聞還流した．ナトリウムアマ

ルガムは30◎墓を6回に分け，2◎分毎に509つっ加え，最初の1時間10分ですべ

て加えるようにした．反応終了後，フラスコの内容物から溶液をビーカーに

移し，塩酸（1：2）で中和して生じた沈澱を遠心分離し，凍結処理後水洗して

完全に塩素イオンを除いたのち6◎℃で減圧乾燥した．これについてエタノー

ル抽出を行い，可溶分を還元生成物のフラクションR一王として取り出し，ロ

ータリーエバボレーターで乾固させてからさらに60℃P205上で1夜減圧乾

燥した．

　エタノール不溶部分は，再び，同じ条件でアマルガム還元を行い，エタノ

ール可溶分を抽出して還元生成物フラクションR遭とした．この操作を繰り

返し，ナトリウムアマルガムに対する反応性の異なる還元生成物を得た．

　7－2－3　高速液体クロマトグラフによる分離

　毛細管カラムを用いて還元生成物の定性的比較を行った．

　装置は日本分光製F翻ILIC－10◎型を使用した．

　カラムは，内径◎．5醐x155醗搬のものに臼本分光スーパーシリカSS－10を充

填して用い，試料量0．1μ1，移動相にはエタノール・アセトニトリル・ジク

ロルメタン（1：1：1）を用いて4μ1／滋nで溶出させた．

　7－2－4　1Rスペクトルの測定

　20◎獄gのKBr中に試料を蝕墓混合し，K：Br錠剤法によって測定した。装

置は日立製作所製295型分光光度計を用いた．

7－2－5　1H一および13C－NMRスペクトルの測定
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　歪H－NMRはd一ジメチルスルポキシドで9％溶液とし（原泥炭フミン酸は溶

解性が悪く脳），i3C－NMRは還元生成物についてd一ジメチルホルムアミ

ドで2磯溶液として測定した．いずれもテトラメチルシランを内部標準物質と

して用いナ騒搬φの試料管を使用した．

　ユH－NMRの測定は日立製作並製R－20A型を用いた。

　13C－NMRの測定は日本電子社製」醐一FX－6◎型を用い，　Gated　dec◎upユ沁g

法でパルス間隔5秒，積算回数約10，000回で測定を行った．

　7－2－6　含酸素官能基の定量

　（1）全カルボキシル基およびフェノール性水酸基

　電導度滴定法8）により，試料を水酸化ナトリウム溶液に溶解して，盛酸で

逆滴定した。

　試料0．3gを湯壷し，璃水酸化ナトリウム10組に60℃で加熱溶解したのち，

3舳ユの蒸留：水を加え，ミクロビュレットにより姻塩酸で逆滴定を行った．

　電導度滴定装置は電気化学計器社製AO－6型を使用し，得られた変曲点から

フェノール性水酸基と全カルボキシル基を求めた．

　（2）イオン交換性カルボキシル基

　試料0．3gを秤損し，還流冷却器付フラスコ内で0．姻塩化ナトリウム溶液2

5温申で1時間加熱還流し，冷却後濾過した濾液から2伽ユをとって，フェノー

ルフタレインを指示薬として0．1N水酸化ナトリウム溶液で滴定して求めた．

　（3）メトキシル基

　ミクロツァィゼルメトキシル基定量装置により，メトキシル基定量法iPに

従って定量した。

　（4）全カルボニル基

　ヒドラゾン生成法12》によって定量した．

　試料0．2蹟墓を5◎疏1回蒸留水に分散させ，驕フェニルヒドラジン塩酸塩水溶液
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5温と1縦酢酸ナトリウム溶液5組を加えて水浴上で1時間加熱反応させ，反応

物を水洗乾燥後生成したフミン酸ヒドラゾンの窒素増加量から算出した．

　（5）ケトンおよびアルデヒド型カルボニル基

　塩酸ヒドロキシルアミンとのオキシム化反応！3）によって生成する臨酸を滴

定して求めた．

　試料0．1暮に錐塩酸ヒドロキシルアミン水溶液10岨とエタノール40嘘を加え，

還流冷却器付フラスコ中で5時間還流し，冷却後蒸留水5伽ユを加えて濠過し，

濾液を0．銀水酸化ナトリウム溶液で滴定した。

7－3　結果と考察

　7－3－1　ナトリウムアマルガム還元生成物の収率および分析結果

　：最初の4時間の還元でエタノールに可溶化した部分を還元フラクションR－

1とし，以後の還元回数毎に順次R－E，R一通，R－Wのエタノール可溶部分を

抽出した．これらの還元生成物のエタノールに対する溶解度はおよそ蹄程度

であった．各回数とも50姐つつのエタノールで抽出液が着色しなくなるまで

抽出を行った．

　各フラクションの収率及び元素分析値をTable　7－1に示したが，これは！0

回の平均値である．

　最初の還元により約25男がエタノールで抽出された．2回目以後の収率は順

次減少し，5回以上還元してもエタノール可溶物は得られなくなったが，これ

を残渣として回収した．なお，いずれの還元回数においても，フルポ酸と思

われる水可溶性の着色物質が若干生成することが認められたが，中湘によっ

て生じる食猛との分離がうまく行われないため回収は出来なかった．

　土壌フミン酸のアマルガム還元反応について，B鞭ges14），　Xandez9），胎一

rtin15），　D。maar16）・17＞およびPiper18）などの研究があるが，彼らはいず
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Table 7-1 Analyses of peat humic acid and its reduction prcoducts

Samples
     "':'
Yield,

Wt %

 Elemental analysis,
     w't %,d.a.f.

Functional groups, wt %,d.a.£.
To' {'a'i

COOH

Ion-exchange

   COOH

Phenolic

  OH

oCH3 Total

 c=o

Ketone arid
 aldehyde
   c =o

Petit humic acid

     R--I

     R-IX

     R-III

     R-IV

  Residue

       Recovery

24.5

11.0

 4.2

 3.0

23.0

65.7

56

66

66

69

69

63

.5

.1

.4

.1

,5

.9

5.3

63
7.2

7,6

8,2

6.1

38.2

27.6

26.4

23.3

22.3

30.0

1.12

1.U

1.30

1.32

1.47

1.14

21.9

15.5

11.8

13,2

13.4

16.4

2.

1.

1.

2.

2.

1.

3

1

6

4

2

o

2.4

2.5

2.7

2.8

3.3

2.5

4.0

4･4

2.8

3.7

3.4

4･4

8.4

12.6

12.2

10.7

10.1

 6.6

1.6

5.4

6.7

5.5

5.7

1.4

;':' Based on peat humie acid
'
average of ten trials



れもエーテル可溶分を約10～3礫の収率で得ておりタヒドロキシ安息香酸，プ

道トカテキュ酸，シリンジルプほピオン酸，メチルフロログルシノールなど

Cs－C！～Cε℃3単位の物質を多数確認している．しかしながら本研究の場

合，エタノール抽出に先だって塩酸で申和した液についてエーテルによる抽

出を試みたが，いずれの還元回数においてもエーテル可溶分は全く得られな

かった．これに対し，エタノール可溶分，すなわちヒマトメラン酸が4回の還

元で43男得られており，土壌フミン酸の場合とは反応性がかなり異なることが

わかった。

　還元生成物の元素分析値は，還元回数と共にH／Cが増加し，酸素量が減少

した。

　Table　7－！の結果を基にして，実験式（元素比）ならびに含酸素官能基数

を求めてTable　7－2に示した．

　ここでは全カルボキシル基量とイオン交換性カルボキシル基量との差を，

第4章で考察Pの通りラクトン環として計算した．したがって壷中のカルボ

キシル基数はイオン交換性カルボキシル基である。また全カルボニル基とケ

トンおよびアルデヒド型カルボニル基との差はキノイドカルボニルとして示

した．

　これらの結果では，カルボキシル基，フェノール性水酸基およびメトキシ

ル基はほとんど変化なく，ラクトン環構造が減少し，ケトン型カルボニル基

が増すことを示している．

　7－3－2　1Rスペクトル’

　泥炭フミン酸と還元生成物のIRスペクトルをFig．7－1に示した。

　還元生成物は原フミン酸と比較して2920cガ！および1450c田駒iの脂肪族ある

いはハイドロアロマチック構造のCHの吸収が増大している．また820cガ｝の

芳香族環の隣接2個のC：Hによる吸収の増加は置換基の脱離を示している．こ
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Table 7--2 Empiyical £oscrau.La and numbey of oxygen contazamng gYoUPs

l

F--,

pa
mt

Humic acid

  R-I

   R-II

   R-III

   R-IV

 Residue

CggHlllOso (COOI{)1(OH)3(OCH3)3(qulnoid C=O)s(ketone C=O)1(lactone)g

Cl:L6Hl32036(coOIOo.s(OH)3(OC}I3)3(quinoid C=O)s(ke'tone C=O)4(lactone)7

Cl16 HlslL03s(COOII)1(Oi'I)3(OCH3)2(quinoid C=O)4(ketone C=O)sQactone)s

Cl21Hl6o031(COOII)1(OH)3(OCH3)3(quinoid C:O)4(ketone C:O)4(lactone)s

C122H17{?02g(COOII)1(OI{)4(OCI-I3)2(quinoid C=O)3(ketone C-ww-O)4.s(lactone)s

Clit2Hl2304o(COOI{)o.s(OH)3(OCI-I3)3(qulnoid C=O)4(ketone C=O)1(lactone)7
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れらの特徴は全生成物で大差は認められない．還元残渣についても同様な変

化がみられることから，エタノール可溶とはならなかったがR－1～R－IVと

同じように還元反応を受けているものと思われる．

　7－3－3　還元生成物の高速液体クロマトグラム

　キャピラリーカラムを用いて分離した，R－1～R－IVの高速液体クロマト

グラムをFig．7－2に示した．

　いずれも保持時間6分，8．3分，11．5分にピークを示すが，その面積比は異

なっていて，還元回数が多い生成物ほど保持時間の長いピークが増加する傾

向が認められる．またR－IVは保持時間13分目新たなピークが現れて4つのピ

ークに分離することがわかった．このように液体クロマトグラムのパターン

では，それぞれ組成の異なる生成物であることを示している．しかし，同じ

充填剤を用いて舳ゆ×5QQ賊のカラムによって分取を試みたが，いずれの生

成物もブロードな1つのピークにしか分離できなかった．

　7－3－4　1：H－NMRスペクトル

　Fig．7－3に泥炭ブミン酸及び還元生成物の！H－NMRスペクトルを示して比

較した．

　いずれも化学シフトの現れる位置は同じであるが，各種プロトンシグナル

の相対強度はそれぞれ異なっている．還元生成物はδ値1．2pp猿付近の脂肪族

プロトンのシグナルが特に増加していることがわかる．なおδ値13p四の低磁

場まで測定したが，カルボキシル基，アルデヒド基のプロトンシグナルは各

試料とも確認されなかった．このことは，これらのプロトン含有量が相対的

に低い値：であるためと思われる。

　これらスペクトルの面積強度から，各種結合様式の水素の割合を求めて

Tabユe　7－3に示した．芳香族プロトンHaはδ値6。0～8。Opp馬芳香族からのα
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Table 7-3 DistMibution of various bonding               thydrogen Eirom g-n .rR.x. and chemical analysGs

Sample
I
-
I COOH
I
-
I

H
 OH

H

 H
-A
 H

H4--s.s"･(- H3.3-4. ,,(. Ill,,(.

  H

H(e,

H

Hif

H

l

l--A

or
}....L

t

Humic acid

 R-I

 R-II

 R-III

 R --･ XV

 Residue

O.OO (9

O.OO/F

o.oor7

O. OO i5

O.O06

O.OOJ3

O.026

o.e26

O.022

O.023

O.023

O.024

O.15

O.14

O.12

O.12

O.11

O.14

O.20

O.M

O.09

O.11

O.11

o. '1 s

O.25

O.20

O.17

O.21

O.22

O.23

o

o

o

o

o

o

.23

.24

.22

.22

.23

.21

O.09

O.21

O.25

O.21

O.19

0.17

o.

o.

o.

o.

o,

o.

05

07

M
11

12

07

'･;-

ppm from TMS



位の脂肪族側鎖プロトンHαはδ値3．3～2．Op四，同じくβ位プロトンHβは

δ値2．0～1．1p叫，同じくγ位以上のメチル基のプロトンHγはδ値1．1～0．

5P四の範囲から求めた．なお，　竹中のカルボキシル基のプロトンHc◎OHと水

酸基のプロトンHOHは化学的分析法から求めたものである．

　7－3－5　！3C－NMRスペクトル

　R－1～R。lvのi3c・NMRスペクトルをFig．7－4に示した．なお還元残渣

は溶媒に対し1礫程度の溶解性しかなく，シグナルの確認ができなかった．

スペクトル中，溶媒のd一ジメチルホルムアミドのC－Dカップリングによる

162～164P四の三回線および28～38P四に2つの七重線が現れているため，こ

の範囲のピークが妨害されることは避けられない．この場合，低磁場域では，

芳香族炭素はほとんど150pp狙より高磁場にシグナルが現れること，また162～

164pp皿の狭い範囲にシグナルの重なるような構造の可能性が少ないことから

影響は小さいと思われる．しかし，28～38p囲の範囲では石炭の水素可分解物

など6）・19）でみられるようにシグナルが重なる可能性はあり，脂肪族炭素へ

の影響はあるものと考えなければならない．この点を検討するため，ジメチ

ルスルポキシドなど他の溶媒を用いてi3C－NMRスペクトルの測定を試みた

が，溶解性が劣り，シグナルの確認ができなかった．本研究では，162～164

p四および28～38p四のシグナルを除外して芳香族炭素と脂肪族炭素の割合を

求めることにしたが，上述の理由から二筋族炭素は過少評価されることにな

る．また，140P職よりも低磁場にはカルボキシル基やラクトンおよびカルボ

ニル基の炭素のシグナルが現れるため，化学的分析法で定量した官能基量か

ら，キノイド型カルボニル基を除いた量を補正して，芳香族炭素とそれ以外

の炭素の割合を求めてTabユe　7－4に示した．

　なお，Fig．7－4のR－1のスペクトルにだけ206pp澱の低磁場の鋭いシグナル

が観測される．このような低磁場にあらわれるシグナルとして，例えばラク
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Table 7-4 Carbon dis'tr±bution fi sc om iSt]-n.m.r. and chemical analyses

Samples

  R-I

 R-- II

 R-III

 R -- IV

          Carbon distributlon

.-.---tron]atic carbon Non-arbmatic earbon

O.503

O.527

O.514

O.512

O.497

O.473

O.486

O.488



トン環の還元によって生じた1一インダノン型＄）・23）のような環状ケトンの構

造が考えられる．

　7－3－6　構造解析

　横山ら6》の行った13C一，　I　H－NMRの結果を併用してBro職一Ladner法の

構造指数を算出する解析法を簡単に説明する．

　13C一および1H－NMRスペクトルをもとに，芳香族炭素，脂肪族炭素の分

率をCa／C，　Cs／Cとし，芳香族環に結合する脂肪族α位の水素，β位以上

の水素，γ位以上の末端メチル基および芳香族水素の分率をそれぞれHα／H，

Hβ／H，Hγ／HおよびHa／Hとし，元素分析値の各分率を加えて次の式に

より構造指数を求める．この場合，酸素の半数が複素環であり，残りは芳香

族環に直接結合すると仮定し，窒素は酸素に含めて取り扱っている．

芳香族性指数：

　　　　　Ca
　fa瓢　　　　　C

芳香黒帯縮合度指数：

H、、（砦主＋

Ca

聖・÷）÷＋÷
Ca　　　　O　　　　l
　　十　　一　・　一　　　　　C　　　　2C

芳香族環置換指数：

H：α　　　　1
　　　・　一　　十
H　　　　z

σ　　＝

　　　　：Ha　＋聖
　　　　　H　　　　H

O　　　　l
　　　　　　　　
H　　　　2

．⊥＋　O
　　z　　　　　　H
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脂肪族のα位，β位以上の炭素につく水素の平均個数：

（Hα　十　HβH　　　　　H）琴

z　　霧
　　　　Cs
　　　　C

γ

H
H

1　　　H
3　　　C

　この方法は，Ca／Cを直接求めることや　zを仮定ではなく実測して用い

るため精度の高い解析が出来る．しかしながら本研究のBC－NMRスペクト

ルは，前述のごとく溶媒によるシグナルのため，特に高磁場において妨害を受

ける可能性もあり，Cs／Cが過少評価となり，　Ca／Cが過大となることも考

えられる．そこで上記式を用ヤ・た解析のほかに，化学的分析値などを考慮し

て，第5章の手法に準じてより次のような解析を行った．

　試料としてR・1を例にとって説明する．

　1）実験式および官能基数

　Table　7－2に示したように実験式はCu6　H132036で，官能基数は

　（COOH）巳．5（OH）3（OCH3）3（quinoid）5（ket◎ne）4（1actone）7である．

　2）各種結合様式の水素数

　Table　7－3の水素分布から海水素数は

HcoOH

HOH

Ha

H4～5．5

H3．3～4

Hα

Hβ

Hγ

132×0．004

132×0．026

132×0．14

132×◎．11

：L32×0．20

132×0．24

132×0・21

132×0．07

0．5

3

18

14

26

32

28

9　　となる
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　ここでH4～5．5のシグナルについては第4章および第5章においてモデル

物質での検討などからジヒドロイソクマリン型ラクトン環のγ位（芳香族か

らβ位）プロトンとして帰属した．試料R－1のスペクトルでは官能基分析値

（ユactone）7とよく一致したが，　R－E～R－IVでは官能基分析値よりも多い

面積強度を示した．この場合ラクトン量との差をベンジルエーテルのメチレ

ン基として評価した．

　また，H3．3～4は石炭抽出物2D，リグニン類22）・23＞などではメトキシル

基プロトンとして帰属しているが，本研究のミク灘ツァィゼル法で求めたメ

トキシル基はこのシグナルの面積強度の工／3にすぎない．◎thら2ののように

ジフェニールメタン構造のメチレン基として帰属しているものもあるが，本

研究ではエーテル結合に隣接する炭素に結合しているプ滋トンに由来するも

のと考えた．このプロトン量は，メトキシル基を除いてもかなり多いので，

酸素量から推定して　＞CH一〇℃H〈などの構造は少ないことが予測され

る．したがって一CH2一〇℃H2一の型で脂肪族に結合するものとして取り扱

った．

　3）脂肪族炭素数

　芳香族からγ位以上の末端炭素：HγはCH3であるから

　　Cγ＝H￥／3鑑9／3＝3となる．’

　β位炭素：上記Cγ炭素の結合しているβ位炭素（Hγ／3側）は一CH2一

であり，その他は一CH3として存在するとし，一CH2－CH2一のような構造は

無視できる程度に少ないものと仮定した．したがって，：Hβから一CH2一を引

いた水素の1／3のCβ炭素とCγの結合している炭素の和となる．

　　Hγ／3＋［Hβ一2（Hγ／3）コ／3＝10

　α位の炭素：実測したz潔1．82を用い

　　Hα／z＝＝32／1．82＝17．5

　ラクトン環のγ位炭素：官能基数から　7
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　エーテル結合の炭素：H3．3～4からメトキシル基の水素（メトキシル基数

の3倍）を除き残りは一CH2一〇一CH2一とすると，その水素の2／4個の炭素

数となる．

　　［（H3，3～4）一3（OCH3）］2／4＝8

　この場合，フェニールエーテルなどを考慮にいれると，酸素数が実験式を

超える．また，R－II～R－IVはH4～5．5がラクトン数より多いので，その差

をベンジルエーテル（φ・CH2一〇一）として求め，脂肪族側のメチレン水素

を考慮して

　　［（H3，3～の一3（OCH3）一2（φ一CH2一〇一CHa）コ2／4

として算出した．

　4）官能基を構成する炭素数

　　（メトキシル基）3個，　（ラクトンのC＝○）7，

　　（ケトンのC＝○）4，　（カルボキシル基）0．5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　14，5

　5）芳香族炭素数

　（Haの結合している炭素）18，（フェノール性OHの結合している炭素）

3，（キノン型C瓢O）5，（ラクトンのC鷲○の結合している炭素）7，（メ

トキシル基とカルボキシル基の結合している炭素）3．5，　この他R－1試料

の場合13C－NMRで観測された206p四のシグナルが1一インダノン型環状カル

ボニルとすれば，そのC＝○の結合する芳香族炭素が3欄存在することにな

る．さらに，C雛○に結合した一CH2一のシグナルが！H－NMRスペクトルで

はδ値2．6p四付近に現れるため，芳香族からのα位として評価したCαの中

に含まれていることになるため，これを補正すると実際に芳香族環に結合し

ているCα炭素は

　Cα一3　＝！7．　5－3＝＝14．　5

となり芳香族炭素の合計　54
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　以上の計算を総計すると　Ci鱈H13！○％となり，実験式とほぼ一致する．

さらに，炭素総計1ユ4と実験式ユ16との差は芳香族縮合部を構成するも

のと考えた．従って芳香族炭素総計は56となる．

　以上の結果をもとに構造指数をを求めると，

　　fa＝＝　　56／116　　＝＝　　0．48

　　Ha“／Ca　＝　54／56　＝　0．96

　　σ　＝　（54・18）／54　＝　0．67　　が孝尋られた．

　7－3－7　構造指数

　上記2つの方法で求めた構造指数をTabユe　7－5に示した．なお比較のため

にBro勲一LadRer法の結果も併記した．

　13C一，　iH－RMR併用法では，　f、は直接求められるため精度が高いもの

と思われる．しかし本研究の場合，前述のように脂肪族シグナルを過少に定

量している可能性があるため，求められた指数は最大値と考えられる．この

点を考慮すると2つの方法で簿析した結果は，ほぼ一致しているとみなすこ

とが出来る。これに対し，Bro恥一La面er法はCα，　Cβ，　Cγ以外の炭素を

芳香族として取り扱っているため，当然ながら高い値を示して一致しなかっ

た．

　Hau／Caについて両解析法ともよい一致を示している．　Br◎驕一Ladner法で

は平均芳香族単位が，アントラセン程度の高縮合度を持つことになるが，そ

のような構造は第6章の検討結果からも考え難いことである2）．このように

解析法としてそのまま適用できないことを示している．

　σは13C∵H－NMR併用法とBro幟一Ladner法がやや近い値を示し，量

論的解析法とは異なる値となった．これは，i3C一，IH－NMR併用法の計算

とBro弓柄a面er法がともに酸素量の1／2が芳香族環に直接結合するという
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共通の仮定を設定しているためと思われる．

　以上の結果から，泥炭ブミン酸のアマルガム還元生成物は炭素の約半数が

芳香族環を構成し，芳香族環は大部分ベンゼン環からなり，ナフタレン環が

5～6分の1程度のものであろうと推定される．

　還元回数と構造指数との聞に関連性は特に認められなかった．

7－4　結　言

　泥炭ブミン酸の構造解析のため，アマルガム還元による溶媒可溶化を行っ

た．その結果エタノール可溶部が4舗得られたが，土壌フミン酸について報告

されているようなエーテル可溶のモノベンゼン化合物は全く生成しないこと

がわかった．泥炭ブミン酸の2錦はアマルガム還元を繰り返してもエタノール

可溶にはならなかった．エタノール可溶部分はフミン酸と類似した性質を持

ち（ヒマトメラン酸の定義となるが）IRスペクトル，　iH－NMRスペクト

ルにおいても原フミン酸とほとんど同様のパターンを示したことから，原フ

ミン酸構造がそれほど破壊されておらず，フミン酸の構造究明に有効な手段

となるものと思われる．

　本概究では，還元回数によってエタノール可溶部分を分割し4つのフラク

ションとして比較したが，高速液体クロマトグラムのパターンで異なること

が確認された以外に，IRスペクトル，1H一およびi3C－NMRスペクトルで

はその違いが判別されなかった．

　13C一，！H－NMRスペクトル併用法の計算式と化学的分析法を用いた量論

的考察により解析した構造指数を求めて比較した．

　その結果はfa，　Hau／Caなどの構造指数はよく一致し，第5章で報告し

た1H－NMRスペクトルと化学的分析結果とから量論的に導いた泥炭フミン

酸の構造指数について，確信が持てることが判った．
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　置換指数σについては一致せず，！H一，！3C－NMR併用法の酸素の置換割

合の仮定など今後の検討を要する点が明らかにされた．
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第3編　フミン酸の利用

第1章　泥炭フミン酸のスルホン化反応およびその

　　　　　　　　　　　　　　　水銀吸着剤としての利用に関する研究33）・3の

第1章ユ節　三フッ化ホウ素を触媒とした泥炭フミン酸の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スルホン化33＞

ユーユー工　緒　言

　F．FischerやFucksがユ），褐炭フミン酸のイオン交換性を発見して以来，再

生フミン酸は重金属イオンに対するすぐれたイオン交換特性を有することが

調べられてきている2）～5）．しかしながら，フミン酸はアルカリ可溶物質で

あるため，使用可能なpH範囲が3～5．5と狭い範囲に限定される，この

欠点を改善することにより，さらに広範囲な用途に利用できることから，加

熱処理法6♪～創，炭酸エチレンとの反応9｝，チオカルボン酸化12UPなどに

よるアルカリ不溶化の研究も多数行われてきた．

　一方，石炭類や木炭類を原料として種々のスルホン化試薬を用いて，イ：オ

ン交換体を製造する研究も行われている12♪～！7）．

　本研究は，泥炭フミン酸の工業的利用法の一つとして，スルホン化を行い，

フミン酸のアルカリ不溶化と石炭質イオン交換体に匹敵する交換体の製造を

霞的として，その基礎的研究を行った．

　本研究におけるスルホン化試薬としては，濃硫酸に三フッ化ホウ素を吸収

させて得た硫酸一フッ化ホウ素付加物を用い，BF3／H2SO・のモル比，反
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応温度反応時間などの影響について検討を行い，スルホン化生成物のイオン

交換容量を測定し，その基礎的資料を得た．

1－1－2　実　験

　1一ユー2，1　試料の調整

　試料ブミン酸は，北海道石狩金沢産低位泥炭から，蝕nold法に準拠して第

2編第1章1，2，1の操作により抽出を行った．

　1－1－2，2　硫酸一三フッ化ホウ素付加物の調整

　反応野中にホウフッ化ナトリウム，ホウ酸および濃硫酸を加えて加熱する

と，次式のように三フッ化ホウ素が発生する．

　6NaBF3十：B20，き十6H2SO4→8BF3↑十6NaHSO4十3H20
　発生した三フッ化ホウ素は，洗浄・乾燥管を通し，室温で95．礫硫酸中に吹

き込んで補評し，硫酸一三フッ化ホウ素付加物を得た．あらかじめ95．鑛硫酸

の重量を測定しておき，三フッ化ホウ素を吸収したときの重量の増加率から，

BF3／H2SO4のモル比が0．067，0．！34，0．160，0．186，0。2！0．0。235の硫酸一

三フッ化ホウ素付加物を調整した．なお，モル比0．235は95．磯硫酸に三フッ

化ホウ素が飽和した場合である．

　1一ユー2，3　スルホン化反応

　冷却器，かき混ぜ器，および分液ロートを取り付けた1◎0組三ロ丸底フラス

コを反応器として用い，恒温水槽で加温して実験を行った．

　操作は60～100メッシュに粉砕した試料フミン酸　5墓を反応器に入れ，反応

温度に達してからかきまぜつつ，分液ロートより硫酸一三フッ化ホウ素付加

物50塞を滴下した後，所定時称反応させた．反応終了後，反応生成物を冷水中
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に注ぎ，未反応の硫酸一三フッ化ホウ素付加物を傾斜法により充分水洗除去

し，60℃，P205上で真空乾燥してスルホン化フミン酸を得た．

　1－1－2，4　イオン交換容量の測定

　スルホン化フミン酸を100メ，ッシユ以下に粉砕し，約0．39精秤して空気式

冷却器を取り付けた100証の三：角フラスコに入れ，◎。2M塩化カルシウム溶液

25組を加えて時々かきまぜながら，IOO℃で1時間イオン交換を行った．

交換後溶液を濾過し，溶液中の生成酸量をフェノールフタレインを指示薬と

して0．IM水酸化ナトリウム溶液で滴定した．

　1－1－2，5　試料のIRスペクトル

　200鐵墓の臭化カリウム中に試料2鶏gを混合し，KBr錠剤法に依って測

定した．装置は日立295型自記分光光度計を用いた．

1－1－3　実験結果および考察

　1－1－3，1　調製試料の性状

　スルホン化泥炭フミン酸は泥炭フミン酸のおよそ8◎％～85％の収率で得ら

れた．スルホン化反応後の硫酸溶液は暗褐色を呈しており，泥炭フミン酸の

一部がスルホン化の過程でフルポ酸など水溶性物質へと変化することが認め

られた．

　F塊．1－1に，泥炭フミン酸と！◎o℃でgo分スルホン化（：BF3／H2sO己モル

比0．134）した試料の1．R．スペクトルを示した．スルホン化により，フミ

ン酸にみられる鈴20㎝一1の脂肪族CHの伸縮振動および1500㎝d付近の脂肪

族CHの変角振動による吸収が減少し，1600㎝｝1のC＝Cの伸縮振動による

吸収が増大することから，脂肪族水素の脱離反応が行なわれたことが示され
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る．また，820㎝価！の隣接水素2個を有する芳香族CHの変角振動によると思

われる吸収の減少は，スルホン基の置換反応によるものと考えられる．スル

ホン化泥炭フミン酸の1．R．スペクトルでは，1200㎝謄！付近のSO2の非対

称伸縮振動および1030㎝幽1付近のSO2の対称伸縮振動による吸収が顕著にあ

らわれ，スルホン基の導入が確認された．

　また，スルホン化泥炭フミン酸は，原泥炭フミン酸と異なり，水酸化ナト

リウム溶液などのアルカリや各種有機溶媒に対して不溶で非常に安定かつ堅

牢となった．これは，硫酸一三フッ化ホウ素が，不飽和炭化水素からカルボ

ニウムイオンを形成させるカヂオン重合触媒としても高い活性を持つことが

知られていることから…8），スルホン化の過程で重合反応が進行したためと思

われる。

　1一ユー3，2　触媒量の影響

　　反応温度ユ00℃，反応時間を90分として，触媒童を変化させて実験を行

なった．実験結果はFig．1－2に示す逓りであった．図中の触媒量は，　B　F3／

H2SOニモル比で示した．

　　図からわかるように，フミン酸を触媒を用いずに硫酸で処理すると，生

成物のイオン交換容量は1．0孤eq．／gであった、三フッ化ホウ素触媒を用いると，

触媒量がモル比0。134付近までは触媒量の増加とともにイオン増加容量は増

加し，最高ユ．35鵬q．／gの交換容量のものが得られた．しかしモル比0．134以

上になると交換容量は減少を示している．特に三フッ化ホウ素が硫酸に飽和

した場合（モル比0，235）には反応中にホウ酸と考えられる白色結晶が析出し

て反応はうまくゆかず，イオン交換容量はモル比0．067の場合とほとんど変

わりなかった，このことから，フミン酸のスルホン化反応において，三フッ

化ホウ素濃度は，モル比0．134程度がよいことがわかった．
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　1－1－3，3　反応温度の影響

　反応時間を90分と定め，反応温度を20～150℃まで変化させて実験を行な

った．実験結果はFig．レ3に示す通りである．

　ユ00℃までは反応温度の上昇と共にイオン交換容量は増加しているが，

100℃以上になるとわずかではあるが交換容量は滅寄する傾向を示している，

　この原因は，反応温度を上げると既存のカルボキシル基などの交換基が分

解離脱するものと考えられる．なお，この図からもB：F3／H2SO・のモル比

O．134の場合が，モル比0．067，　0．186および0．235に比べて全温度範囲で

優れていることがわかる．

　1－1－3，4　反応時間の影響

　反応温度！00℃における反応時下と交換容量の関係を検討した．その結果

をFig．1畷に示す．

　この図から交換容量は，反応時間90分までは時間とともに増加するが，90

分以上反応させると逆に交換容量は減少する傾向があることがわかった．

　このことは反応温度の場合と同様に，長時問反応させることによって慶存

のカルボキシル基などの交換基が分解離脱することなどが原因しているもの

と考えられる．したがってスルホン化反応時間は90分程度が良好と思われる．

1－1－4　結　言

　硫酸一三フッ化ホウ素付加物を用いた，泥炭フミン酸のスルホン化によっ

て，イオン交換量！．35鵬q／g程度のイオン交換体を得ることができた。これ

はさきに報告されている16｝石炭類をスルホン化して得られたカチオン交換

体の交換容量（約1．伽eq棺）に比べて充分満足できるものであると思われる．

　スルホン化の条件としては，BF3／H2SO4のモル比0．！34，反応温度
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　100℃，反応時間90分が最適であることがわかった．

　未反応の硫酸一三ブッ化ホウ素は，本研究では反応時間等の条件の検討を

主体としたため回収せずに生成物を水中に注いで水洗除去しているが，工業

的にはステンレス製の澄過網などを使用することにより回収することが可能

と考えられる．

　スルホン化泥炭フミン酸は，水酸化ナトリウム溶液などのアルカリや各種

有機溶剤に対して非常に安定で堅牢になっていることから，かなり重合反応

が進んでいるものと考えられる．

　未処理泥炭フミン酸を交換体として利用する場合の大きな欠点であったア

ルカリ溶液その他の溶媒に対する安定性や，物理的強度を改良し，イオン交

換体として利用できる性状のものを製造することができた．

第1章2節　塩化水銀（II）の吸着剤としての利用34）

1－2－1　緒　言

　廃水中の水銀化合物の処理法として，種々の吸着剤を用いる方法が研究さ

れている．吸着剤としては，活性炭を用いる研究！9）～22）や，イオン交換樹

脂23》，キレート樹脂24）・25），選択性吸着剤”M：EP”26）および各種MR型

樹脂25L27）などの合成樹脂類についての検討が多くなされている．

　一方，安価な吸着剤として石炭から得られる再生フミン酸2S）やフミン酸を

原料としたフミン酸焼成物およびチオフミン酸など7＞1Pについても2，3の

研究が報告されている．

　本節では，前節で製造したスルホン化泥炭フミン酸を水銀の吸着剤として

用いることを検討した．
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　スルホン化泥炭フミン酸は，三フッ化ホウ素一硫酸を用いて泥炭フミン酸

（天然フミン酸）をスルホン化して得たもので，スルホン化により原フミン

酸よりもイオン交換容量が大きく増加することを前節において確認している．

　このスルホン化泥炭フミン酸を用いて，塩化水銀（∬）に対する吸着実験

を行ったところ，水銀に対して選択的吸着能を有し，さらに容易に再生使用

できるなどのすぐれた特徴を持つことがわかった．

1－2－2　実　験

ユー2－2，1　試料の調整

　（1）　　泥炭フミン酸の調整

　北海道石狩金沢産低位泥炭（reed　peat）から，　Am◎ld法に準拠し・た前節と同

様の方法で工％水酸化ナトリウム溶液を用いて抽出して泥炭ブミン酸を得た．

　（2）　スルホン化泥炭フミン酸の調整

　スルホン化泥炭フミン酸は前節で報告した方法に準じて製造した．

　三フッ化ホウ素を用いるスルホン化反応はつぎのような脱水反応を利用す

るものである29）。

　Hum－H十H2SO4十：BF3→Hum－SO3H十BF3・H20
したがって，硫酸濃度が高いことが望ましいため，前節においては市販1級

硫酸（95．6％H：2SO4）を用いたが，本研究では特級硫酸（97．0％）を用いた．

また，三フッ化ホウ素は市販の三フッ化ホウ素エチルエーテル（47％：BFのを

用いた．それ以外の条件は前節の通りである．すなわち，泥炭ブミン酸lg

に対し，三フッ化ホウ素一硫酸付加物（モル比BF3／H2SO4＝0。134）を

10g加え，ユ00℃で90分反応させた．反応終了後，反応生成物を冷水

に注ぎ，傾斜法により充分水洗いしたのち60℃で減圧下で乾燥し，工00
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メッシュアンダーに整粒して用いた．

　1－2－2，2　スルホン化泥炭フミン酸の酸性基の定量

　強酸性基（SO3H型）と弱酸性基（COOH）を浦野ら重7＞の方法により

定量した．すなわち強酸性基量は，試料0．5gを0．5M塩化アンモニウム水溶

液50温中に加え，時々かき混ぜながら室温で12時間放置後，25組をフ

ィルターつきピペットで採取し，遊離した水素イオンを◎．1M水酸化ナトリウ

ムで滴定して求めた．さらに総酸性基は，試料0．5gを0．5M炭酸アンモニウ

ム水溶液50証申に加え，時々かき混ぜながら約12時間放置し，5組を採

取して50倍に希釈後，ネスラー試薬による420n魏の比色法でアンモニウ

ムイオン濃度を測定し，アンモニウムイオンの減少量からもとめた．この値

から強酸性基量を差し引いた値を弱酸性基量とした．なおアンモニウムイオ

ンの比色分析には，日立100－10型分光光度計を用いた．

　1－2－2，、3　水銀吸着試薬の調整

　試薬の調整に用いた純水は，蒸留一イオン交換水を再蒸留したものを使用

した．試薬についてはすべて市販の特級試薬を用いた．

　塩、化水銀（II）標準原液は，塩化水銀（II）をL354gはかりとり，硫酸

（1：1）5紐を加え，全量をllとした（水銀として1000pp幻．

　吸着実験には，この標準原液を使用直前に希釈して用いた．

　1－2－2，4　吸＝着実験

　100凪の二二付きガラス製試料ビンに所定量の吸着剤試料（5～lOO

搬g）を加え，これに水銀濃度lp囲の溶液100温を加えて23℃の恒温室内

で24時間振とうした後，試料を遠心分離’し，上澄み液中に残存する水銀を

定量した．なお各実験条件ともに，吸着剤を加えない場合を空試験として測
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定した．

　ユー2－2，5　水銀の定量法

　水銀の定量は，還元気化原子吸光光度法により行った．装置は日立170－5型

原子吸光光度計を用いた．

　操作は，還元気化装置に水銀として0．3μg程度となるようにサンプル溶

液をとり，全量を約100盗ユにしたのち硫酸（1：ユ）ユ○滋，5M塩化ナ

トリウム溶液10讃および10％塩化第一スズ溶液2撮を加えて還元気化を

行い，循環法による吸光度の測定を行った．

　工一2－2，6　pHの調整

　水銀の吸着に及ぼすpHの影響を調べるため，　pH1～12の範囲で検討

した，pHの調整は過塩素酸及びアンモニア水を用い，吸着終了時のpHを

日立堀場F－7DE型pHメーターで測定した．

ユー2－3　結果および考察

　1－2－3，1　スルホン化泥炭フミン酸の元素分析値および酸性基

　Tabユe　1弓に泥炭フミン酸とスルホン化泥炭フミン酸の収率，元素分析値お

よび酸性基の定量結果を示した．

　スルホン化泥炭ブミン酸は泥炭フミン酸のおよそ80％の収率で得られた．

　元素分析値から，スルホン化によって炭素含有量と酸素含有量はほとんど

変化しなかったが，水素含有量は減少した．スルホン化によってスルホン基

が0．6醗eq／墓導入され，さらにカルボキシル基がheq／g即ち4．5％増加して

いるにもかかわらず，酸素量は増加していない．このことから，三フッ化ホ

ウ素一硫酸によるスルホン化反応に於いては，脱水反応が起こって水素およ
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び酸素が脱離するものと思われる，さらに，カルボキシル基は酸素が導入さ

れて形成されるのではなく，第2編第4章において報告したような泥炭フミ

ン酸の骨格構造の一部をなしているラクトン構造3㈲が開裂してカルボキシル

基が生成するものと考えるのが妥当と思われる．同時に脂肪族水素の脱離に

より。＝c結合が生成すれば，前節のFig。Hに示した1．　Rスペクトルにお

ける脂肪族CHの吸収の減少と160◎cゴのC露C吸収の増大が説明できる．

　硫黄含有量は2。5％増加しているが，スルホン基の定量値は0．6狙eq徳であ

り，硫黄量に換算すると1．92％となる．したがって，スルホン基の導入以外

にも硫酸化3Dなどの反応も一部起こっていることが推定される．

　工一2－3，2　塩化水銀（H）の吸着

　（1）　吸着時間の検討

　スルホン化泥炭フミン酸による水銀（H）の吸着速度について検討した．

　1P陣の水銀（H）溶液（硫酸でpH4にしてある）　ユ00泌にスルホン化泥炭フ

ミン酸10騒gを加え，所要時聞振とうして吸着を行ない，上澄液中の水銀濃

度から水銀の除去率を求めFig．1－5に示した．この結果，24時聞の振とうで9

8．7％の除去率（残留水銀濃度1εpp凪）に達するが，それ以上長時間経過して

も除去率はわずかに増加するにすぎず5日経過後でも99．4％（残留水銀濃度

6p四）であった．この結果から，24時間で吸着はほぼ終了するとみなし，以

後の吸着実験は24時間で行なった。

　（2）　吸着剤：量の検：討

　1p四の水銀（■）溶液100趾にスルホン化泥炭フミン酸および泥炭フミン

酸をそれぞれ5～10伽9加え，24時間振とうして水銀の除去率を求めてFig．

！－6に示した．

　スルホン化泥炭フミン酸の場合，5搬gの添加で96％の除去率を示し，50跳g

の添加で除去率は98％以上となった．泥炭ブミン酸の場合は1舳9添加したと
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き最も高い93％の除去率となったが，それ以上添加すると水銀除去率はかえ

って低下した．これは石炭からの再生フミン酸の場合iDと同じ傾向を示すも

ので，添加量が多くなるとフミン酸の一部が上澄溶液中に破砕して懸濁する

かあるいはコロイド状に分散するため，水銀が除去されずに残存するものと

思われる．スルホン化泥炭フミン酸は，前述のようにスルホン化の過程で縮

合などによって強度が増加しているため，このような現象が起こらなかった。

　（3）　吸着等温線

　スルホン化泥炭フミン酸について，各濃度の水銀（H）溶液で24時間の吸

着を行ない，吸着等温線を求めてF遮．！－7に示した．この等温線はFig．1－8の

ようにLan解uir型を示し，チオ尿素基を含むMR型のキレート樹脂25）と同

様な特性を示した．直線の傾斜もほぼ近似しているものであった．

　（4）　pHの影響

　スルホン化泥炭フミン酸と泥炭フミン酸について，水銀（H）の除去率に

およぼすpHの影響をしらべてFig。レ9に示した．このときの吸着材量は泥炭フ

ミン酸の場合に最高除去率であった1伽g／100証の添加量で両方とも行なった．

　スルホン化泥炭フミン酸の場会，pH2～11の簑囲ではほとんど影響がないこ

とを示している．しかしpHlでは除去率が35％以下に低下した．泥炭フミン

酸はpH4～7の範囲で影響がみられないが，　pH3以下で酸濃度の増加ととも

に除去率が低下する．また，アルカリ側では泥炭フミン酸が溶出するため，

当然ながら除去率は悪くなった．これに対しスルホン化泥炭フミン酸はアル

カリ側でも安定した吸着性能を示し，広いpH範囲で使用できることがわかっ

た。

　1－2－3，3　水銀吸着スルホン化泥炭フミン酸の再生

　上記実験の結果，強い酸性条件では水銀の除去率が低下したことから，水

銀（H）を吸着したあとのスルホン化泥炭フミン酸を濃い酸で処理すること
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によって再生できる可能性がある．そこで，鹿酸を用いて調製した種々の酸

濃度の溶液申における水銀（H）の吸着実験を行なって再生条件を検討した．

　実験は，いろいろな濃度の塩酸で作成した1p脚の水銀（H）溶液100凪に

スルホン化泥炭フミン酸を10馳1加えて吸着を行ない．上澄液中の残留水銀

濃度を測定して吸着量（％）を求めた．Fig．1－10に塩酸濃度と水銀（H）の

吸着量（％）の関係を示した．　塩酸濃度が0．001Mまでは吸着に影響をお

よぼさないが，それ以上では塩酸濃度が高くなるにしたがって吸着量は低下

し，2M以上の塩酸中ではまったく吸着しなくなることがわかった．以上の

結果から，水銀（H）吸着後のスルホン化泥炭フミン酸について4Mの塩酸

を用いて再生実験を行なった．

　再生実験はつぎのようにして行なった．まず，スルホン化泥炭フミン酸聴

を20P圃の水銀（H）溶液100立中に加えて24時間振とうしたのち水洗いし

て再生を行なった．この吸着および再生をくり返し，各再生回ごとに10Q皿墓

のスルホン化泥炭フミン酸をとりだし，1p餌の水銀（H）溶液！00組につい

ての吸着を行ない，再生回数と水銀（∬）の除去率との関係を調べて　Fig。

1－11に示した．この結果，再生後のスルホン化泥炭フミン酸はいずれも98％

以上の除去率を示し，再生処理をくり返しても，吸着能力はほとんど変化し

ないことがわかった．

　ユー2－3，4　共存金属イオンの影響

　スルホン化泥炭フミン酸と泥炭フミン酸について，水銀（H）の吸着にお

よぼす共存金属イオンの関係を調べ，Tabユe　1－2にあげた．使用した金属塩は，

塩化物イオンの影響をさけるためにすべて硝酸塩を用いた．吸着剤量は，ス

ルホン化泥炭フミン酸は50皿g使用したが，泥炭フミン酸の場合は50盈墓使用す

ると（2）で述べたように水銀除去率が低下するので，最も高い除去率であ

った10蹴墓添加の条件で比較した．
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TabZe 1-2 Adsorption of mercury (ll) chrolide on su-
lfonated peat humic acid and peat humic
acid in the presence of foreign inetal ions

F oreign

1ons

metal Concentration
of meta1 ion

ppm

  Mercury al)
         removed , %
'

 Sulfona-
          Peat humic ted-peat
 hum ic acid
     acid

Na+

Ca 2+

Cd 2+

Cu2+
Pb 2+
Nin 2+

Fe3+

  o
  10
 lOO
1000

  10

 1OO
lOOO

  IO
 1OO
lOOO

lOOO

lOOO
lOOO

  10

 1OO
1OOO

98.S
98. 3

98.2
98.0
98. 0

97. 4

97. 0

98s 4

98.1

98.0
98. 2

97. 4

98.5
98.3
98.1

97.6

93.0
93. 0

92.4
93. 0

87.0
85.0
85. 0

88.0
88.2
87. 0

92. 0

91.5
67.0

* Using nitrate
 Initial concentration of mercuryal) : l ppm
 Sulfonated peat humic acid 50mg/lrriercury sojution
 1OO ml,
 peat humic acid IOmg/mercury soiution 100ml
 Shaking time : 24hr
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　スルホン化泥炭フミン酸は，襲a㌔Ca2÷，　Cd2÷，恥2承，　Pb2㌔臨2㌔Fe3＋が

1000p脚の濃度で存在しても水銀の吸着にはほとんど影響されないことがわ

かった．

　泥炭フミン酸の場合は，Ca2心およびCd飴が10p四共存すると水銀除去率が

87～88％（残留水銀濃度130～120ppのに低下した．しかし，それ以上に共

存金属イオン濃度が増しても妨害作用は特に増加しなかった．さらに，Fe3＋

は1000p遡共存すると水銀除去率が67％に低下し，重金属イオンによる妨害

が認められた．

　この結果から，スルホン化泥炭フミン酸は：水銀（豆）に対して選択的な吸

着能を有し，過剰のこれらの重金属イオンによる影響はほとんど受けないこ

とがわかった．泥炭フミン酸の場合は，Ca2㍉Cd2↓，　Fe9㌔などが吸

着を妨害した．これに対し，スルホン化泥炭フミン酸は原泥炭フミン酸に比

較してカルボキシル基質の増加と強酸性基（スルホン基）の導入によりイオ

ン交換容量が増：大してはいるが，高濃度の金属イオンの影響を受けないこと

から単なるイオン交換による捕捉ではなく，スルホン化泥炭フミン酸申の硫

黄原子による水銀への強い配位能力が大きく関与しているものと考えられる．

　1－2－3，5　塩化物イオンの影響

　過塩素酸でpHを調整したFig．1－9の結果では，スルホン化泥炭フミン酸は

pH2ではあまり影響を受けていないが，塩酸を用いたFig．1－10の実験による

と0．01M塩酸中で水銀吸着率が70％程度に低下していてその影響が大きいこ

とがわかる．そこで塩化ナトリウムを用いて，塩化物イオンの影響について

しらべた．吸着剤量は，スルホン化泥炭フミン酸は5運転使用したが，泥炭フ

ミン酸は10魏g用いた．結果はFig．1－12に示した．泥炭フミン酸の場合，塩化

物イオン濃度！0p凶ですでに影響があらわれ，100p幽以上で急激に吸着が悪

くなって！◎00p餌では全く吸着しなくなった．スルホン化泥炭ブミン酸の場合
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は，100p四ではまったく影響をうけないが1000p鱗では影響があらわれ，80％

程度の吸着率に低下した．これは，塩化物イオンが0．聴イオン／1以上にな

ると水銀（H）の化学種のうちでHgC142禰のような安定な錯陰イオンの占める

割合が高くなるため1D32㌧スルホン化泥炭フミン酸にも捕捉されがたくな

るものと思われる．

1－2－4　結　　言

　三フッ化ホウ素一硫酸を用いてスルホン化したスルホン化泥炭フミン酸は，

水銀（II）に対して選択的吸着能力をもつことがわかった．また，過塩素酸

一アンモニア水で調整したpH2～llの広い範囲にわたって安定した吸着

能力を発i揮した．共存金属イオンとして，Na㌔Ca2㌧Cd2㍉Cu2㌔

Pb2＋，MR2＋，およびFe3みが1000倍含まれていても吸着に対する影

響を殆ど受けなかった．

　このよう．に，Ca㍗，　Fe3ム，などの妨害を受けないことから，凝集沈澱

法などの一次処理を行った後の吸着剤として用いられることが期待できる．

　水銀吸着後のスルホン化泥炭フミン酸は，4Mの塩酸処理によって簡単に

再生できることが分かった．又，再生によって吸着能力は全く変化しなかっ

た．

　従来報告されているフミン酸系吸着剤と比較して，スルホン化泥炭フミン

酸は製造方法が簡単であり，特殊な薬品を用いる必要もなく収率も高いこと

などから，コストの面でも有利と思われる．
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第2章　スルホン化泥炭の利用に関する研究

第2章1節　スルホン化泥炭による塩化メチル水銀の吸着111

2一ユー1　緒　言

　有機水銀化合物を含む排水の処理のために，種々の吸着剤を用いる方法が

研究されている．吸着剤としては，活性炭P5㌧イオン交換性樹脂2）ぷ，フ

ミン酸の焼成物4㌧チオフミン酸5♪・6）・？）などについての検討が行われてい

る．

　本章では，泥炭のスルホン化を行い，これを有機水銀化合物の吸着剤とし

て用いることを検：討した．

　前章で，泥炭フミン酸のスルホン化を行い，活性炭状の堅牢な生成物を得

たが，これが無機水銀に対する優れた選択的吸着特性を有することを見いだ

して報告したS）．ここでは，フミン酸を抽出する工程を省き，泥炭を直接ス

ルホン化した結果，前報の生成物同様の活性炭状物質が得られた．このスル

ホン化泥炭を用いて，塩化メチル水銀に対する吸着試験を行った結果，有機

水銀に対しても優れた吸着能を有していることがわかった．

2－1－2実　験

　2一ユー2，1　泥炭試料

　試料泥炭は，石狩金沢産低位泥炭の風乾したものを使用した．

　試料泥炭をボールミルで粉砕し，粒径工00メッシュ以下にし，70℃で

乾燥して用いた．
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　2－1－2，2　泥炭のスルホン化

　前章8L9）でフミン酸のスルホン化を行った条件に準拠し，泥炭のスルホン

化を行った．

　スルホン化剤は，硫酸（97％）中に三フツ化ホウ素（モル比で1／7．

5）を加えた硫酸・三フッ化ホウ素付加物を使用した．泥炭に対して10倍

量のスルホン化剤を用い，！QQ℃で90分聞反応を行った．反応後，ステ

ンレス製金網（2QOメッシュ）で反応物を分離して水中に注ぎ，傾斜法で

充分に水洗して，70℃で減圧乾燥した．

　吸着実験にあたって，スルホン化泥炭は，150メッシュ以下に整粒して

用いた．

　2－1－2，3　スルホン基の定量

　スルホン化泥炭中のスルホン基を，浦野ら三9）が石炭を原料としてスルホン

化して得たイオン交換樹脂について行った方法を用いて定量した．すなわち，

試料0。5gを0．5M塩化アンモニウム水溶液50ml申に加え，ときどき

かき混ぜながら室温で12時間以上放置後，25mlをフィルターつきピペ

ットで採取し，遊離した水素イオンをO．1M水酸化ナトリウム溶液で滴定

した．

　2－1－2，4　猛化メチル水銀の吸着実験

　（1）　試薬の調整

　試薬は全て市販の特級試薬を用い，純水は蒸留一イオン交換水を再蒸留し

たものを使用した．

　塩化メヂル水銀標準水溶液は，猛化メヂル水銀（和光特級試薬）Q。Q6

26gを0．01M鹿酸！0mlに溶解した後，純水で全量を500mlと
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し，これを原液（水銀として100ppm）とした．吸着実験には，原液を

その都度希釈して用いた．

　（2）　吸＝着実験

　ユ00mlのねじ栓付ガラス製試料ビンに，所定量の吸着剤（10～10

0mg）を加え，これに水銀濃度工ppm（水銀として）の塩化メチル水銀

溶液ユ00mlを加えて，室温で所定時間振り混ぜた後，試料を遠心分離し，

上澄液中に残存する水銀を定量した．

　（3）　メチル水銀の定量

　水銀定量法は，還元気化原子吸光光度法により行った．装置は，日立17

0－5A型原子吸光光度計を使：用した．

　操作は，還元気化装置に，水銀として0．3μg程度となるように試料溶

液をとり，5M水酸化ナトリウム溶液20mlと硝酸銅（1000ppm－

Cu）2mlを加えてメチル水銀を分解し，10％塩化第一スズ溶液2ml

を加えて還元気化を行い，循適法により定量した．

　（4）　pHの調整

　メチル水銀の吸着に及ぼすpHの影響を調べるため，　pHユ～！2の範囲

で検討した。pHの調整は過塩素酸およびアンモニア水を用い，吸着終了時

のpHを日立堀場F－7DE型pHメーターで測定した．

2－1－3　結果および考察

　2－1－3，！　スルホン化泥炭の性状

　通常泥炭を硫酸で処理した場合，泥炭中の繊維質部分の糖化反応が起こり

強い甘味臭を伴う生成物が副生する．しかしながら，本研究の硫酸・三フッ

化ホウ素付加物を用いたスルホン化反応では，上記の反応は確認されなかっ

た．生成物は活性炭状の堅い物質が得られたが，その回収率は約65％であ
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つた。

　スルホン化泥炭と原料泥炭の元素分析値およびスルホン基の定量結果を

Tabユe　2－1に示した．

　元素分析値から，スルホン化によって炭素含有量はわずかに増加し，水素

含有量及び酸素含有量が減少することがわかった．これは，脱水反応による

縮合反応などが起こっていることを示している．スルホン化泥炭は，水酸化

ナトリウムや各種溶媒に対して非常に安定で，かつ堅牢となった．

　硫黄含有量は3。6％増加したが，スルホン四丁はQ．6鵬q／墓であり，硫

黄量に換算すると2．0％である．したがって，前章のフミン酸のスルホン化

の場合と同様に，スルホン基の導入以外にも硫酸化などの反応によって硫黄

が結合しているものと考えられる．

　2－1－3，2　メチル水銀の吸着

　（ユ）　振り混ぜ時明の検討

　スルホ≧化泥炭のメチル水銀に対する吸着速度について検討した。

　1PPm（水銀として）のメチル水銀溶液lOOmユにスルホン化泥炭5

0mgを加え，所定時聞振り混ぜて吸着を行い，水銀除去率を求めてFig．2－

1に示した．

　吸着速度はかなり速く，3時間の振り混ぜで94．6％（残存濃度54p

pb），6時間で95．2％（48ppb）の除去率に達し，その後暫増し

て24時間で97％（30ppb）となった．24時間でほぼ終了するとみ

なし，以後の吸着実験は24時問で行った。

　（2）　吸着平等についての検討

　lppmのメチル水銀溶液！00mlにスルホン化泥炭をそれぞれ10～

100獄g加え，24時間振り混ぜて残留メチル水銀濃度をしらべ，Fig．2－

2に示した．
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　この結果，スルホン化泥炭10mgで水銀残留濃度を○．ユppm以下に

する吸着能：カを有することがわかった．50mgでは残留濃度30ppbと

なり，100mgでユ3ppbまで減少した．

　（3）　pHの影響

　メチル水銀吸着に対するpHの影響を検討して，　Fig．2－3に示した．この場

合のスルホン化泥炭量は，ユ00mg／ユ○Om！で吸着実験を行った．

　この結果，pH2～10の広い範囲で高いメチル水銀除去率を示した．　p

H1では除去率が75％に低下した．また，　pHl工以上の条件でも除去率

が60％以下に低下することがわかった．しかしながら，上記の広い範囲で

高い吸着能力を発揮することから，実用的には問題がなく，pH変動に対し

て安定したすぐれた吸着剤であるといえる．

　（4）　活性炭とのメチル水銀吸着能の比較

　スルホン化泥炭のメチル水銀吸着能を慶往の文献5♪e）による活性炭の吸着

能と比較検討した．

　文献の吸着実験と全く同じ条件下で比較したメチル水銀の残留濃度を，実

験条件と共にTabユe2－2に示した．

　表のようにスルホン化泥炭で吸着した場合，残留水銀濃度は13ppbで

あったが，これは活性炭の1／4の濃度にまで水銀を吸着する能力を持つこ

とがわかる．

　さらに，Fig．2－4に吸着等温線を活性炭と比較して示した．

　この結果，スルホン化泥炭は各メチル水銀吸着平衡濃度において，吸着量

が大きく活性炭を上回り，活性炭に比較しても非常にすぐれた吸着能を有す

る吸着剤であることがわかった．

2－1－3，3　各種共存イオンの影響

（工）　共存金属イオンの影響
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　共存金属イオンによる影響を調べた．使用した金属塩は全て硝酸臨を用い，

スルホン化泥炭は50mg／100mlの条件で，24時間振り混ぜた．そ

の結果をTable2－3に示した．

　この結果，Ca2㌔　Zn2÷，　Cd2＋は1000ppmの濃度で存在しても，

メチル水銀の吸着をほとんど妨害しないことがわかった．Fe㍗は100p

pmまではほとんど影響を及ぼさないが，ユ000PPInではメチル水銀除

去率が78％程度まで低下することがわかった．

　（2）　塩化物およびヨウ化物イオンの影響

　Cl一及び1働イオンのメチル水銀吸着に対する影響を検討した．実験は，

カリウム塩を用いて，スルホン化泥炭100mg／100ml使用し，　pH

5の条件で行った．その結果をTable2－4に示した．

　Cl一及び工一イオンは，スルホン化泥炭のメチル水銀吸着を明らかに妨害

し，100ppmでは50％以下の除去率に低下した．

　メヂル水銀は，やわらかい酸としての性質が強い化合物であり，これに対

してやわらかい塩基のrイオンは強い親和性を有することから，スルホン化

泥炭への吸着を妨害することは予想されることではある．しかしながら，か

たい猛基の性質を持ったCl需イオンによっても妨害を受けることがわかった．

このことから，スルホン化泥炭中のカルボキシル基などの，かたい塩基も吸

着点として関与しているため，Cl一イオンの影響を受けるものと推定される．

　2－1－3，4　水銀吸着スルホン化泥炭の再生

　2－1－3，2（3）のpHの影響についての実験と上記実験結果から，

強い酸性条件ならびにCl一イオンの存在で吸着能力が低下することから，水

銀吸着後のスルホン化泥炭を塩酸で処理することにより再生できる可能性が

ある．そこで4M塩酸を用いて再生実験を行った。　スルホン化泥炭1gを

20ppmのメチル水銀溶液！00ml中に加えて24時間ふり混ぜた後門
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過し，4M盛酸100ml中で3時間ふり混ぜた．これを濾過して水洗し，

再生スルホン化泥炭とした．この吸着と再生を繰り返し，各再生回ごとに

ユ00mgのスルホン化泥炭を取り出して，　lppmのメチル水銀溶液：で吸

着を行い，水銀の除去率を比較した．その結果，4回の再生を繰り返したが，

水銀除去率は変わらず，吸着能力は変化しなかった．

2－1－4　結　言

　硫酸・三フッ化ホウ素を用いてスルホン化した泥炭は，メチル水銀に対し

てすぐれた選択的吸着能を有することがわかった．活性炭と比較した吸着能

力は，吸着等温線などからスルホン化泥炭が4～5倍高いことが確認された．

　共存金属イオンは，Ca2㍉　Zn2㍉Cd㍗は1000倍で，　Fe3↓は1

00倍濃度で存在してもほどんど妨害を受けないことがわかった．高濃度の

これらの金属イオンの影響がみられないことから，スルホン基やカルボキシ

ル基の単なるイオン交換による結合ではなく，スルホン化泥炭中の硫黄原子

の配位能力が大きく結合に寄与しているものと考えられる．

　また，pH2～10の広い範囲で安定した吸着能力を発揮することもわか

った．

　メチル水銀を吸着したスルホン化泥炭は，4M塩酸で再生することができ，

繰り返し再生によっても水銀除去率はまったく変わらなかった．

　Cr及び1一イオンによる影響は大きく，100ppmの共存で50％以

下の水銀除去率に低下した．この点は課題として残るが，スルホン化泥炭は

塩化メヂル水銀の吸着について好結果が得られた．

　従来報告されているフミン酸系吸着剤と比較して4）～η，スルホン化泥炭

は製造方法が簡単であり，特殊な薬品との反応を行う必要もなく収率も高い

ことなどから，コストの面でも有利と考えられ，有機水銀含有排水の処理剤
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としての利用が期待できるものと思われる．

第2章2節　　脱臭剤としての利用12）

2－2－1　緒　言

　気体申の悪臭または有害ガス成分の除去処理法は種々実施されてきている

が，その中で吸着剤を用いる吸着法は，単独あるいは吸収法などとの併用で

用いられ，最も有力な方法の一つとして評価されているユ3）．

　吸着剤としては，活性炭が吸着における選択性があまり大きくないが広範

囲のガス成分を吸着する性質があることから，最も多く使用されてきている．

しかし共存している臭気物質以外の気体も同時に吸着し，このため除去すべ

き悪臭物質に対する吸着性能が著しく低下する14）．また活性炭は，関係湿度

50％以上で急激に水分吸着量が増加する特異な吸着特性を有するこどs♪，さ

らに水蒸気再生時の2次汚染の発生16）などの問題点が指摘されているほか，

一般の悪臭申に最も多く含まれているアンモニアやアミン類のような低分子

極性物質に対する吸着能が小さい欠点がある．

　このような観点から，これらの極性気体に対する吸着剤として，イオン交

換樹脂（脱臭樹脂）の研究・開発や17）～19），添着活性炭23）2P，スルホ

ン化炭！3）・22）・23｝の利用が注目されている。

　本節では，前節で製造したスルホン化泥炭を脱臭用吸着剤として用いるこ

とを検討した．

　本研究では，悪臭成分の中からアンモニアとトリメチルアミンを対象とし，

それらに対するスルホン化泥炭の吸着容量を求め，活性炭と比較した結果，

優れた吸着能力を有し，特に湿潤条件下で高い吸着力を発揮することがわか
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優れた吸着能力を有し，特に湿潤条件下で高い吸着力を発揮することがわか

った．

2－2－2　実　験

　2－2－2，1　スルホン化泥炭の調整

　前節で製造したスルホン化泥炭および粉末活性炭（関東化学製）を，150メ

ッシュ以下に製粒し，使用直前に100℃で乾燥して用いた．

　湿潤条件での吸着実験では，上記で調整した試料を飽和：食塩水の入ったデ

シケーター中に72時間以上放置したものを使用した．

　2－2－2，2　吸：着容量の測定

　吸着容量は，吸着天秤法によって求めた24）．

　3リットルの円筒型共通摺合わせ三絶セパラブルフラスコを吸着装置として

使用し，中央ロに石英スプリングコイル（伸び率12．踊証9）を取り付けて吸

着天秤とし，200メッシュのステンレス金網製試料皿に吸着剤50伽gを装入し，

上部の注入口および排出ロを開放して被吸着ガスを流し，吸着による重量増

加を石英スプリングの伸びとして，読み取り顕微鏡で輸gまでの精度で測定し

た．

　被吸着ガスの発生には，アンモニア水（和光純薬28％）およびトリメチル

アミン水（和光純薬30％）を使用した．

　上記試薬を冷却器付丸底プラス灘に入れて加熱し，発生したガスをソーダ

石灰を充填した乾燥塔を通して吸着装置に送入した．排出ロに接続したビニ

ール管の先端を，希水酸化ナトリウム溶液に浸漬し，発生する気泡数を計数

して，約10誼加inの流速に調整した．ガス圧力は，ほぼ1at鵬である．

　湿潤条件での吸着実験は，吸着装置の底部に約2◎0組の飽和食塩水を満たし，
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その平衡水蒸気圧雰囲気中で行った，

　2－2－2，3　スルホン化泥炭の再生

　被吸着ガスで飽和したスルホン化泥炭を，5％硫酸申に加えて室温で30分間

かきまぜたのちろ過，水洗し，10◎℃で乾燥した．

2－2－3　結果及び考察

　2－2－3，1　アンモニアの吸着

　吸着天秤法でアンモニアの吸着曲線を作成し，スルホン化泥炭と活性炭を

比較した．

　乾燥条件で測定した結果をF嫁2・5Aに示した．スルホン化泥炭は，吸着平衡

に達するのに5時間を要し，平衡時の吸着容量（重量増加量）は17衛創gであ

った，活性炭は，ほぼ1時間で平衡に達し，吸着容量は10伽g／gであって文献

値とほぼ二i致した16㌧

　湿潤条件の結果は，Fig2－5Bに示した．湿潤条件では，スルホン化泥炭は各

吸着時間における吸着量が増加したが，平衡に達するのに10時問を要した．

しかし吸着容量は30伽g／gと大きく増加した．これに対して活性炭は，乾燥条

件に対して著しく吸着量が減少し，吸着容量は27．鋤g／gとなって，水分によ

る妨害を強く受けることが確認された。

　2－2－3，2　トリメチルアミンの吸着

　乾燥条件下でのトリメチルアミンの吸着曲線をF越2℃Aに示した．

　スルホン化泥炭は，アンモニアの時よりも吸着速度が遅くなり，かつ吸着

容量も小さく80麗／墓であった．トリメチルアミンは，アンモニアよりも塩基

としては弱いため，乾燥条件でのスルホン基などとの親和力が劣ることが起
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因しているものと思われる．一方活性炭は，吸着速度が速く，吸着容量はア

ンモニアよりも増加して！57銀g／gであった．

　湿潤条件での吸着曲線はFig。2－6Bに示した。スルホン化泥炭は，乾燥条件

に比べて著しく吸着量が増加した．平衡に達するのはユ2時間であるが，吸着

容量は39野墓／gと増大している．これは，スルホン基が解離状態でトリメチル

アミンとの反応が容易になるためと考えられる．これに対して活性炭は，ア

ンモニアの場合と同様に吸着量が著しく滅少し，吸着容量は34．諏g／gであっ

た．

　2－2－3，3　再生スルホン化泥炭の吸着容量

　再生したスルホン化泥炭30伽gを用いて，湿潤条件で吸着実験を行い，吸着

容量（吸着剤当りの％）を比較して　Table2－5に示した。

　この結果，再生スルホン化泥炭は，アンモニアおよびトリメチルアミンと

もに吸着容量に変化がないことが確かめられた，このように，2－2－2，

3のような操作で容易に再生が行い得ることは，経涛的であるばかりではな

く，活性炭の蒸気再生時に懸念されるような2次的公害に対する配慮も不周

となるなどの利点もある．

2－2－4　結　言

　スルホン化泥炭は，アンモニアやアミンなど塩基性ガスに対して優れた吸

着能力を有することがわかった．特に湿潤条件では強い吸着能力を発揮し，

活性炭との比較では，アンモニアおよびトリメチルアミンともに11倍の吸着

容量を持つことが確認された．

　スルホン化炭が市販されるようになり，それを用いた脱臭の実際例も紹介

されているが22）23｝，エスタンの名称で呼ばれる吸着剤（北炭化成工業）の
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悪臭ガス吸着容量は，乾湿条件が明確ではないが，アンモニア42斑創gおよび

トリメチルアミン！2舳g徳であり22），吸着保持量はそれぞれ2．銚と7．縦とな

っている23｝．本研究の結果では，スルホン化泥炭のアンモニアおよびトリ

メチルアミンに対する吸着容量は，乾燥条件では17袖g／琴と8伽劇gであり，湿

潤条件では3◎浅墓／gと39伽幻gとなり，吸着能力においても優れていることが

わかった．

　アンモニアおよびトリメチルアミン吸着後のスルホン化泥炭は，5％硫酸に

室温で浸漬，かきまぜる操作により容易に再生ができ，再生後の吸着容量は

変化しないことが確認された，

　一般に脱臭システムとしては，吸着装置の前処理として水洗塔などの吸収

法を併用することが多い蹴．したがって吸着剤には，湿潤ガスを対象とした

ときの優れた性能が要請されるが，スルホン化泥炭はその条件に合致した特

性を具備している．よって，活性炭の欠点を補填するなどの利用方法により，

特に臨終性ガスに対する脱臭効果を高めるための吸着剤として有効に利用で

きるものと考えられる．
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第3章　フミン酸製造に関する研究i＄｝

3－1　緒　言

　フミン酸は，窯業・セメント製造用粘度調整剤，ボーリング用泥水調整剤，

土壌改良剤，肥料などに用いられるがP2），：最近は重金属含有廃水処理剤と

しての研究が盛んに行われてきている斜～6｝．その製造法として，泥炭，亜

炭および褐炭などを酸化して得る方法が種々行われているが，硝酸酸化法が

最良とされている7）～麟．しかしながら硝酸は最も高価な酸であるうえ回収

率が40％以下と低いこと2｝，さらに泥炭の瘍合には酸化泥炭の収率が7◎％以

下であって，蔭酸・糖類など多量の水溶性有機物が副生して16＞，その回収や

酸性廃液の処理法など問題点が多い．

　一方，空気あるいは酸素による乾式酸化法は1損2㌧150℃以下の温度では

反応速度が遅く数ユO日も要することや，温度を高めると燃焼が支配的になり，

フミン酸や低分子有機物を生成せしめることが不可能となるなどの欠点が指

摘されている2）。

　本研究は，上記の方法に代わる酸化法として，二酸化窒素（NOのを酸化

剤とする，乾式酸化法による泥炭からのフミン酸製造法の研究を行ったもの

である．

　NO2による酸化には，次のような反応を利用する．

　（1）　　NO2　＃　　NO十〇

　（2）　2NO　　→　　N20＋○

　（3）　2NO　　→　　N2＋20

　この場合，酸化剤のNO2を一酸化窒素（NO）までの還元反応（1）で止
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めることによりNOを容易に酸化して再びNO2として循環使用することが可

能となる．　（2）および（3）まで反応が進行するとNO2にすることが困難

1斜となるため好ましくない．従って用いたNO2に対して，反応後のNOaと

翼○の和を回収率とみなすことができる．

　本研究では，1％濃度のNO2を用いた泥炭の酸化反応について，フミン酸

の生成量や酸化剤回収率などをしらべ，反応条件および反応機構の検討を行

った．また，反応時間の短縮のため，高濃度（34％）のNO2による酸化を

行うとともに，その場合の天然フミン酸の酸化分解による，フルポ酸および

ヒマトメラン酸などの低分子物質の生成についても併せて検討を行った．

3－2　実　験

　3－2－1　泥炭試料の調整

　試料泥炭は，北海道石狩金沢産低位泥炭（ヨシ泥炭）の風乾したものを，

ボールミルで粉砕して150メッシュ以下に整粒して用いた。酸化にあたり，

60℃で滅圧乾燥して使用した．

　3－2－2　フミン酸試料の調整

　NO2酸化に対する天然フミン酸の安定性を検討するため，天然フミン酸試

料を調整した．泥炭を2％塩酸で60℃で1時間処理し，ヘミセルローズ等

を除去したのち濾別して水洗した．次に，lM水酸化ナトリウムで60℃で

30分聞抽出し，抽出液を塩酸で中和して生成した沈澱を濾過した後，水洗，

乾燥した．つづいてエタノール・ベンゼン（1：1）により，ソックスレー

抽出器を用いて樹脂類などを除き，再び1M水酸化ナトリウムによる抽出を

行って精製して天然フミン酸を得た．

一2工2一



　3－2－3　酸化反応

　反応装置はFig．3－1に略記した装置を使用した．操作は，1のNO2ボンベ

（鼓atheson社製）から発生したNO2ガスを，3のコールドトラップ（液体窒

素）に固体として捕出する．次にコールドトラップを水一氷に取り代え，2

の窒素ボンベから窒素ガスを流してバルブV－1およびV－2によりNO2濃

度を所定の六度および流量に調整する．つづいて7の内径15mmの共通摺

合わせガラス管製固定層反応器に試料ユgを充填し，NO2ガスを空間速度1

000hr弓で通して室温で反応を行った．一定時間毎に，反応器入ロ6，

出口8のNO2およびNO濃度を測定した．

　反応時間短縮のため，高濃度NO2として濃度設定が容易な0℃での平衡蒸

気圧（34容量％）のものを使用した．

　酸化後の試料は，70℃で減圧下で1夜放置し，吸着ガスを除いた後酸化

泥炭の収率を求めた．

3－2－4　NO2およびNOの定量

　NO2濃度は，ザルツマン吸光光度法によって定量した14＞．

　NO膿度の測定は，堀場製赤外線NOメーターENOA－300型を使用して行

った．

　3－2－5　フミン酸類の定量

　酸化泥炭を水洗し，つぎにエタノールで洗った残渣からユ％水酸化ナトリ

ウム溶液で60℃で30分間抽出し，あらかじめ重量を測定した濾紙を用い

て濾過して水洗したあと心証ごと70℃で乾燥してアルカリ不溶部分を測定

した．この時の可溶部分をフミン酸類（フミン酸関連物質のフルポ酸，ヒマ

トメラン酸を含む）と定義した。
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　3－2－6　酸性基の定量

　アルカリ溶液を盧酸で逆滴定する電導度滴定法により15），イオン交換性カ

ルボキシル基とラクトン環を含む全カルボキシル基およびフェノール性水酸

基量を求めた．水洗して乾燥した泥炭および酸化泥炭lgを精慰し，！M水

酸化ナトリウム溶液5伽1中で60℃で30分間溶解抽出する．この溶液を遠心

分離して上澄液を濾過し，少量の蒸留水で沈澱を数回洗浄して，濾液と合し

て100組とし，そのうち50組をIM猛酸で電導度滴定した．

　装置は電気化学計器製AO・6型電導度計を用いた．

　3－2－7　天然フミン酸のNO2による酸化

　酸化により天然フミン酸から生成するフルポ酸およびヒマトメラン酸量を

測定した．150メッシュに粉砕した天然フミン酸lgをFig．3－1の反応器に

充填し，34％NO2を泥炭同様に空聞速度1000hr－1で送期して所定時

間反応した．5回の反応試料を合し，初めに蒸留水100mlで！時間振と

う抽出して濾過し，さらにlOOm1の蒸留水で洗浄した．残渣を60℃で

減圧乾燥した減量をフルポ酸量とした．つづいてエタノール100rnlで1

時間振とうして濾過し，さらに100mlのエタノールで洗浄後60℃で減

圧乾燥したときの減量をヒマトメラン酸の生成量とした．

3－3　結果および考察

　3－3－1　1％NO2による酸化

　3－3－1，エ　フミン酸生成速度

　本研究では，アルカリ可溶部分をフミン酸類と定義した．これにはフミン

酸関連物質のフルポ酸やヒマトメラン酸以外にも爽雑物の混入の可能性があ

るが，その中で最も多量と考えられるヘミセル灘一ズについては，試料の石
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狩金沢低位泥炭から，1％水酸化ナトリウム抽出によって混入する量が3～

5％程度にすぎないことから！6㌧本研究では区別して取り扱わなかった．

　Tabユeひ1に各酸化時間における酸化泥炭の収量とフミン酸等アルカリ可溶

部分の生成量を示した．未酸化泥炭申のフミン酸量は38．5％であった．

　酸化泥炭の収量は，反応時間とともに増加し，5時間で107％となり以

後はほぼ一定となった。

　ブミン酸含有量も反応時聞とともに増加して6時間で79％に達し，以後

は一定となった，このフミン酸生成速度から反応機構の考察を行った．

　本酸化法は微粉末状固体泥炭の気相との不均一系反応であり，球状界面モ

デルとして考えることが出来る．球体半径海とすると表面積S2は塁πr♂，

体積V巳は4πr♂／3である．いま表面から反応が進んでt時間後に未反応物

の半径がδだけ減少すると未反応固体体積は4％（恥一δ）ヲ3　となるが，そ

の時の変化率をxとすると同体積は4πr♂（！－x）／3とあらわすことができ，

δ＝〔1一（1－x）1！3］驚　　となる．δは既反応固体層であるが，見かけ

の半径恥は変化しないから内部拡散層の厚さに相当する．

　反応速度式を生成物の体積の増加率であらわすと

　　v癖諜Dlc　・・…　（・）

となり，S＝4π（r巳一δ）㍉Cは気相濃度，　Dは拡散定数である．したが

って（1）式は変化率の関数として次の速度式となる．

　　　縫㍉籍呉畏1÷，コ　一（2）

この式を積分して，t＝0の時x＝○を代入すると，反応速度式の積分式と

して，Jaader式といわれる次式が得られる！7）．

　　・一（・一x）・・3＝（2D鑑）！／2，・tレ・…（3）

　この場合，！一（1－X）！／3をtレ2に対してプロットすると原点を通る
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直線関係が得られ，その勾配は気相成分濃度の1／2乗に比例し，原料固体

の半径に逆比例することになる．

　ここで，本実験の変化率xは，原料泥炭中の天然ブミン酸を除いたアルカ

リ不溶部分（6ユ．5％）から生成したフミン酸量として求めることができ

る．すなわち

　　　　　　反応後のアルカリ不溶部分（％）
　　a＝　　　　反応前のアルカリ不溶部分（6工．5％）

とし，x＝工一aとして求めた．

　F塊。3－2にJanderプロットを示した．

　この結果は，原点を通る良い直線性を示し，泥炭からNO2酸化によってフ

ミン酸を生成する反応はJander式が成り立ち，内部拡散が律速段階の酸化反

応であることが確認された。反応終了には6時間要するが，反応速度を早め

るためには酸化剤濃度の増加が効果的と考えられる．そのほかの因子として

は粒径は十分小さくなっていることが要請され，ガス流速の増加は内部拡散，

律速のために効果が少ないものと推定される．

3－3－1，2　酸化剤の回収

　Tabユe　3・2に各酸化時問における反応後のNO2濃度と生成したNO濃度の

分析値を示すとともに，NO2からNOへの転化率，　NO2の反応率およびN

O2とNOの回収率を求めた．

　酸化初期には，NO2の反応率が高く80％程度に達しているが，生成する

NO量は6％台であり，酸化剤の回収率は30％以下と低い．しかしながら

反応途中の反応時間3時間以降では，回収率は70％以上となった．反応初

期において，泥炭申にNO2およびNOの吸着が行われている可能性が高いの

で，吸着について検討した．．吸着実験は，0℃で1％NO2を空間速度100

0hゼiで1時間および3時間通じて吸着させた．室温に戻した後，窒素ガ

スを空聞速度工000hr｝1で通じて脱着するNO2およびNO濃度を測定し
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た．Fig．3－3とFig．3－4に，1時間および3時間吸着後の脱着曲線を示した．

両条件ともに脱着開始3分後に約14000P脚のNO2が脱着し，60分経過時点

でも1000pp瓶近いNO2濃度を示し，多量の吸着が行われていることがわかっ

た．また，NOについては，ユ時間吸着したFig．3－3では脱着開始時に4000p

四であったが，3時間吸着したFig．3－4では8500P四となり2倍以上の濃度を

示した．NO2は酸化剤として作用したのちNOとして泥炭中に吸着保持され

ていることを示している，これらの結果から，Tabユe3－2に示した反応初期の

見かけのNOへの転化率やNO2とNOの回収率は，吸着によってかなり低い

値となっているものと思われる．以上の様な複雑な吸着現象を伴うため，真

の酸化剤回収率の算定は困難であるが，反応中期からは吸着が定常状態とな

り，70～80％の回収率を示しているものと推定される．

　3一一3－2　34％NO2による酸化

　3－3－2，1　フミン酸の生成

　各酸化時間における酸化泥炭の収率，フミン酸生成量および変化率を

Table3－3に示した。

　この結果は，収率などいずれも1％NO2による酸化の場合と大差がなく，

反応時間のみが短縮されることを示している．

　JanderプロットをFig．3－5に示したが，この結果からほぼ1時間で反応は終

了している．すなわち，酸化剤濃度の1／2乗に比例して反応が早められた．

なおこの条件では，NO2濃度が高いため，濃度変化が小さいことや測定にあ

たっての希釈誤差の問題から，回収率などの測定ができなかった．

　3－3－2，2　天然フミン酸の酸化分解

　高濃度NOaによる天然フミン酸の分解生成物についてFig．3－6に示した．

図に示されたように，酸化によって天然フミン酸からフルポ酸およびヒマト

メラン酸がほぼ同程度生成することがわかった．酸化時間1時間では，フル
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ボ酸とヒマトメラン酸の合計生成量が6％であったが，2時間では17％，

6時間では65％に達した．天然フミン酸は，34％NO2による長時間の酸

化により，低分子のフミン酸関連物質へと分解が進行するため，泥炭の酸化

は必要最小時間で反応を行う必要がある．本研究では，濃度設定の容易な3

4％（0℃での平衡蒸気圧）で酸化を行ったが，フミン酸の分解しない効率

的な最適濃度についてはさらに検討を要する．

　一方，フルポ酸およびヒマトメラン酸の製造を圏的とした酸化法としても，

本法が利用できることを示唆している．

　3－3－2，3　酸化泥炭の性状

　Table　3－4に泥炭と酸化泥炭の元素分析値と原子比および酸性基量を比較し

て示した．

　元素分析値の結果は，酸化により炭素含有量と水素含有量が減少し，酸素

含有量および窒素含有量が増加しているが，原子比H：／Cはほとんど変わら

ず，化学構造的には泥炭の基本構造を受け継いでいるものと考えられる．酸

性基量はカルボキシル基，フェノール性水酸基ともに2倍以上に増加し，酸

素が親水性酸性官能基として取り込まれることによりアルカリ可溶部分が増

加したものと思われる，

　なお，この酸化泥炭を蒸留水で洗浄した洗液に5％塩化カルシウム溶液を

加えて蔭酸の定性試験を行った結果，生成しないことが確認された．

　3－3－2，4　フミン酸の赤外線吸収スペクトル

　KBr錠剤法で測定した天然フミン酸と酸化泥炭から抽出したフミン酸の赤外

線吸収スペクトルをFig．3－7に示した．

　酸化泥炭からのブミン酸は，2920と2850cガ1にメチレン基の非対

称および対称伸縮振動による強い吸収があり，天然フミン酸よりも脂肪族炭

化水素構造が多く含まれることを示している．さらに，1720と1620

CIガ1にカルボン酸に由来する吸収が強くあらわれ，　Tabユe　3－4の酸性基の増
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加と一致している．また少1540と1350cm一1にニトロ基による非対

称および対称伸縮振動によると思われる吸収が新たに現れていることから，

表4の窒素含有量の増加とあわせて，ニト潔基が導入されたいわゆるニトロ

フミン酸が一部生成しているものと考えられる．

3－4　結　言

　二酸化窒素を酸化剤とする乾式酸化法により，泥炭からフミン酸の製造を

行った。

　天然フミン酸を38．5％含む泥炭を，1％（容量）二酸化窒素を用いてラ室温

で空聞速度1000hr一！で6時間反応した結果，収率107％でフミン酸含有量7

6～80％の酸化泥炭が得られ，それ以上はフミン酸は増加しなかった．

　フミン酸生成の反応速度式は，Jander式によく一致し，酸化剤二酸化窒素

ガスの固体内内部拡散律速の反応であることがわかった．したがって，反応

速度を早めるには酸化剤濃度の増加が効果的と考えられる．

　34％二酸化窒素を馬いた堤舎，反応時間は！／6に短纏されナ上記同様のフミ

ン酸含有酸化泥炭だ得られた．しかし，この酸化剤濃度で酸化すると，長時

間の反応では天然フミン酸がフルポ酸及びヒマトメラン酸へと分解すること

が確認された．したがってフミン酸製造のためには，必要最小時間（本研究

の条件では1時間以内）で反応を行う必要がある．

　本酸化法は，従来の泥炭についての硝酸酸化法や空気酸化法に比較して，

高収率であり，フミン酸含有量も高く，副生する蔭酸などの水溶性有機物が

少なく，さらに廃液処理の問題もなく優れたフミン酸製造法であることがわ

かった．
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第4章　二酸化窒素酸化泥炭の脱臭剤としての利用に関する研究23）

4－1　緒　言

　吸着剤による悪臭成分の吸着除去法は，心々の優れた特性を持つ脱臭方法

であるP，吸着剤には，活性炭，シリカゲル，アルミナゲル，ゼオライトな

どがあり，一般的には活性炭が主に用いられている．しかし，これらの吸着

剤は，水蒸気を吸着することにより臭気ガスの吸着に対する妨害を強く受け

る欠点を持っている2）．

　特に活性炭はアンモニアの吸着が弱いため，添着活性炭3）・4＞の研究・開発

が行われているほか，湿潤ガスについてはイオン交換法5＞・6）などを用いる脱

臭法の開発も行われている．

　一方，これに代わる安価で性能のよい吸着剤として，石炭や土壌有機物系

のブミン酸類の性質を利用した脱臭剤7・1蟄や消臭剤が研究され，市販される

ようになってきた．著者らはスルホン化泥炭によるアンモニア，トリメチル

アミンなどの悪臭成分の脱臭について報告した（2章2節を参照）．

　前3章において，泥炭中のフミン酸増加を目的として，二酸化窒素による

乾式酸化を行い，泥炭中のフミン酸類の含有量が75～80％になることを

報告している9）。

　泥炭は，最近バイオブィルターなどの脱臭用原料としても注自されてきて

いるが卿，それには繊維質の多い高位泥炭が適している．しかしながら我国

では，本研究で使用している低位泥炭が約80％をしめている！い．低位泥炭

の酸化物は多量のフミン酸を含むことがわかったので，その性質を用いた利

用方法の研究が，資源活用の面からも必要と考えられる．

　フミン酸は，それ自身が優れた肥料効果や土壌改良特性を有するため！2L
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13） C使用後も土壌などへ有効に還元できるものである．さらに生活廃棄物や

家畜糞尿などに散布しても二次的な汚染もなく，高い利用価値があるものと

思われる．

　本研究は，この酸化泥炭の悪臭成分に対する吸着特性について研究したも

のである．特に活性炭で吸着されにくい湿潤雰囲気申でのアンモニアと硫化

水素を対象としタ市販のフミン酸系「消臭剤」と比較して検討した．

4－2　実　験

　4－2－1　酸化泥炭の調整

　試料泥炭は，北海道石狩金沢産低位泥炭の1年聞風乾したものを用い，1

50メッシュに粉砕して前報9）と同様に室温で34％（容量）濃度の二酸化

窒素ガスを空間速度1000hr’窪で1時間反応させて酸化を行った．

　脱臭能力を比較するために，市販の土壌有機物系消臭剤「ヒューマスカル

ミー」　（大阪合同）を使用し，さらに吸着容量の比較のために粉末活性炭（

関東化学）を使用した．

　4－2－2　脱臭実験

　市販の粉末状消臭剤は，悪臭の発生源に直接散布するタイプなので，それ

を想定した条件下で脱臭能力の比較を行った．装置は内容積4．2リットル

の共通摺合せ三ロセパラブルフラス識を用いた．アンンモニア水（1：10）

と飽和硫化水素水の所定量（20ppmアンモニアは2．4μ1，10pp

m硫化水素は13．5μ1）をセラムキャップから注入して気化させたのち，

吸入口と吸出ロにガスタイトシリンジを取り付けて，吸出ロからガスのサン

プリングを行ってガス濃度の測定を行った．この時サンプリングと同時に同

量の空気を吸入口より送馴したが，希釈による濃度低下を補正した．約40
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分後に所定の一定のガス濃度に達することを空試験により確認した．次に別

ロから脱臭剤を投入散布し，一定時間ごとに濃度を測定し濃度変化を追跡し

た，

　アンモニアの濃度は，検知管（光明理化学工業製）を用いて，100ml

および200mlの吸引空気量で，0．5ppmまで測定した14）．

　硫化水素の測定はメヂレンブルー法によって行い，この時の吸引空気量は

250mlで，1分間で吸収液に送入して測定を行った！5＞。

　4－2－3　吸着容量の測定

　吸着容量：は，吸着天秤法によって求めたi6）．

　内径25mmのガラス管中に石英スプリング湿イル（伸び率工2。2mm

／9）を取りつけた吸着天秤を用い，200メッシュのステンレス金網製試

料皿に吸着剤1gを装入し，ガラス管の下部からlatmでガスを流し，吸

着による重量増加を石英スプリングの伸びとして，読み取り顕微鏡でlmg

までの精度で測定した．

　湿潤条件での吸着容量の測定は，石炭類の平衡水分測定法17）と同じように，

あらかじめ吸着剤を飽和食塩水の入ったデシケーター中に72時間放置した

ものを使用し，被吸着ガスも飽和食塩水中を通じて，飽和食臨水との平衡状

気圧下で吸着実験を行った．なお，アンモニアについては，吸着後の吸着剤

をケルダール法i？）で分析して吸着量の確認を行った．

　4－2－4　酸化泥炭に対する鉄の添着

　酸化泥炭の硫化水素に対する吸着能力を増加させるため，鉄を添着した．

操作は，IM塩化第二鉄溶液中に酸化泥炭を一定時聞浸漬したあと濾別し，

水洗して乾燥した．反応物を灰化後，塩酸で溶解して原子吸光光度法により

鉄含有量：を求めた．
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4－3　結果及び考察

　4－3－1　組成分析値の比較

　吸着剤の組成分析値をTabユe　4－1に示した，

　本研究で使用した酸化泥炭は，フミン酸など0．5Nの水酸化ナトリウム

に可溶な成分は75％であった．灰分は14％であるが鉄分は0．2％と少

ない．また，ラクトン環を含む全カルボキシル基量は6．2meq／gであ

った．これと比較して土壌有機物系消臭剤は，ブミン酸などアルカリ可溶成

分が16．4％と少なく，灰分が60％以上含まれ，有機物系と称している

が無機成分が半分以上占めているのがわかる．また，硫化水素と結合すると

考えられる鉄含有量は3．6％であった。有機物中の元素組成では，炭素及

び窒素が酸化泥炭より少ない．このことから，脱臭機能を発現するとされて

いる19》アミノ酸類の含有量も少ないことが推定される．カルボン酸などの全

カルボキシル基量は比較的多く4．Omeq／gであった．

　4－3－2　アンモニアに対する脱臭能力

　アンモニア水（1：10）によって調整した低濃度と高濃度のアンモニアガスに

対する脱臭能力を検討した．Fig．4－1A及びFig．4－1Bは，4－2－2の実験操

作で脱臭剤を工g散布したものである．

　Fig．4－1Aは，アンモニア初濃度20ppmのガスについて行っているが，

悪臭物質規制基準の臭気強度3．5以下（5ppm以下）に脱臭するのに，

ヒューマスカルミーは約60分必要であった．酸化泥炭は約30分で5pp

1n以下となり，60分では認知いき値濃度（約2ppm）まで脱臭でき，ヒ

ューマスカルミーより強い脱臭力をもつことがわかった．Fig．4－1Bは，アン

モニア初濃度工30ppmのガスの脱臭を行ったものであるが，臭気強度3．
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5以下にするために要した時聞は，ヒューマスカルミーは約120分，酸化

泥炭は90分であった．いずれの吸着剤も，！30PPmのアンモニアガス

約4リットルに対してユgの散布で，認知いき値濃度以下に脱臭する能力を

有し，アンモニアに対して優れた吸着効果を発揮することがわかった．

　4－3－3　アンモニアの吸着容量

　吸着天秤法で測定した吸着曲線をFig．4－2ムとFig．4－2Bに示した．

　乾燥吸着剤にソーダ石灰で乾燥したアンモニアガスを通じて，吸着容量を

求めたのがFig．を2ムである．酸化泥炭は1時間で平衡に達し，吸着容量は1

16mg／gであることがわかった．乾燥条件下では活性炭もかなりの吸着

容量を有し，100mg／gで平衡となったが，ヒューマスカルミーは全く

吸着を示さなかった．

　Fig．4－2Bは，飽和食塩水との乎衡水蒸気圧下で行った実験である．酸化泥

炭は，吸着初期において急激な発熱反応が起こり，吸着天秤のガラス管壁に

試料から気化して凝縮したかなりの水分が観察されたが，吸着天秤の観測で

は反応の過程で重量減少が認められなかったことから，結合アンモニアの重

量増加の方が多いものと推定される．吸着平衡に達したときの吸着容量（重

量増加量）はユ37mg／gであった．また，吸着後の試料のアンモニア量

をケルダール法で分析した結果は13％であって，吸着天秤法の平衡吸着量

と良く一致した．ヒューマスカルミーは，この条件下ではアンモニア吸着能

力を発揮し，吸着容量は42mg／gとなった．一方活性炭は，乾燥条件に

比べて吸着が著しく妨害され，27mg／gの吸着容量しか示さなかった．

　これらの結果から，湿潤条件下では酸化泥炭は特に優れたアンモニアに対

する吸着能力を発揮することが確認された．

4－3－4　硫化水素に対する脱臭能力

一238一



of

xos
H

 .
v
di

Q
x･

o
va

ve
J

a
j

-rrS

;

e
re

N
<

1:-O

IOO

50

(A)
r'E

vry c o n a :, -b] o R

-o---

---ggF

--A--･

OxiQizea peaz
}lyumaskalumi

Active carbon

o

150

ioo

50

1

=
2 3 4 5

( B
)
-

w- e-i condition

l t

o 1

Tirfte, hr

4 5

Mg. 4-2 Adso]rption eurves of ammonla

-- 239--



　硫化水素に対する脱臭能力を，吸着剤の量を変化させて検討してFi昏4－3に

示した．

　初濃度ユOppmの硫化水素を，臭気強度3．5相当濃度（環境庁）付近

まで脱臭するためには，本実験の条件では（4．2リットルの空気に対し）

ヒューマスカルミーを10g以上必要とすることがわかった．これに対して

酸化泥炭は，硫化水素の吸着力が小さく，ヒューマスカルミーの約1／3し

か吸着できなかった．硫化水素の吸着は，吸着剤中の鉄などの金属との反応

によって補捉されると考えられるが，Tabユe　4－1に示したように，酸化泥炭申

の鉄含有量が○．2％と非常に少ないために吸着能力が劣るものと思われる。

　4－3－5　鉄冠着酸化泥炭の製造とその硫化水素に対する脱臭能力

　酸化泥炭に鉄を添着させて硫化水素の吸着能力の増加について検討した．

　フミン酸は，鉄と容易に反応し，：Fe斜を：Fe斜に還元する性質があるこ

とが知られている29＞，本式突で行った2．4の鉄添着は，Fe3幽を速いて鉄

一フミン酸キレート化反応を利用したもので，過尉の鉄は分離して結合型の

鉄を導入したものである。その結果，1時間の反応で鉄含有量が工．8％，

2時間の反応で2．4％となり，24時間の反応で最高4％のものが得られ

た．

　これらの生成物の硫化水素に対する吸着力は，鉄含有量に比例することが

確認された。

　市販の消臭剤と比較して，脱臭効果を調べた一例をFig。を4に示した．

　眼に刺激を感じる最小濃度2Dの10ppmを初濃度として脱臭剤は！g散

布した・その結果2・，4％の鉄心着酸化泥炭は，無添着酸化泥炭の3倍以上

の脱臭効果を示し，ヒューマスカルミーよりも高い脱臭効果を持つことがわ

かった．したがって市販品程度の能力を具備させるためには，2．4％の鉄

含有量で十分であると思われる．また，鉄愛着酸化泥炭のアンモニア吸着能
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ヵを初濃度工30ppmで実験した結果，90分で臭気強度3．5以下にな

ることがわかり，無添着酸化泥炭と比較して全く吸着能力が減少しないこと

を確認した．

　4－3－6　鉄添着酸化泥炭と塩化第工鉄の硫化水素吸着特性

　塩化第二鉄は，硫化水素と反応するので，酸化泥炭に単に混合するだけで

硫化水素吸着の目的は達せられると考えられる．そこで鉄添着酸化泥炭と塩

化第二鉄粉末の吸着等温線を作成して吸着特性の比較検討を行った．

　添着酸化泥炭は鉄含有量2．4％のものを！g使用したので，それと同量

の鉄を含む塩化第二鉄断水和物○，115gの150メッシュ以下に粉砕し

たものを用いて比較した．

　その結果，等温線から塩化第二鉄はラングミュア型（Fig。掛5A）であり，

添着酸化泥炭及びヒューマスカルミーはフロインドリッヒ型（Fig．4－5B）と

なることがわかった．ラングミュア型は単分子層吸着のモデルで説明される

吸着式であり，フ覆インドリッヒ型は吸着とともに固体内部に対する化合に

よる吸収を伴う，いわゆる収着22）という複雑な現象が総括的に起こっている

ことを意味している，鉄添着酸化泥炭やヒューマスカルミーは，このような

微細な内部構造が関与した吸着特性を有するものと考えられる．しかし，吸

着等温線を比較すると，平衡吸着量は鉄添着酸化泥炭と塩化第二鉄とはほぼ

同程度であった．塩化第二鉄の単なる混合でも硫化水素に対する吸着能力は

得られるので，製造識ストの面からは本法のような反応のステップを経ない

方が有利なことはいうまでもない．しかしながら猛化第二鉄は水溶性である

ため，下水あるいは家畜驚愕物やゴミなどに散布後降雨などで流亡する可能

性もあるし冷蔵庫の消臭剤として使用中に流出して汚す恐れもあるので，使

用目的によって単なる混合物か，キレート化するか選択する必要がある．
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4－4　結　言

　酸化泥炭の脱臭剤としての基礎的性質について検討した結果，フミン酸の

特性から予想された通り，アンモニアのような猛基性ガスに対して優れた吸

着特性を持つことがわかった。特に活性炭では吸着できない湿潤状態で強い

吸着能力を発揮する特徴を有する，

　アンモニアに対する吸着容量は，市販の土壌有機物系消臭剤の3倍以上で

あることが確認された，

　硫化水素に対しては吸着力が劣るが，鉄イオンを反応させるか，鉄化合物

を混合するなどの鉄添着によってその問題は解決できることがわかった．

　酸化泥炭は，乾式酸化法で酸化するもので，生成物が粉体のため，工業装

置などへの利用には整粒，整型方法や機械的強度などの課題が残されている，

そのため用途としては土壌有機物系消臭剤と同様に，非水洗トイレや家畜糞

尿，ゴミなどの悪臭発生源へ直接散布による使用方法が最適と考えられる．
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第5章　酸化泥炭のリン酸固定抑制剤としての利用に関する研究15）

5－1　緒　言

　土壌申に肥料として施：用されたリン酸は，アルミニウム，鉄，カルシウム

などとの結合によって不溶性の塩として固定されるため，作物による吸収率

は通常！0～20％にすぎないといわれている．しかし，土壌中に含まれる有機

化合物が，リン酸の不溶化を減少させる効果のあることがしらべられてきて

いるP～3）．さらに，フミン酸やニトロフミン酸およびそれらの猛が，リン

酸固定抑制の強い作用を有することが認められ，その作用・機構やリン酸固

定抑制剤としての利用に関する多くの研究が行われてきたの～～D．

　本章は，第3章で製造した酸化泥炭の利用法の一つとして，そのアンモニ

ウム塩のリン酸固定抑制効果をしらべ，市販試薬のニトロフミン酸と比較し

て固定抑制剤としての能力を検討した．

　フミン酸等がリン酸の固定を抑制する機構・作用は，土壌中のリン酸固定

物質であるアルミニウム，銑カルシウムなどと結合して，これらを不活性

化してリン酸との結合能力を失わせるためと考えられているが，その結合形

態はキレート的なものではなく，物理化学的，コロイド的に表面に結び付い

て活性部分をを封殺するものと推論されている8L重D．

　土壌中のリン酸固定物質は，上記の金属等が主体と考えられているが，そ

の形態はイオン形態か化合形態か，ゲル状態かゾル状態かを明らかにするこ

とはかなり困難なことである．本章では，固定物質のモデルとして橋本・奥

田らがニトロフミン酸について行ったのと同様に6＞，ゲル状水酸化鉄とゲル

状水酸化アルミニウムおよび試薬の粉状炭酸カルシウムを用いてリン酸の固

定実験を行った．
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　さらに，リン酸の固定生成物の典型的な化合形態と考えられる不溶性のリ

ン鉱石とリン酸アルミニウムおよびリン酸第二鉄の粉末に対して，酸化泥炭

およびニトロフミン酸のアンモニウム塩水溶液を接触作用させた場合の可吸

態リン酸（水溶性およびク溶性リン酸ω）への変化についても併せて検討

を行った．

5－2　実　験

　5－2－1　リン酸固定抑制剤試料の調整

　酸化泥炭およびニト覆フミン酸は，水溶性にするためにアンモニウム鹿水

溶液：として調整を行った．

　（1）　酸化泥炭試料

　第4章で使用した酸化泥炭を用いた，1gの酸化泥炭を試料ビンにとり，0．1

κアンモニア水溶液30証を加えて，1時聞加熱したあと，全容量が4諏ユを越えな

いように蒸留水を加えながら煮沸して，アンモニア臭のなくなるまで加熱し

た．この水溶液のpHは7．0～7．2であった．

　（2）ニト雛フミン酸試料

　ニトロフミン酸（キシダ化学）1gを試料ビンにとり，0．鋼アンモニア水溶

液40撮を加え，　（1）と同様の方法でニトロフミン酸アンモニウム塩水溶液

を調整した．この水溶液のpHは6．8～7．2であった．なお（1）および（2）

の溶液には不溶性粒子が混在（両液ともに約2協程度不溶）しているが除去せ

ずにそのまま使用した．

　5－2－2　リン酸固定物質：の調整とリン酸固定抑制効果の測定

　リン酸固定抑制効果を比較する場合，固定物質の量とリン酸の量との比が

問題となる．実験としては，固定抑制剤を加えない条件下で，リン酸の70～

一248一



8銚以上が固定されるような両者の比が望ましい．このため，橋本・奥田ら

の行った実験条件に準じて調整した6）．すなわち，本研究で固定実験を行っ

た条件は、50組容量の反応において、水酸化鉄32伽gに対しP20528．舳慕，

水酸化アルミニウム18鋤墓に対しP20528．翻墓および炭酸カルシウム147伽g

に対しP205！04．細墓となるように設定した．

　（ユ）水酸化鉄の場合

　蒸留水20皿1に1二藍二二二七溶液3組を加え，！4％アンモニア水溶液L7祉を加

えて，水酸化第二鉄を沈澱させた．固定抑制効果の測定は、上記沈澱を遠心

分離し，50撮の試料ビンに：水または5－2－1で調整した（1）または（2）

の溶液と共に入れ，約38時間，ときどき振とうしながら放置した．その後，

！／脳リン酸一カリウム溶液0．8組を加え，全量を50温にして振とうを続けてリ

ン酸固定を行わせ，一定時聞毎に上澄液から500μ1を採取し，溶液中の未固

定リン酸濃度を測定して，固定されたリン酸量を算出した。

　（2）水酸化アルミニウムの場合

　蒸留水20泌に鋼堪化アンモニウム溶液3組を加え，1筋アンモニア水溶液L4

凪を加えて，水酸化アルミニウムを沈澱させた。以下上記の（工）と同様の

操作により水酸化アルミニウムによる固定リン酸量の算出を行った．

　（3）炭酸カルシウムの場合

　試薬特級炭酸カルシウム（和光純薬）ユ470澱墓を試料ビンに採り，水または

5－2一ユで調整した（1）または（2）の溶液と共に入れ，約38時間，時

々振とうしながら放置した．その後，1／脳リン酸一カリウム溶液2．9組を加え，

以下（1）と同様の操作により炭酸カルシウムによる固定リン酸量の算出を

行った。

　（4）水溶性およびク溶性リン酸の測定

　上記（1）～（3）の実験終了後，各試料ビンに1gのクエン酸を加えて2％

クエン酸溶液となるように調整した後，24時間振とうを続け，上澄液を遠心
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分離して，溶液中の水溶性およびク溶性リン酸の合計量の測定を行った．

　5－2－3　不溶性リン酸塩の可溶化

　：水またはクエン酸に不溶なリン酸塩と酸化泥炭およびニト資フミン酸のア

ンモニウム塩を接触反応させた場合の水溶性あるいはク溶性リン酸への変化

をしらべるため，リン鉱石（エジプトコシア産；P205　33．銚、　F　3．銚），

リン酸アルミニウム（キシダ化学；AlPα・2H20），リン酸第二鉄（

キシダ化学；：FePO4・4H20）を用いて検：討を行った．

　乳鉢で粉状にした上記リン酸猛3G伽gを5◎撮試料ビンに採り，5－2－1で

調整した酸化泥炭およびニト獄フミン酸アンモニウム塩溶液の所定量と蒸留

水を加えて全量を5伽ユとし，2時聞煮沸して溶液を濾過して溶液中の水溶性リ

ン酸の測定を行った．さらに，沈澱を劉クエン酸溶液50組申に加えて15分間

室温で振とう後，ク溶性リン酸の測定を行った，

　5－2－4　リン酸の定量法

　リン酸の定量には通常モリブデン青法が用いられるが，鉄イオンの存在や

フミン酸など着色有機物の共存下では妨害が著しい．本研究ではこれらを考

慮して，紫外線照射分解前処理一イオンクロマトグラフィー分析法を開発し

てリン酸の定量を行ったi3）．

　採取した試料溶液500μユを50虚に希釈した後濾過し，英光社長紫外線照射

装置H乱OS　PIH－500型に移し，酸素をバブリングしながら1◎壁間分解した．検

液を東洋曹達製HLC－803D型高速液体クロマトグラフィーで分離カラムにTSK

鶴ユIC－Anion　P駅φ4．翻醗×5伽のを用い，溶離液はグルコン酸カリウム300

搬幻ユ，ホウ酸180伽琶／ユ，ホウ砂50伽墓／ユ，アセトニトリル100配／ユ，グリセリ

ン5証／1の混合液を使用し，0．8証加hで溶離して定量した。

　リン酸イオンの検出限界濃度はS灘　3で1．OPP短　である．
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5－3　結果及び考察

　5－3一ユ　水酸化鉄に対する固定抑制効果

　リン酸の固定率（％）の経時変化をFig．ひ！に示した．

　本実験条件では，添加したリン酸の約7銚が固定された．それに対して酸

化泥炭およびニトロフミン酸が！g存在した暢合の固定率は1／2以下に低下し，

明らかに固定抑制効果が認められた，酸化泥炭とニトロフミン酸との比較で

は，両者に大きな差がないと思われるが僅かに酸化泥炭の抑制効果が優って

いるようにみうけられる．

　Table　5－1は，水酸化鉄lg当りのリン固定量（皿g－P205）をあらわしたも

のである．33時間リン酸固定を行ったあと，クエン酸を加えて振とうしたと

き，溶液中の水溶性およびク溶性リン酸の舎計量はブランクを含めていずれ

も増加し，固定量は減少した．跳クエン酸はpH2であるが，この液との接触

により水酸化鉄ゲル上に吸着など弱い結合力で保持されていたリン酸が溶出

したものと考えられる．ク溶性リン酸は植物に対する可吸態であるから，ク

エン酸処理後の固定量が真のリン固定量とみなすことができる．

　5－3－2　水酸化アルミニウムに対する固定抑制効果

　固定率の経時変化をF魏．ひ2に示し，水酸化アルミニウム19当りのリン固

定量をTabユe　5－2にまとめた．

　ブランクでは，添加したリン酸の6錫が固定された．この場合も，酸化泥炭

およびニトロフミン酸塩の存在下ではリン酸固定率が低下し，固定抑制効果

が明らかである．酸化泥炭とニトロフミン酸との比較では，19当りのリン固定

量は，ニトロフミン酸添加の場合の約！／2であり，明らかに酸化泥炭の方が強

い抑制効果を示した．

一25ユー



 .
U
:
o
v

Ha
s･H

v
･N
:
-
q
o
rr
p
t
va

es

.Q

op

 N
co

s
k
o
.cl

Q.,

ca

o
=
Q
rCl

e
×

･H
fu

100

80

60

40

20

o

N±txohumic acid-NH       4  Added/

pt---
,,((lilil

            v

acid

cttxic actd

Oxidized pGat-NH4

F±g. 5-1

2 6

E :" fe c t

fixed
 of･

±n

          24
     Tirae (hr)

 standing time on
ierxic hvdroxide

36

the amount

60

of Dhosphoxus

Tab]e 5 --･ 1 Cnanges on
hydrox±dG

 guantlues
at various

 ox pnospnorus
standing t±rae

nxea m rexxlc

Treatment
F±xed phosphorusrrag-P20s/g-Fe(OH)3

2 hac 6 hr 24 hr 33 hx     60 hr
(ln presence of
 citric acld)

Blank

Oxidized peat-NH4 '

Mtrohum±c acid-NH                 4

59.1

18.0

17.7

61.5

17.8

20.0

62.9

20.4

28.0

62.1

22.3

29.3

58.1

18.0

19.7

Initial concentacat±on:88.64 mg-P20s/g-Fe(OH)3

-252 --



.

v
q
o
v

Ha
fNpu
-H
:
-A

¢

o

v
or

ca

es

rQ

ov

 N
an

v
k
o
rc

Q
co

o
£
pt

v
¢

×
･r-

in

100

80

60

40

20

o

Blank
"" Added ertmc
  S--A

acid

N±txohumic ac±d-NH       4
/

f----s--･--te

Fig･ 5--2

2

Effect
tixed

 of
in

        T±me (hr)
 standing time on the
aluminium hydxoxide

36

amount

    60

o£ phosptiorus

I

t
'
l
･

Table 5-2 Changes
  hydr.ox±de

on
at

quantities of phosphorus
various standing time

tixed in aluminium

Treatment
F±xed phosphorust ma-P

 J
20sfg-Al(OH)3

2 hx 6 hrc 24 hr 33 hr 60 hx
      (In presence of
        cityic acid)

Blanl<

Oxidized peat-NH4

N±trohumic acid-NH                 4

77.6

20.2

49.7

83.8

21.9

57.4

90.2

23.3

57.1

93

23

57

.1

.4

.4

92.6

21.3

41.4

Initial concentacat±on : 155 . 2rng-P20s/g'kAl (OH) 3

-253-



　なお，ニトロフミン酸塩添加の場合，クエン酸処理後の固定量の低下が大

きいことから，弱い結合のリン酸固定が多く行われているものと思われる．

　5－3－3　炭酸カルシウムに対する固定抑制効果

　固定率の経時変化ならびに炭酸カルシウム！g当りのリン固定量を，F地5－

3およびTable　5－3に示した．

　ブランクの33時間で，添加したリン酸の約80％が固定された．酸化泥炭およ

びニト鷹フミン酸塩は強く固定を抑制し，2鍍以下の固定率にとどまることが

わかった，この場合は，ニトロフミン酸塩のほうがその効果は高かった．

　クエン酸を加えた後もブランクの固定率は増加し，約9錦に達した．錦クエ

ン酸中でも炭酸カルシウムによるリン酸固定が進行していることを示した．

これに対して，酸化泥炭およびニトロフミン酸塩の存在条件での固定量は，

クエン酸中でも一定であって，水酸化鉄や水酸化アルミニウムの場合のよう

なク溶性リン酸の溶出によるリン固定量の減少は認められなかった．粉末炭・

酸カルシウムの場合は，上記ゲル状固定物質のような吸着などによる見かけ

のリン固定量を高めるような機構を伴わないものと考えられる．

　5－3－4　不溶性リン酸塩からのリン酸の溶出

　不溶性リン酸塩0．3gに対し，50虚の水または酸化泥炭およびニトロフミン

酸塩溶液を添加接触させたときに溶出する水溶性リン量とク溶性リン量の割

合を求めた．

　コシア産リン鉱石粉末についての実験結果をTabユeひ4に示した．

　リン鉱石のみの場合（ブランク）は，2時間の煮沸で水溶性，ク溶性リン酸

は検出されなかった．しかし，酸化泥炭やニトロフミン酸塩を添加した場合

には，リン酸の溶出が認められた．いずれも，水溶性リン量は少なく，ほと

んどク溶性リン酸として溶出した．溶出量は，酸化泥炭などの添加量の多少
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TablG 5--4  Solub"ity of
ammonium salts
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Addedt
& based
on rock

Treatnent
  condi-
  tions*

Soluble
based on

phosphorusr&
 -"20s in phosphate rock

Solution
m water

Solution
xn cLtaclc
acid

Total
solubility

BianK

Ox±d±zed
peat-NY.4

ll

Nitncohum±c
ac ±d-NH       4

 5

25

se

25

50

25

50

boil-- 2 hrc
 ,, ±r-g. ,,

Il

Il

II

ll

room 504 hr
temp. .

 bo±1- 2 hr
   ln9
  ll        11

o.o

O.3

O.2

C.3

o.o

O.3

O.3

O.2

 o.o

10.6

l2.6

1･2.S

29.6

33.2

15.4

15.7

 o.

IO.

12.

1･ 3.

29.

33.

X5.

15.

o

9

8

:

6

5

7

9

*O.3g phosphate yock/5e ml

-256-



にはあまり関係がない．これらの添加物が，不溶性の，リン酸三石灰やアパ

タイト主体のリン鉱石から，ク溶性のリン酸二石灰へ変化する複分解反応に

直接寄与するものとすると，錦と5錦の添加量で差があらわれないことは考え

難い．その作用機構は単なる複分解反応などのようなものではなく極めて複

雑である。

　2時間煮沸した場合と，室温で21日間振とうした場合を酸化泥炭について

比較した結果，同じ傾向を示したが後者のク溶性リン量は2倍ほど多かった．

ク溶率は結晶の大きさや粒子の大きさによって著しく異なることが知られて

おり，たとえばリン鉱石の主成分であるフッ化アパタイトCa5F（PO4）3につ

いて，0．3gを50姐の跳クエン酸に溶かした場合，粒子がO．1ミクロンのとき約

6伽gのP205が溶け出すが，10～100ミク灘ン程度のものは1伽g程度に止まる

といわれている1紛．本研究では，室温でも長時間処理することにより，クエ

ン酸に溶解し易い微細な結晶や粒子の生成が行われているものと考えられる。

　リン酸アルミニウムおよびリン酸第二鉄からのリン酸溶出量をTable5－5に

示した。　両試薬共に，水のみで煮沸した場会にもリン酸の溶出があったが，

酸化泥炭およびニトロフミン酸壌の添加により，水溶性，ク溶性リン酸共に

溶出：量が明らかに増加した．

　これらの結果から，酸化泥炭やニトロフミン酸は，鉄，アルミニウム，カ

ルシウムなどの不溶性リン酸塩を可溶化する性質を有することが明らかにな

った．リン酸固定の抑制機構は，フミン酸類が鉄，アルミニウム，カルシウム

などと結合して活性部分を封殺するためとみなされてきているが，橋本はそ

れら金属によって飽和したニトロフミン酸でも強いリン酸固定抑制力を持つ

ことを見いだし？》，従来の説では説明できないことを指摘した．本研究の結

果も，単に活性点を封じるのではなく，積極的に不溶性リン酸塩を可溶化さ

せる作用を有することを示している．また，添加量の多少にはあまり関係な

く，ク溶性リン酸が溶出した．従って，可溶性リン酸塩へ変化する複分解反

一257一
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応などに直接寄与しているとは考え難い．その機構は明かではないが，固体

が溶解するためにはその構造が液中で崩れてゲル状態からコロイド状態以下

の粒子となる必要があり，二質イド粒子として液申に分散させる界面活性作

用などのような働きがあるものと推定される．

5－4　結　言

　土壌中のリン酸固定物質のモデルとして，ゲル状水酸化鉄と水酸化アルミ

ニウムおよび炭酸カルシウムを用い，酸化泥炭のアンモニウム塩によるリン

酸固定抑制力をしらべた．いずれの物質についても，酸化泥炭は強い固定抑

制力があることがわかった．ニトロフミン酸との比較では，水酸化鉄と炭酸

カルシウムについてはほぼ同様の効果があり，水酸化アルミニウムに対して

は酸化泥炭の抑制力が強いことが認められた。

　リン酸の固定生成物とみなされる3種類の不溶性リン酸塩に対して作用さ

せた場合，ク溶性リン酸としてかなり可溶化することが確認された．

　酸化泥炭のアンモニウム塩は，リン酸の固定抑制効果ならびに不溶性リン

嗣子の可溶化を促進する能力を有することから，リン酸肥料への添加または

土壌中への施用により，リン酸肥料の効率を高める物質として利用できるも

のと考えられる．
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第6章　窒素肥料製造に関する研究22｝

6－1　緒　言

　泥炭を有機質肥料として利用することは古くから試みられていることであ

る。しかし泥炭中の窒素量は少なく、そのままでは窒素肥料としての効果は

期待できない。そこで泥炭の窒素量：を増加させることにより、肥料としての

性能向上を目的とした多くの研究が行われてきているが、大別すると

（1）肉・骨屑類1㌧糞尿類2）などを加えて発酵せしめるとか，硝酸アンモ

ニウムや他の有効成分を添加して調整する方法3届〉，および（2）アンモ

ニアとの反応により窒素を結合させる方法に区別される．

（1）の場合は添加する物質とその量によって品質が決定される．

（2）の場合，フミン感量および酸性基量によって結合するアンモニア量が

異なり，通常の泥炭一アンモニアの反応では3～4％の窒素が導入されるにす

ぎない．そこで種々の酸化法で酸化して，再生フミン酸を生成させてフミン

酸含有量を増加させたのち，アンモニア化を行う2段階反応や5）～マ），高温

高圧下で液体アンモニプ㌧アンモニアー酸素9）およびアンモニアー炭酸ガ

ス1㈲などを同時に作用させる1段階での反応が試みられている．しかしな

がら，上記のいずれの方法においても，収率，反応時間，窒素含有量などで

それぞれ問題点を残している．

　一方亜炭などを原料としたフミン酸系窒素肥料の製造やその肥効に関する

研究も盛んに行われている．そのなかでChakrabarttyらは！1＞，ニトロフミン

酸アンモニウム塩について，次の2点で化成肥料と競争できないと指摘して

いる．すなわち，化成罷料より相対的に窒素含有量が少ないことと，施用時

の水溶性窒素の流亡性が化成肥料と変わらないこと等をあげている．これに
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対してGuruzは12），1）窒素のみならずフミン酸を含むこと，2＞化成肥料

のような鉱酸を含まないこと，さらに　3）緩効性窒素肥料　sユ。騨release

nitrogenous　fertilizer（SR翻）としての特性を持たせることが可能である

ことをあげて，フミン酸系窒素肥料の長所を主張している．

　泥炭中の窒素含有量を高め，かつS照Fとしての特性が与えられるならば，

化成肥料には無い上記長所を持った有機質窒素肥料となるものと考えられる．

本研究は，第3章の方法に従って酸化した酸化泥炭を原料として，アンモニ

ア化反応による有機質窒素肥料製造を目的として行った．肥料としては，油

粕や魚粕に相当するかそれ以上の窒素量（約10％）を含有し，化成肥料とは

異なったS照Fとしての肥効特性を持つ製品を目指した．

6－2　実　験

　6－2－1　試料酸化泥炭の調整

　一年間風乾した石狩金沢産低位泥炭を，第3章の方法に従って3嬬二酸化窒

素により，！時間酸化したあと，減圧下で70℃で1夜放置して吸着ガスを除い

たものを酸化泥炭試料とした．

　6－2－2　アンモニア化反応

　酸化泥炭試料聡を，内径15鋤のU字管の底部に充填し，U流管を油浴で所定

の温度に加熱しながら，ソーダ石灰で乾燥したアンモニアガスを10伽1／説n

で導入して反応させた．反応終了後室温で12時間以上の通気を行い，吸着性

のアンモニアを除去したのちアンモニア化泥炭の収率を求めた．

　反応温度は，酸化泥炭の熱分解を考慮して200℃まで検討した．

6－2－3　窒素の定量

一262一



　窒素含有量の定量は，下記の方法を用いて行った．

　（1）全窒素量

　Du磁as法13）によって全窒素量を測定した。

　（2）Kjeldhal分解窒素

　アンモニア化反応によって導入される窒素として，Kjeユdhaユ分解窒素を

2％ホウ酸溶液を吸収液とした　Kjeユdhaユ法14）によって求めた．

　（3）アンモニウム・アミド態窒素

　加水分解法によって求めた働．すなわち，萄eユdhaユ法の蒸留装置を用い，

3破水酸化ナトリウム溶液により加：水分解して水蒸気蒸留し，発生するアンモ

ニア量：を定量して，アンモニウム・アミド態窒素とした．

6－3　結果及び考察

　6－3－1　試料酸化泥炭の性状

　酸化泥炭の元素分析値，酸性墓量などの測定結果をTable昏1にまとめて示

した．

　本章で試料とした酸化泥炭は，フミン酸等アルカリ可溶部が7四であり，灰

分が8。跳であった．また試料中の窒素含有量は，D脇as法によれば2．7駕であり，

Kjeユdhaユ法ではし鷹であった。第3章において，工Rスペクトルの所見から，

酸化泥炭中にニトロ基が導入されていることを確認しているがIs㌧恥eユdhaユ

法ではニトロ基や硝酸態窒素などは定量されない。したがって上記分析法に

よる窒素分析値の差は，ニト滋基等によるものと考えられる．さらに，第2

編第4章のフミン酸とアンモニアとの反応機構に関する研究の結果によれば

，200℃までの反応で結合する窒素形態はアンモニウム，アミド，イミドおよ

びラクタム態であると推定され，イソインドールなどの含酸素窒素態は確認

されなかったことから17），アンモニア化反応で導入される窒素はKjeユdhaユ法
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で定量される形態とみなすことが出来る．従って本概究では，Kjeldhal分解

窒素を定量して反応時間及び反応温度についての検討を行った．

　6－3－2　反応時間の検討

　酸化泥炭を150℃でアンモニアと反応させたときの，反応時下によるKjeユd

haユ分解窒素含有量とアンモニウム・アミド態窒素量の変化をFi慕6－！に示し

た．

　アンモニウム・アミド態窒素は，30分で一定値となり，幻eユdhaユ分解窒素

量も！時間でほぼ一定値となることがわかった．従って以後の反応温度等の検

討は，反応時間を2時間までとした．

　6－3－3　反応温度の検討

　反応温度を変えた場合の収率，Kjeldhaユ分解窒素量及びアンモニウム・ア

ミド態窒素量をTabユe　6－2に示した．なお比較のため，斉藤ら9｝が静岡県平野

産泥炭3εを空気一アンモニア（ユ：1）を誓いて200虚／磁Rで，ユ段階アンモ

ニア化反応を行ったデータを引用して併記した。

　室温での反応は，反応途中で一時的に60～70℃まで温度が上昇する発熱反

応であった．従ってその他の反応温度においても，設定温度より，実際の反

応温度は上昇しているものと考えられるが，反応前の設定温度で表示した．

　Kjeユdhal分解窒素含有量は，各反応温度条件ともに2時間の反応の場合に高

い含有量となっているが，差は極めてわずかであり，この表の結果からも反

応時間は1時間で充分と思われる．斉藤らの空気一アンモニア化反応の結果と

比較すると，150℃で24時間の生成物のKjeldhal分解窒素量は8．騙であって本

研究の1時間のアンモニア化反応の窒素量に相当し，200℃では3時間の反応生

成物より本研究の30分の反応の窒素量が高い値となっている．また佐々木は

7） C石狩金沢産泥炭を鵬硝酸で6時間処理後，180℃で4時間アンモニア化を行
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って11。鍍の窒素含有物を得ているが，これも本研究の200℃，30分の窒素量に

相当する．これらと比較して，酸化泥炭はアンモニアとの高い反応性を有す

ることを示している．

　なお，斉藤らの報告によれば9》，25◎℃以上では一部灰化が認められてい

るので，本研究では発熱による温度上昇と収率の減少を考慮して，設定温度

200℃までの反応に止めた．

　Kjeユdhaユ分解窒素含有量およびアンモニウム・アミド態窒素量の，反応温

度による推移を，反応時論1時間の場合についてFig　6－2に示した．

　Kjeldhal分解窒素含有量は，反応温度の上昇とともに増加し，120℃の7。錫

から200℃では12％の含有量となった．しかし，アンモニウム・アミド態窒素

は170℃まで3。5～3．鑛であまり変化はないが，200℃では鑛に滅少した．2◎0℃

では，加水分解法では定量されない構造となるものと思われる．たとえば，

第2編第5章の結果からフェノールの一部がアミノ基となっていることがわ

かったが，アミノ基は加水分解に対して安定なものと分解されるものがある

ことから！5），この条件では安定型構造のアミノ基がより多く生成している

可能性が考えられる．

　Sch照rtzは15），ニトロフミン酸アンモニウム塩を！5◎℃以上で焼成してア

ミド態へ変化させて温室試験を行った結果，SRNPFとしては尿素態と同等

であったことを報告している．また第2編第5章の研究において，加水分解

法で定量される窒素の大部分はアミド態と推定されることから，本研究の場

合もこれを速効性窒素とみなした．

　Tabユe　6－2には，　Kjeユdhaユ分解窒素量に対するアンモニウム・アミド態窒

素の比を求め，速効性の目安として示している．表の値から，反応温度の上

昇にしたがい，速効性窒素の割合が減少することがわかる．170℃の場合には，

Kjeldhal分解窒素中のアミド態窒素等が約3脇であり，200℃では1甥であった．

これらの結果から，反応温度によって速効性と遅効性窒素の含有率を設定す
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ることができ，肥効特性の異なる有機質窒素肥料の製造が可能と考えられる．

　6－3－4　収率についての検討

　Tabユe　6－2に示したアンモニア化酸化泥炭の収率は，温度が高く，かっ反応

時間が長いほど減少する傾向を示している．　そこで，泥炭および酸化泥炭

について，6－2－2に記したアンモニア反応器を軍いて，窒素ガスを通じ

ながら所定の温度で2時間の熱分解を行って分解量を測定し，アンモニア化（

2時聞）の収率と比較してF魏6－3に示した．

　その結果，酸化泥炭は泥炭と比較して熱安定性に乏しい物質に変化してお

り，特に200℃近くでは減量が著しいことがわかった．また酸化泥炭の熱分解

曲線（TDC）とアンモニア化の収率とを’比較すると，その傾向は極めてよ

く一致している．これらの結果から，高温でのアンモニア化収率の減少は，

原料酸化泥炭の熱安定性が原因になっているものと思われ，収率向上のため

にはできるだけ低温でかつ短時間の反応を行う必要があるものと考えられる．

しかしながら，これらの結果は硝酸酸化後に180℃でアンモニア化した場合の

収率70％や7），Table　6－2に引用した空気一アンモニア反応より高いものであ

る．

　6－3－5　炭窒比についての検討

　有機質窒素肥料の特性をあらわす係数として，炭窒比（C／N比）がしば

しば用いられる！9）．有機物が土壌中で分解する際，微生物の増殖をともな

い，このためには菌体成分として利用されうる炭素に対して窒素が重量比で

1／IO程度は必要とされている．C／N比の高い有機物が分解すると，土

壌中の窒素が逆に微生物に吸収されて不可給態化して一時的に窒素飢餓をき

たす．また，C／N比の低い有機物は分解の際に余剰の窒素を放出して有効

窒素となる．この有効態窒素を放出する限界は，C／N比約　20とされてお
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り，堆肥がこれに相当する．また土壌有機物は，通常20～4程度といわれてい

る19）．

　Table　6－3に，各反応温度で1時間アンモニア化した酸化泥炭のC／N比を

示した．なお，ニトロ態や硝酸態窒素も窒素肥料の成分に含まれることから

19） Cここでは全窒素含有量をD眼as法で測定して炭素との重量比（無水換算）

を算出した．この結果，原酸化泥炭のC／N比は19．1であったが，アンモニ

ア化の反応温度の上昇とともにC／N比が低下し，6．0～4．0の範囲のものが

得られていることがわかった．これらの値：は，大豆粕（N8紛の5．6，なたね

粕（N7紛の6．6など23）に近い数値である．　C／N比は，反応温度の上昇とと

もに低下するが，6．0～4。0の範囲であり，170℃以上では大豆粕やなたね粕よ

りも低い値となった．

　C／N比は，土壌中での有機物分解時における窒素の無機化率（供給態へ

の変化率）ときわめて高い負の相関があることが知られており，窒素の放出

の難易の指標となるが，フミン酸などのいわゆる腐朽物質を多量に含む本試

料に対しても同じ指標となるとはかぎらず，肥効については様々な条件下で

の無機化試験を実施して検討する必要がある．しかし腐朽物質の場合にも，

未分解有機物と異なるとはいえ，C／N比と無機化率の間に相関性の存在を

認めるとの指摘があることから2D，これらの結果はかなり良好な有機質窒素

肥料として評価できるものと考えられる．

6－4　績　言

　酸化泥炭を原料とした，いわゆるSRNFとしての特性を有する高窒素含

有量の有機質窒素肥料製造を目的として，アンモニアとの反応を行った．

　酸化泥炭はアンモニアとの反応性が高く，各反応温度ともに約1時間で反応

はほぼ終了した．既報の泥炭のアンンモニア化反応と比較して，非常に速く
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反応は終了することがわかった。

　全窒素含有量は，反応温度に依存して高くなり，2◎0℃では1劉のものが得

られた．速効性窒素は，170℃まで3．5～3．劉であったが，200℃では2．捌に減

少した．反応温度条件の設定によって，遅効性窒素と速効性窒素の含有比の

調整が可能であることがわかった．すなわち，170℃では全窒素量10％で速効

性窒素錫となり，200℃では全窒素量1劉で速効性窒素2．錫のものが得られる．

　収率については，原料酸化泥炭の熱安定性に起因して，高温での収率は低

下するが，170℃で約95瓢200℃で8縦の収率であって，他の方法と比較して高

収率で生成物が得られた．

　アンンモニア化酸化泥炭は，C／N比についての検討結果から，かなり良

好な有機質窒素肥料として評価できるものと考えられる．

　以上の結果から，本研究で得た有機質窒素肥料は，速効性窒素と遅効性窒

素とを適当に含有させることができ，S：RNFとして長期にわたる養分の供

給が可能なことが窺知される．さらに，前章で好結果の得られたリン酸固定

抑制効果や，ほかにも土壌改良性などが考えられるなど，化成肥料にはない

多くの特徴を有するものとして期待できる．
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第7章　フミン酸と除草剤リニュ藁ンの相互作用に関する研究9）

7－1　緒　言

　3一（3，4一ジクロルフェニル）一1一メトキシー1一メチル尿素（リニュロン）は，

デュポン社が開発した尿素系除草剤で，畑地1年生雑草に対して卓効を示す

除草剤として広く用いられているP．しかし同社の使用説明書には，砂質土

壌や腐植含量1％以下の土壌では薬効および薬害上使用しないよう注意書き

が付記されているように，腐植質の少ない土壌には保持され難い性質を有し

ている．したがって上記のような土壌に対しては，第3章から第6章までに

研究した高フミン酸含有の酸化泥炭やその塩類およびそれを原料としたフミ

ン酸系肥料などの施用は，リニュロンの除草効果を高めるためにも有用であ

ると考えられる．

　一方，リニュ覆ンの土壌中への吸着についての研究は種々行われてはいる

が2～＄），その吸着機構に関する情報は少ない。

　Baiユeyら2）はモンモリロナイト上へのりニュロンの吸着は，多価カチオン

との問で錯体形成の可能性があることを示唆している．そこで　Hance7）は，

種々の多価カチオンを結合させた泥炭土壌を用いてリニコ．ロンの吸着を行っ

たところ，吸着容量は，Ca2＋＜Ni2やくCu2÷〈：Fe㍗＜Ceひの順序で

増加し，Irvin慕嘱iユユi鋤sの序列に従った結果が得られたことなどから，フ

ミン酸と結合したカチオンとの錯体形成機構で吸着されると報告した．一方，

Khanら8｝は，フミン酸について同様な実験を行った結果，吸着容量はHance

と異なり，Ni㍗＜Zn2÷くCa2＋＜A13÷＜Fe3車くH承の順序となったこ

と　更に，吸着熱や赤外吸収スペクトル等の検討結果から，物理吸着が支配

的であるとして錯体形成機構を否定している．
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　しかし上記の報文では，何れもフミン酸と結合しているカチオン量につい

ての検討は行われていない．

　本章では，泥炭フミン酸と結合している多価カチオン量を変化させた場合

についてリニュ灘ンの吸着を検討した結果，錯体形成機構には従わないとい

う結論が得られ，かつ上記報文で両者の結果が異なる理由についての知見が

得られた．

7－2　実　験

　7－2一ユ試料フミン酸の調整

　北海道石狩金沢産低位泥炭を，劉塩酸を用いて70℃で1時間処理して可溶性

無機物やヘミセルローズなどを除き，水洗後螂水酸化ナトリウム溶液により

60℃で抽出し，塩酸で魂3として沈澱したものを水洗，乾燥して粗フミン酸

を得た．次に樹脂・脂肪酸などを除くため，エタノール・ベンゼン（！：1）

を用いてソックスレー抽出器により抽出を行った．つついてフミン酸と結合

している金属を除くため，1．雛ピロリン酸ナトリウム溶液で再抽出して精製

した．

　7－2－2　フミン酸と多価カヂオンの反応

　反応に用いた金属塩はCaC12，CuC12，翼iC12及びFeChを
使用した．80メッシュ程度に粉砕した乾燥精製フミン酸5墓を300撮の三：角フラ

スコに採り，0．騒の各金属鹿溶液100搬を加え，湯浴上で10，30，60分及び3時

間加熱反応させた．

　反応終了後吸引濾過し，洗液にCl一イオンが認められなくなるまで十分に

洗浄した．反応物は60℃で減圧下で乾燥した．
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　7－2－3　フミン酸中のカチオン濃度の定量

　7－2－1および7－2－2で得た各試料をルツボ中に約0．1g秤取し，

700℃の電気炉中で灰化させた．これにIM猛酸25岨を加えて蒸発乾固させた後，

再度加塩酸を加えて溶解した後定容とした．これを日立170－50A型原子吸光光

度計を用いて測定し，フミン酸申の各種カチオン濃度を算出した．また，シ

リカおよびアルミナに付いては，第2編第2章と同様にモリブデン青法およ

びオキシン法で定量した．

　7－2－4　リニュロンの吸着実験

　Hance6）は，泥炭土壌試料1◎伽gを用い，リニュロン（以下Linと略）の2，

4，6，8および！0ρp癬容液10組中で24時間吸着を行っている．またKhanら7＞は，

フミン酸試料1伽墓を用いてLinの0～30P四溶液10二二で24時間吸着を行って

いる。

　しかし，膨潤させたフミン酸（蒸留水中で湯浴上90分間加熱後放冷）によ

る吸着を上記条件で行った場合，L沁はほぼ完全に吸着されて溶液中に残存量

がほとんどなくなる．また，膨潤させていないフミン酸試料では吸着が不十

分であることがわかった．したがって，本実験では下記の条件で吸着を行っ

た．すなわち，100メッシュに粉砕してあらかじめ膨潤させた試料フミン酸

3伽墓（乾量）にたいし，L短濃度が5，10，20および30p四水溶液となるようにし

た溶液250紐を加え，22±1℃の恒温室内でシェーカーにより工週間振とう

後，上澄液を遠心分離し，波長249磁の吸光度で残存Lin濃度を測定し，空試

験液（フミン酸試料を含まない）との門門差から吸着量を求めた。L抽は和光

純薬製残留農薬試験用標準品を用い，吸光度の測定は日立100－10型分光光度

計を使用した．

7－3　結果および考察
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　7－3－1　フミン酸中の無機物量

　フミン酸の灰分は1．1％であった．その組成は，　SiO2として0．63％（

モリブデン青法），A1203として0．25％（オキシン法），Fe203として

0。02％（原子吸光法）および不溶残分0．1％であった．なおCa，　Cuおよ

びNiは原子吸光分析で確認したが含まれなかった．

　7－3－2　乾燥試料と膨潤試料の吸着速度の検討

　減圧下60℃で乾燥したフミン酸試料と，湯浴上で加熱して膨潤させたフミ

ン酸試料について，しぬの吸着速度を比較してFig。7・1に示した．

　その結果，乾燥試料は吸着平衡に達するまでに約2週間を要し，最初の24

時聞の吸着量は平衡吸着量の10％以下であることがわかった。膨潤試料の場

合は，吸着平衡に達するのは5～6日であり，最初の24時聞での吸着量は平

衡吸着量の約70％であった．

　HanceやKhanらの実験は，乾燥試料について24時間吸着を行なっているの

で，平衡吸着量の10％以下しか吸着されていないことになる．したがって7

－2－4で述べたような低しin量の実験条件で実験が可能であったものと思わ

れるが，吸着量や吸着容量を比較検討するには不十分な条件である．本研究

では，吸着平衡に達している1週間経過時点での吸着量で検討した．

　7－3－3　カヂオン濃度とリニュ霞ン吸着量の関係

　種々のカチオン濃度のフミン酸についてLiRの吸着量を求めF嫁7－2に示し

た．各金属ともに微量（0．加eq／g一フミン酸前後）含まれる場合に多少Lia吸

着量が増加したが，カチオン濃度が0．2聡q／g一フミン酸以上ではカチオン濃

度が増加するに従って逆にL独吸着量が減少し，カチオンを含まない試料よ

りも吸着量が少なくなることがわかった．
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　ここで，カチオン濃度の低い範囲ではし沁吸着量が増加する傾向が各金属と

もに認められる．しかしカチオン結合量に対して増加したLin吸着量は非常に

少ない（たとえば6配位のFe㍗が0。13齢q／g一フミン酸当り結合したとき，

Lin濃度10p四溶液からのLin吸着量は0．012鵬q／g一フミン酸当り増加する

にすぎない）ことや，錯体形成能力の小さなCaかも同程度の増加を示すこ

となどから，錯体形成によるものとは考えにくい．．この現象の理由は明かで

はないが，少量のカチオンの導入によりフミン酸の分子マトリックスが緩和

するなど，　Lin分子の吸着が容易になるような物理的変化が起こることなど

が考えられる．

　以上の結果は，　Linの吸着がHaRceの提出した錯体形成機構，すなわちフ

ミン酸と結合したカチオンに対してLinが配位する機構に従わないことを示

すものである．

　7・一3－4　吸着容量の検討

　吸着等温線を求めた結果，各試料ともFreundlich型を示した．これはBa－

RceやKhanらの結果と一致した．

　Fre翰dユich型の場合，　LiH吸着量x加（μg－LiR／g一フミン酸）とLin平衡

濃度C（PP藁）の関係は次式で直線としてあらわされる．

　　　　　　ユogx／炉logK松logC

ここで，n　は直線の傾斜をあらわし，ユ。墓K　は直線の切片である．したが

って，グラフ上から吸着容量としてユ08K値（ユog　C譜0すなわちC＝1pp獄の

ときのL沁吸着量）を求めることができる．

　HanceやKhanらは，各種の金属と結合した試料について，上記方法で求め

た吸着容量（ユogK値）を比較したが，はじめに述べたように，それぞれ異

なった結果を得ている．

　本研究では，カチオン濃度の異なる試料のFreUDdユichプロットを行なった。
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その例としてCa2＋とFe3＋について比較してFig　7－3に示した．この結果か

ら，同一金属においてもカチオン濃度が異なる場合に，種々の10gK値（ユ。暮

C＝0におけるユ。εx／醗の値）をとることがわかる．ここでも7－3－3で指

摘したと同様に，少量のカチオン濃度のとき原フミン酸よりも吸着容量が大

きくなる場合があるが，さらにカチオン濃度が増加すると，吸着容量は減少

する傾向を示した．

　以上のことから，結合したカチオンの濃度を考慮せずに吸着容量を求めた

HanceやKhanらの実験では，その結果が異なることは当然であって，かっそ

の大きさの順序を比較しても意味がないことになる．

　Hanceは，　0．5鍾の金属塩溶液中で室温で1時聞反応させた試料を用いて

いるが，乾燥試料の「ぬれ」がたいことと本実験の結果を考慮すると，金属

猛との反応が不完全で，少量のカチオンしか導入されなかった可能性がある．

そして求めた吸着容量が，偶然lrving一職11ia船の序列に従った結果になっ

たものと推定される。

　本研究では，フミン酸申のカチオン濃度を増加させると，どの金属の場合

においても吸着容量が減少しており，ブミン酸一丁チオンーLinの錯体形成

機構を否定する結果が得られた．

7－4　結　言

　リニュロンのフミン酸への吸着機構を検討するため，フミン酸中のカヂオ

ン濃度を変化させた試料で吸着を行った．

　その結果，o．1髄q／g程度の少量のカチオンが結合した試料では，　Lin吸着量

および吸着容量（1◎墓K値）が原フミン酸に比べ僅かに増加することが確認さ

れた．これはフミン酸の分子マトリックスの緩和など，Linの吸着が容易にな

るような変化が起こることなどによるものと思われる．しかし，0．2搬eq／g以
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上のカチオン濃度では，カチオン濃度の増加に従って吸着量および吸着容量

は逆に減少することがわかった．このことから，融nceの提出したカチオンと

Linの錯体形成機構による吸着ではなく，　Khanらの主張する物理吸着が支配

的なものと考えられる．

　リニュロンの除草特性は，土壌処理すると表層に安定した処理層（吸着層）

を形成して，雑草の発生および生育を阻害するものであるP．したがって，

除草効果を発現し維持するには二期問土壌中への吸着が必要であり，そのた

めには，酸化泥炭など腐植質の補給が有用と思われる．
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第8章　エポキシ樹脂製造に関する研究

第8章1節　泥炭ブミン酸とエピクロルヒドリンの反応I1

8－1－1　緒　言

　フミン酸と有機試薬との反応は種々報告されているが，ほとんどがフミン

山中の官能基定量のためにに用いられるか，あるいは官能基を他の機能性官

能基へ置換することを目的として行われたものである。

　フミン酸を原料とした有機化学反応により合成乱騰を製造する試みは，

Th。盤on2＞が行ったニトロフミン酸とグリ諺一ル類やジアミン類との反応によ

るポリエステルやポリアミド化硬化樹脂の製造およびソ連でのエヂレングリ

コールとのポリエステル化反応劣などの報告があるが，その他にはあまり研

究されていない，上記の反応によって得られる硬化樹脂は，光沢のある堅い，

不融性の樹脂で，濃酸，濃アルカリに強い性質があり，他の成型用樹脂のフ

ィラー（充填剤や増量剤）としての利用が可能といわれているが，実用的に

はほとんど用いられていない．しかしながらブミン酸は，本質的には高分子

量の多塩基性酸であり，これを他の有機化合物と反応させることにより，有

用な樹脂状化合物に変えることができるものと考えられる．

　本研究では，泥炭ブミン酸を原料とした合成樹脂の製造を目的として，フ

ミン酸とエピクロルヒドリンとの反応について検討し，フミン酸エポキシ樹

脂製造のための基礎的研究を行った．

8一工一2　実　　験
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　8－！－2，！　試料の調整

　泥炭は，一年問風乾した釧路産低位泥炭を使用した．

（a）　天然フミン酸の製造

　第2編1章の方法によりフミン酸を抽出し，天然ブミン酸試料とした．

（b）　再生フミン酸の製造

　泥炭から（a）の方法によって天然フミン酸を抽出した残渣を水洗したあと，

硝酸を用いて酸化を行い，再びフミン酸を得た．このものを再生フミン酸と

して取り扱った．

　まず，フミン酸を抽出した残渣泥炭からアルコール，ベンゾールU：1）

混合溶剤可溶部分を抽出したのち，5％硝酸（10姐／試料g＞を用いて，

60℃で6時間酸化を行った．終了後ろ過，水洗し，アルカリ抽出を行って

再生フミン酸試料とした．

　8－！－2，2　エピクロルヒドリンとの反応

（a）反応機構

　反応機構はF聴．8－！に示す逓りである．

　ブミン酸は反応性官能基としてカルボキシル基およびフェノール性水酸基

を持っているが，触媒存在下でこれにエピクロルヒドリンを反応させると，

（1）式のごとくフミン酸ク雛ロプロパノールが得られる．

　次に，これをアルカリで処理すると，（2）式のごとくエポキシリングを形成

してフミン酸グリシジルエーテルおよびエステルが得られる．このものに，

無水フタール酸のような二塩基酸や，エヂレンジアミンのようなジアミン類

を反応させると，（3）式のごとく橋架け反応がおこり，三次元構造の高分子化

合物が得られるわけである．

（b）反応装置

　反応装置はF堵．8－2に示した装置を用いた．
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　装置は，エアーコンデンサー（1）と分液鉱層ト（2）をとりつけた300ccの

三角フラスコ（3）を反応熱とし、これを70℃にコントロールしたウォーター

バス（5）で加温し、かきまぜは、下部より、電磁かき混ぜ器により行った．

　操作は、反応器申（3）にフミン酸試料を触媒と共にいれて、70℃に達して

から（2）よりエピクロルヒドリンを滴下して反応させた．

8－1－3　結果及び考察

　8－1－3，1天然ブミン酸との反応

　各フミン嚢中の反応性官能基は、全カルボキシル基、フェノール性水酸基

をUbaユdini法4＞、イオン交換性カルボキシル基をカチオン交換法5＞で定量

した結果Tabユe　8－！に示す通りであった。

　この試料について、ニピク滋ルヒドリンとの反応を試みた。まず、乾燥し

た固体の天然フミン酸（以下フミン酸と記す）について、一般にエポキシ化

触媒として知られているe）7）｝10H選aOH，H2SO4，　ZnQ2，　SnC！2，　SnC14、ピリジ

ンを用いて、70℃で最高150時間反応を行なわせたが、いずれも変化がなく、

固体フミン酸はエピクロルヒドリンと反応しないことが判明した。そこで、

フミン酸を溶液にして反応させなければならなかったのであるが、ブミン酸

を溶解してエピクロルヒドリンと反応しない良好な有機溶媒がみあたらない

ので、本研究では、水酸化ナトリウム溶液を用いた。すなわち、ブミン酸を

ナトリウム塩として水に溶解して反応させた．まず一定量、一定濃度の水酸

化ナトリウム溶液にやや過剰のフミン酸を加えて溶解させると、水酸化ナト

リウムと当量だけフミン酸ナト？ウム塩となって溶話する。これを遠心分離

器にかけたのちろ過し、ろ液にエピクロルヒドリンを装入して反応させると、

水酸化ナトリウムが触媒作用をするので、Fig．8－1（1），（2）の反応が一挙に進

行する。次に、IMの水酸化ナトリウム溶液100ccに溶解するフミン酸量を
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調べたところ、15．◎～15．1gであることがわかったので、この条件で以後の実

験を進めた。すなわち、16gのフミン酸をとって、70℃のIM水酸化ナトリウ

ム溶液100ccに溶解させ、未溶血部分を遠心分離（4000Lp．狙．）して除いたも

のを試料とした。また、フミン酸の溶解量と水酸化ナトリウムとは当量と考

えられるので、水酸化ナトリウムとエピクロルヒドリンとのモル比をもって、

反応条件を考察した。

　フミン酸の水酸化ナトリウム溶液とエピクロルヒドリンとを反応させると、

反応時間約ユ時間で、液が寒天状に凝固して、電磁かきまぜ器によるかきま

ぜが不可能となるので、その時をもって反応の終点とした。これをスパチュ

ラで切りくずしながらろ過し、水洗して未反応のアルカリおよびエピクロル

ヒドリンなどを除去した．70℃で減圧乾燥したものについて、　KBr錠剤法で

赤外線吸収スペクトルを測定した。結果はF聴．8－3に示す通りである。

　ニポキシ化フミン酸を原フミン酸と比べると、水酸基、カルボキシル基の

吸収である波数3300cゴと1720㎝一1の吸収が減少し、　840㎝繍！と！250c憩口1付

近にエポキシ環特有の丸形の八道が纏われ、2900cガ1の一CHの吸収が増加し

ていること、さらに650～70Gcガ：付近にC－C1の吸収が全く見られないことか

ら，明らかにフミン酸とエピクロルヒドリンが反応し，エポキシ環の這々反

応まで進行していることを確認した。

　次に、水酸化ナトリウムとフミン露量を一定にして、エピクロルヒドリン

の量を増加させて反応を行なった。結果はTabユe　8－2，F塞，8－4に示す通りで

ある。

　ここで、モル比は永酸化ナトリウムとエピクロルヒドリンのモル比であら

わした。収率は、原料フミン酸に対する生成エポキシ化フミン酸量であらわ

した．エポキシ化フミン酸のエポキシ基量（オキシラン酸素％）の測定は塩

酸一ジオキサン法8）によって行なった。この結果から収率、エポキシ基量と

もにエピクロルヒドリン量の多いほど増加する傾向があるが、モル比（1：4）
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Table 8-2 ReactioR of natusca] humic ac±d with epychlorohydyin

Reactlon coRditions* Products
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以上ではエピクロルヒドリン量を増加させてもほとんど変化がないことがわ

かった。また、反応性官能基のうち、カルボキシル基の1／3水酸基の1／2が

反応していたが、これもエピクロルヒドリンの量による影響は認められなか

った。なお、イオン交換性のカルボキシル基は全部反応していて、定量する

ことはできなかった。

　8－1－3，2　触媒の影響

　アルカリ溶液そのものが触媒作用を有するが、さらにエポキシ化反応の触

媒として著名な種々の物質を併用して反応を行なった。反応は、水酸化ナト

リウム溶液にフミン酸を飽和させた志州にさらに触媒を加えて行なった。そ

の結果はTable　8－3に示す通りである。この結果から、　ZnCユ2、　SRCユ2およびS

nC14などの触媒を用いると反応時間が短縮できることがわかった。しかしな

がら収率は増加せず、アルカリだけの場合と同程度であった。また、エポキ

シ基町についても無触媒の場合とほとんど同じ値であった．

　8－1－3，ユおよび2で得られたエポキシ化フミン酸は、原天然ブミン

酸に比べて、多少硬いものであったが、原フミン酸を溶解するアルカリや有

機溶剤に対しても溶解しないことがわかった。また、橋架け反応を行なう目

的で、エヂレンジアミンを架橋剤として反応させたが、24時間経過後も外

観上全く反応が起こらないようにみうけられた．

　8一工一3，3　再生フミン酸との反応

　再生フミン酸を原料とした場合の結果は、Table　8－4に示す通りである。

反応条件をモル比（1：4）で行なった。その結果、反応時間は長くかかったが、

エポキシ呼量は天然フミン酸とほとんど差がないものが得られた。しかし収

率は、天然フミン酸の場合に比べて低かった。これは、再生フミン酸のエポ

キシ化物は、反応後水洗するときに、一部水に溶ける傾：向があるため、損失
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Tab1e 8--3 Reaction of natural
±n the presence of

 humic acid
cataly$t ,

w±th epychlorohydrin

React±on cond±tions* Products

No. Catalyst
    Compd.Added
           (g>

Mol ratio Time
(NaOH;Epyc.>
           (min.)

Yield

(g)

 Acid±c gscoups
    ( rneq!g)

TotalCOOH OH

Oxirane-O

(%) (raeq/g)

 9

10

11

12

1･3

zncl

SnCl
 SI

SnCl
 1!

2

2

4

o.

o.

o.

o.

o.

Ol

Ol

Ol

Ol

Ol,

O.1 : O.4

O.1 : O.4

O.1 : 1.0

O.1 ; O.4
c . :i : x . c･

40

30

30

40

:･5

16.8

17.4

18.7

17.6

i8.2

3.3

3.5

3.3

3.4

3.3

1.2

1.2

1.0

1.1

i'i

5.4 3.6
6.1 3.8
6.4 4.0
6.5 4.1
6.4 4.0

*Reactant.q.: H-umSc
 ReactLon temp.:

 acld 15g,IM-Naell
700c

1･ OOmi

Tab1e 8-4 Reaction of rcegenerated humic acid with epychlorohydr±n

React±on cond±t±ons* Products

No. Catalyst
    Compd.Added
           (g)

Mol xatiQ
(NaOH:Epyc･)

Tirne

(rain.)

Yield

 (g)

 Acidic gxoups
   ( raeq!g)

Toatl COOH 0H

Oxirane-O

(g )(meq/g)

14

15 Sncl    2

non
O.Ol

O.1 :O.4

O.1 :O.4

90

70

i5.5

i5.3

3.9

3.8

O.8

O.8

5.8

6.±

3.6

3.8

*Reaetants: Regenerated
 Reaction temp.: 700C

hundc acid ISg,1M-NaOH 100ral
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が多いのではないかと思われる。

　この再生フミン酸のエポキシ化物に、架橋剤としてエチレンジアミンを反

応させると、軟化温度約60℃の樹脂状物質が得られた。これに発泡剤として

セルマイクA（三協化成製）を秘加えて！00℃で加熱発泡させ、室温に冷却す

ると、体積約4倍に膨張した多孔質の漱らかい樹脂を得ることができた。

8一ユー4　結　言

　フミン酸は、水酸化ナトリウム溶液に溶解する方法によって、エピクロル

ヒドリンと反応してエポキシ化することがわかった。この際、収率、エポキ

シ基冷罵に水酸化ナトリウムとエピクロルヒドリンのモル比が1：4が最高で、

エピクロルヒドリン量をそれ以上多くしても、それほど差がないことがわか

った。反応する活皆済は、天然フミン酸の場合はカルボキシル基の1／3と、

水酸基の！／2が反応し、再生フミン酸の場合はカルボキシル基の1／3と、水

酸基の2／3が反応した。また、フミン酸中の府チオン交換性カルボキシル基

は完全に反応することがわかった。このように未反応官能基が残存する理由

としては、反応蔽が寒天状に凝固する状態でゲル状沈澱が生成するため、不

完全反応となることなどが考えられる．

　種々使用した触媒のうち、ZnC12、　SnC12、　SnC14などは反応時間を短縮する

効果はあったが、エポキシ基量の増加には役立たないことがわかった。これ

らの触媒中ではSnC12が最も良好であると思われる。

　天然フミン酸のエポキシ化物は溶媒に不溶なこと、架橋剤と反応しないこ

となどのため、利用については他の硬化樹脂への充填剤、増量剤などが考え

られる。

　再生フミン酸を原料とした場合には、架橋剤のエチレンジアミンと反応し、

螺子点約60℃の熱可塑性樹脂を得ることができた。これに発泡剤を用いて、
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体積が約4倍のものにすることができた。これらの樹脂の性質から、加熱成

形樹脂及び梱包用や断熱用材料などとしての用途が考えられる。

第8章2節　二酸化窒素酸化泥炭のエポキシ樹脂化9）

8－2－1　緒　言

　エポキシ樹脂は，電気絶縁性，機械的強度，耐薬品性，無収縮硬化特性お

よびi接着性その他に著しく優れた性能を有し，多様な応用分野をもつ樹脂と

して特異な地位を保持している．全世界の消費量は，1985年に年間40

万トンに及んでいるが，その優れた特性からさらに需要は増大すると見なさ

れている児）．

　現在製造されている樹脂は，基本エポキシ樹脂といわれるビスブェノール

Aとエピクロルヒドリンの反応によって得られるビスーA型エポキシ樹脂が

その90％を占めていると推定されているが鼎，この樹脂は他の樹脂と比

較して高価なのが欠点である。平均容積単価で比較すると！P，ユリア樹脂

の2．4倍，メラミン樹脂の2．0倍，不飽和ポリエステル樹脂の1。8倍であり，代

表的な合成樹脂である塩化ビニルの4．7倍等と比べてかなり高価である．この

原因は，ビスフェノールAが高価なことがあげられ，現実に製造全滋ストの

80％以上を原料コストが占めているといわれている1⑳．したがって安価な

原料の開発，供給がコストダウンに大きく寄与することになる．

　前節において，天然フミン酸および再生フミン酸とエピクロルヒドリンの

反応について検討した結果，それぞれ性質は異なるが，グリシジルポリマー

が得られることを明らかにした．

　本節では，天然フミン酸および再生フミン酸を含む二酸化窒素酸化泥炭が，
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エポキシ樹脂の原料として利用できる可能性が高いことに着目して，酸化泥

炭エポキシ樹脂の試作実験を行った。

8－2－2　実　験

　8－2－2，1　試料酸化泥炭

　試料泥炭は，石狩金沢産低位泥炭の6ケ月風乾したものを使用した．

　第3章と同様の方法で，34％二酸化窒素ガスを用いて1時間酸化したあ

と，減圧下7G℃で1夜放置して吸着ガスを除き，酸化泥炭試料とした．

　8－2－2，2　エピクロルヒドリンとの反応

　Fig．8－2の装置を用い，酸化泥炭を70℃の1M水酸化ナトリウム溶液に分

散・溶解させ，エピクロルヒドリンを加えて反応させた．

　反応条件は，前節の結果を考慮し，酸化泥炭中のフミン酸1舷に対してユM

水酸化ナトリウム100凪（0．1モル）とエピクロルヒドリン36．8墓（0．4モル）

となるように設定した．

　この反応においては，前節の場合と異なり，酸化泥炭のアルカリ溶液が寒

天状に凝固しないため，反応の終点がはっきりしない．90分でゲル化の進行

が認められたが，電磁かきまぜ器が作動したので2時聞までこの状態を保った。

その後，ロータリーエバボレーターで減圧下70℃で蒸発乾固したのち，十分

に水洗して80℃で減圧乾燥して，酸化泥炭グリシジルポリマーを得た．

　8－2－2，3　硬化剤との反応

　架橋硬化剤として，エチレンジアミンおよびプ滋パンジアミンを用いた．

　酸化泥炭グリシジルポリマー中のエポキシ基に対し，当量（第ニアミンを

形成して架橋するとして）のジアミンでは混合が不完全であったため，2倍量
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のジアミンを加えた．良く混合ねり合わせたのち，室温で1時間経過後，80℃

減圧下で過剰のジアミンを蒸発させた．この場合，時々スパチュラで良くねり

まぜて，樹脂内部の未反応ジアミンを除くようにし，一定重量となるまで繰

り返した．

　8－2－2，4　樹脂の針入度の測定

　樹脂の物性を表す特性値の一つに軟化点があるが，一般的には環三法（JIS

K2531）やジュラン法（AS猟D！763＞およびビカット漱化点（JIS　K7206）など

のほか種々の測定法で灘定される．しかし得られる測定値には，測定法を明

記する必要があるほど差異がある12）．本研究ではそれらの装置が用いられな

かったため，アスファルトの針入度試験器（島津製作所製　PeΩetOr。聡ter）

を用いて近似的に試作樹脂の軟化二二を推定した．操作は，一定温度に保っ

た試料に規定の針が一定時間（5秒）内に進入する長さを測定するもので13＞，

針荷重は100gを使用した．また，比較試料として，高密度ポリエチレン樹麗

を使用して軟化点についての考察を行った．全ての試験片は厚さ7灘で行った．

8－2－3　結果および考察

　8－2－3，工　酸化泥炭の組成

　酸化泥炭のアルカリ可溶部および電導度滴定法！4＞で求めた酸性基量を，

Tabユe　8－5に示した．

　本研究で使用した酸化泥炭中のフミン酸等アルカリ可溶部は7観，全酸性基

量は7．舳eq／gであった．

8－2－3，2　酸化泥炭グリシジル化合物の生成

Table　8－6に，反応条件と生成グリシジル化酸化泥炭の収率，エポキシ基量
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を示した．

　本実験では，収率は12㌶以上であって，前節の再生フミン酸の場合（Tabユe

8－4）と比較すると高収率で生成物を得ている．酸化泥炭とエピクロルヒドリ

ンとの反応においては，フミン酸の場合のように固く寒天状に凝固するので

はなく，かなり流動性の液としてゲル化が確認された，従って生成物は水洗

を行わずに，蒸発乾固によって第1次の回収を行い，固形物となってから水

洗する手順に変更したため，水洗ロスが少なくなって収率が増加したものと

思われる。エポキシ基量は，ブミン酸の場合に比べて高く，陶ほ6では11％

（7．0｝Beq／9）であった．これは酸化泥炭の全酸性基の9筋に相当し，大部分の官

能基のグリシジル化が進んでいる．フミン酸の場合には，溶液が凝固するこ

とにより反応が阻止されると思われるが，酸化泥炭の場合にはそのような現

象が起こらず，反応時聞の2時間と蒸発乾固に要する約！時間の聞反応が進

行している可能性がある。翫C12触媒を用いた場合（Ko．17）は，触媒効果が

認められずエポキシ基量は野選媒よりむしろ低い値であった．本実験で得た

酸化泥炭グリシジル化合物は，酸化泥炭同様の粉末固体であって，ユ00℃に加

熱しても可塑性は示さなかった．

　8－2－3，3　硬化剤による樹脂化

　脂肪族第一アミンは，すぐれた特写試薬であってエポキシドとの反応性が

速く，室温硬化剤の代表的なものとして広く使用されている！D．理論的には

ジアミン1モルで4個のエポキシ基と反応して架橋結合を生成することがで

きるので，本実験ではグリシジル二酸化泥炭1gに対し約0．12温の硬化剤で足

りることになるが，この配合比では両物質が均等に混合できない．また第ニ

アミンを形成して架橋するとしてG．2触1使用しても同様である．したがって

本研究では，グリシジル化酸化泥炭徳に0．5媛の硬化剤を混合し，余剰は減圧

下で除く方法で架橋を行った．このようにして，エヂレンジアミンおよびプ
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ロピレンジアミンと架橋した結果，熱可塑性の樹脂が得られた．

　8－2－3，4　軟化温度についての検：討

　前項で得た樹脂は，熱可塑性であったので，針入度計を用いて軟化点の推

定を行った．針入度は，規定の針が一定時問に一定温度の試料中に進入する

長さを測定するもので，その長さ◎，1闘を針入度ユと定義した試料の温度変形

性を表す指数である．樹脂の軟化点の測定は種々の方法があるが，その中で

ビカット軟化点は，1繍2の平坦な圧子に1kgの垂直荷重をかけて試験片に

抽難侵入したときの温度と定義されている．したがって針入度は，測定法の方

法論的にはビカット軟化点と類似したものであって，軟化点の推定が可能と

考えられる．本研究では，各温度における針入度を測定し，その変曲点から

軟化点の推定を行った．結果はFig。8－5に示した．

　標準試料として用いた市販の高密度ポリエチレン樹脂は，軟化点が132～

135℃といわれているエ6き。図では，130℃以下では針入度○であるが，135℃

から温度の上昇とともに針入度が大きくなり，二本の直線で示された．この

変曲点は13◎℃であり，ほぼ軟化点に近いものである（肉眼の観察では132℃

で透明となった）．この結果から，変曲点を近似的に軟化点とみなすことが

できる．

　酸化泥炭エポキシ樹脂は，いずれも明確な変曲点を示している，架橋剤に

プロピレンジアミンを使用した場合は，軟化点が52℃付近であり，エチレン

ジアミンの場合は56℃付近であった．これらの樹脂は，軟化温度以下でも針

入度が測定され，比較した高密度ポリエヂレンより軟らかい樹脂である。

　これらの樹脂にタ発泡剤のセルマイクA（三協化成製）を5％混合し，ユ00℃

に加熱発泡させ室温にもどしたものは，体積約2倍となった。しかし，発泡

剤を1鰻として同様に処理した場合には，樹脂表面に多数のひび割れが生じ，

体積は約2倍以上にならなかった．
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8－2－4　結　言

　酸化泥炭を原料としてエポキシ樹脂の合成を試みた．アルカリ溶液中での

酸化泥炭とエピクロルヒドリンとの反応により，エポキシ草聖約1錦のグリシ

ジル化物が得られた．これにエチレンジアミンおよびプロピレンジアミンを

架橋剤として反応させ，軟化点約52℃と56℃の熱可塑性樹脂を製造した．前

節の結果，天然フミン酸とエピクロルヒドリンの反応物は不融，不溶で架橋

剤とも反応せず取り扱い難い物質であったが，酸化泥炭のエポキシ樹脂は再

生フミン酸を原料とした場合と同様に熱可塑性を示し，封出成型や注型など

に利用しやすい性質を有することがわかった．

　エポキシ樹脂は，硬化剤など補助材料との組合せによって物性に特色をも

たせることの出来る万能な樹能の一つと言われている田）．本研究では，低分

子ジアミンによる架橋反応にとどめたが，ポリアミンなど多くの硬化剤や反

応性希釈剤などの選択により，多様な性質を付与できる大きな可能性をもっ

ているものと考えられる．

　最近まで，ビスー一A型エポキシ樹脂の価格低減と改質を目的とした識一ル

タールエポキシ樹脂塗料が，米国特許として広く用いられてきた17）．これは

エポキシ樹脂とコールタールの相溶性がよく，すぐれた防食効果を示すため

である．しかし近年タールが特定化学物質に指定され，作業者保護のために

タールエポキシ樹脂塗料の切り替えが社会的要請となっており，ノンタール

エポキシあるいはブレンドエポキシの開発がされっっある18）．ブレンドする

希釈剤は，樹脂成分として寄与するエポキサイド化合物が良好なことは言う

までもない．したがって，ビスーA型エポキシ樹脂モノマーに対する反応性

希釈剤として，グリシジル化酸化泥炭の利用が十分期待できる．
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第9章　酸化泥炭ポリアミド樹脂の製造とその陰イオン交換特｛生及び

　　　　　　　　　　　　　　　水銀吸着剤としての利用に関する研究11

9－1　緒　言

　フミン酸とアミン類の反応に関する研究は極めて少ない．Tho鵬。nはω，ニ

トロフミン酸とエヂレンジアミン，トリメチルジアミンおよびヘキサメチレ

ンジアミンとの反応をベンゼン申で行い，その後210℃まで加熱して縮合させ，

濃酸および濃アルカリに安定な磐光沢のある固い不融性の樹脂状生成物を得

ており，フィラ～などとしての利用の可能性を示唆しているが，樹脂の機能

についてはまったく触れていない．

　晦ssは：の過酸化水素とギ酸による酸化炭（大部分アルカリ可溶）と，ジエ

ヂレントリアミンタテトラエチレンペンタミンなどのポリアミンとの反応を

キシレン中（！40℃）で行ってアミド化した。さらにジメチル硫酸で側鎖アミ

ンの4級化を行い，陰イオン交換体の製造を試みている、生成物は，2慧水酸

化ナトリウム中でわずかに着色する程度に安定であり，1，！～2．触的ノgの陰

イオン交換容量を持つものが得られた，しかし，交換容量はpH5以上で急

激に低下することから，アミンの4級化はうまく行かなかったものと考えら

れ，アミド化もカルボキシル基の約半分しか進まなかったことが報告されて

いる．

　本章では，酸化泥炭から陰イオン交換体の製造を目的として，エヂレンジ

アミンとの反応によるポリアミド樹脂の製造とその特性についての検討を行

った．その結果，活性炭状硬質樹脂化物が得られ，弱鹿基性陰イオン交換樹

脂としての特性を持つことがわかった．さらに，水中の水銀に対する選択的

吸着剤として優れた特徴を有することを明らかにした．
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9一一2　実　験

　9－2－1　試料の調整

泥炭は，石狩金沢産低位泥炭の風乾したものを使用し，第3章の方法によ

り，3鰯二酸化窒素ガスで1時聞酸化して酸化泥炭試料を得た．

　9－2－2　酸化泥炭とエチレンジアミンとの反応

　重量既知のユ0◎妃丸底プラス訟に酸化泥炭10εをとり，エチレンジアミン（

和光，特級）20岨を加え，よくかき混ぜてペースト状にした．このときかな

り発熱するので，冷：水で冷やしながら混合を行った。次に還流冷却器をとり

つけ，80℃の湯浴中で2時間加熱した．その後，アスピレーターを用いる減圧

装置につなぎ，余剰のエヂレンジアミンがほとんど無くなるのを待ってから，

ホットコーンヒーターで加熱し，滅圧下で260℃までの所定の温度に！時間ま

たは套O分保って縮合反応を行った．次に，ブラスコごと秤量して収率を求め

たあと，塊状物質をスパチュラで砕きながら取り出し，磁性乳鉢で100～！50

メッシュに粉砕，整粒した．樹脂化したものは，水で十分に洗浄後ユ00℃で乾

燥した．

　9－2－3　陰イオン交換容量の灘定

　弱塩基性陰イオン交換樹脂の交換容量測定法に準塾して測定した4＞．

　200組の共栓付三角プラス識に樹脂約0．19（乾燥重量）を精秤して入れ，こ

れに0ほM水酸化ナトリウム1◎0組を加えて共栓をしてときどき振り混ぜなが

ら18～24時間放置した．これをろ別して水洗し，洗液25組にフェノールフタ

レイン指示薬を加えた微紅色の液が，O．！M塩酸1滴によって消色するまで洗

浄した．次に，樹』脂上にユM塩酸200鵡を注ぎ，続いてエタノール300岨を注い
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で洗浄した。続いて，樹脂に0．◎5M硫酸ナトリウム1◎0岨を注ぎろ液を100ml

のメスフラスコで受けて定容にしたあとよく混合して，その5伽ユを精取し，

0。0／M硝酸銀溶液で滴定する恥hr法によって猛化物を定量して交換容量を算

出した．

　上記操作は下記の反応を行ったものである．

　R一卜珪｛2÷きごa◎H÷H20→R－KH30｝｛＋KaOH　　　　　　　　　　　　．　・　●　。　。　●　（1）

　R。聾HきOH÷HCI→R一口H3Cユ・←H20　　　　　　　　　　　　　．　．　●　。　．　・　（2）

　R（一騰H：…，C1）2÷～績aSO轟→R（一巽｝｛？）aSO4÷2巽aC1　　　　　。　・　．　・　●　．　（3）

　9－2－4　滴定曲線の灘区

　あらかじめ，樹脂の前処理を行った．樹脂を，まず0．1M水酸化ナトリウム

溶液でよく洗ってOH型に変えた後，1簸猛酸でC1型にし，再びQ．1M水酸化ナ

トリウム溶液中で銘時間浸漬し，洗液25撮にフェノールフタレインを加えた

微紅色が，0．1M塩酸1滴で消色するまで洗浄してOH型に戻し，減圧下70℃で

乾燥した。

　上記処理をした樹騰聴を精諭し，IM塩化カリウム溶蔽50慮を加え，電磁か

きまぜ器によりかきまぜながら，04M塩酸を0．5妃づっ滴下して10分後のP

Rを1日立一堀場F－7囲型pHメーターで測定して滴定曲線を作成した。

　9－2－5　樹脂による水銀の吸着

　IOO祖のねじ栓付試料ビンに，9－2－2で調整した樹脂5伽gと蒸留水約

50温を加え，湯浴中で100℃で2時間加熱し膨潤操作を行なった．放冷後，塩

化第二水銀溶液（和光特級，Hgとして100pρ蹴溶液とし，9M硫酸5瓢を1リットル

中に加えて保存）を1組加え，全量を蒸留水で100組として1p鱒に調整してか

ら23℃の恒温室で所定時間i振とう後，3，000Lp，短．で3分聞遠心分離した上澄液

の一定量を採取し，残存水銀濃度を第1章と同様操作による還元気化一原子
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吸光光度法により定量した．なお，ヨウ化物イオンの存在下では，水銀（H）

の還元に対する手繰を防ぐ目的で，5M水酸化チトリウム溶液20撮と1膿塩化

第一スズ溶液2姐および0．05M硫酸銅溶液2温を添加して行なった5）．

　9－2－6　ヨウ化物イオンの吸着

　9・一2－5と同様の操作により加熱膨潤を行った樹脂5伽gに対し，所定ヨ

ウ化物イオン濃度（10～5，000ppのとなるようにヨウ化カリウムを用いて調

整した溶液10伽ユを加え，24時間振とうした後，上澄液を遠心分離して一定量

を採取し，ジフェニルカルバゾンとプロムフェノールブルー混合指示薬を用

いる硝酸第二水銀滴定法＄）によって，溶液中に残存するヨウ化物イオン量を

算出した。

9－3　結果及び考察

　9－3－1　酸化泥炭とエチレンジアミンの反応生成物の性状

　Tabユe　9－1に各反応条件における生成物の収率，元素組成および陰イオン交

換容量を示した。

　反応温度が180℃の生成物は，水に溶け易く約80％が蒸留水に溶解した．

220℃での反応生成物は，黒い光沢のある活性炭状物質になったが，水にわず

かに溶解する性質があり，さらに0．1M水酸化ナトリウム溶液中でかなりの着

色をすることから，樹脂化のための縮合反応が不十分であると思われる．

240℃および260℃の反応生成物は，水に不溶の樹脂化物が得られた．反応温

度の上昇に伴い収率が減少し，26◎℃では原酸化泥炭の92％の収率となった．

　元素組成は，高温の場合に炭素量の増加と水素および酸素量の減少が著し

いことから，脱水縮合が起こっていることを示している．窒素量は，温度に

よる変化がほとんどなく，約畷（約6．5短eq／g）の増加量となった。しかし，
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陰イオン交換容量は，240℃で縮合した樹脂がL4鵬q／墓であり，260℃の場合

は0．9瓜eq徳であった．弱塩基性交換基のイオン交換樹脂において，交換容量

は外液相の濃度やpHの状態などによって樹脂に捕捉され得る量が異なるため，

強猛基性のものの如く一義的に決定することは困難とされている7）．しかし

そのことを考慮しても，樹脂内へ導入された窒素量に比べて交換容量は非常

に小さい．このことは，樹脂相内へのイオンの拡散浸透が容易に行われ難い

高度の架橋構造が，反応温度の上、昇とともに進行しているものと考えられる．

　9－3－2　滴定曲線の作成

　アニオン交換樹脂としての基本的性質をしらべるため，滴定曲線を作成し

てFig．9－1に示した，

　滴定曲線は，A曲erlite　IR－4Bと同様にs＞，変曲点の無いなだらかなpH変

化を示して，第1級や第2級アミンなどによる典型的な弱塩基性交換基によ

る交換反応であることが判る。また，滴定曲線の終点（pH　3）から求めた交

換容量は，9－2一εの操作で求めた交換容量と良く一致した。

　この滴定曲線は，1M盆化カリウム溶液中での塩酸との反応であり，次の様

に進行する．

　　R－NH30H十HCl　→　R－NH3Cl十〇H一　・…　　（4）

　　　　　　OH鴨十H÷　　→　H20　　　　　　　　・…　　（5）

　これに質量作用の法則を適用すると樹脂の平衡定数Klは

　　　　　　［R－NH3Cl］　［○：H｝コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・…　　（6）　　　　K：畿
　　　　　　〔R－NH30Hコ　［Cl一］

であらわされる．また，水の解離定数KH、oから

　　　　　　　　　　Kl猛20
　　　［OHつ＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　◎　σ　。　●　。　（7）
　　　　　　　　　　［H÷］

を代入し，　［ClつはIMの鹿卜カリウムを用いており一定とみなし，　（6）
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式を整理すると

　　　　1　　　1
　　　　　　　の　　　　　　　　　り
　　　　［Hつ　　K

となり，対数をとって

［R－NH3Clコ
［R－NH30Hコ

1

K蓋20

pH＝pK恥・一pK一・・g器琶1き壷1

…　　（8）

一・
i9）

となる．　（9）式から滴定曲線のpHおよび滴定量から最終項を求めること

によって，樹脂の見掛けの解離定数p：Kを求めることができる．

　Fig．9一ユから求めた見掛けの癬離定数は，240℃および260℃で縮合した両樹

脂ともに概略pK：瓢9付近であった，交換基の塩基性の強さは，市販の第1

～3級アミン下陰イオン交換樹脂A曲erユite工R－4Bと同等の値であり9），

通常の弱塩基性交平体としての性質を有することが確認された，

　また，滴定終了後の樹脂を回収し，0．粥水酸化ナトリウム中に24時聞浸

漬し再生した後，同様にして滴定曲線を求めた結果，藺樹脂ともFig．9－！と同

じ曲線となり極めて再骨性が高かった．

　9－3－3　水銀の吸着

　弱塩基型イオン交換樹脂は，銅イオンなどカチオンも吸着する性質がある

ことが知られており搬，この現象は，カチオンがアミン型の樹脂と錯塩を形

成するためと考えられている！9．本研究で樹脂化の架橋剤として用いたエチ

レンジアミンは，錯体形成試薬としての機能が高いものであることから，製

造した樹脂は錯塩形成作用を有することが予想される．そこで，水中の水銀

に対する吸着について，260℃で縮合を行った樹脂を用いて検討した．

（ユ）　吸着時間の検：討

　！P囲の水銀（豆）溶液（pH　3。8：原液の希釈で無調整）100凪に樹脂50醜奮を

加え，所定時間振とうした上澄適中の：水銀濃度から水銀の除去率を求め，
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Fig．9－2に示した．この結果，12時間で80．4鶴24時間で84．錦の除去率に達し

た．36時間では84．簾となったが，除去率の増加量はわずかであるため，本研

究の吸着時間は24時間で行った．

（2）共存ハロゲン化物イオンの影響

　ハロゲン化物イオンの水銀吸着に対する影響を検討した．実験は全てカリ

ウム塩を使用し，水銀初濃度！p四，pHは無調整（45p四の硫酸を含みpH　3。8），

樹脂量は50盈g／1QO証で24時間振とうを行なった．結果をTable　9－2に示した．

　ハロゲン化物イオンの共存下では，水銀の除去率が増加した．特にヨウ化

物イオンによる影響が著しく，フッ化物イオンによる影響は僅かであった．

除去率の増加は1一＞Bゼ＞Cl”＞F｝の順となり，水銀のハロゲン化物錯

イオンの安定度定数の大きさの順序玉2》と一致した，これは，樹脂上への水銀

の捕捉が，ハロゲン化物錯イオンの形となることによって容易になることを

示している，溶液中で生成される水銀ハロゲン化物錯イオンの種類やそれら

の組成は，ハロゲン化物イオンの種類やそれらの濃度によって決定され，水

銀（H）はハロゲン化物イオン二度に応じてHgX’からHgX42嚇までの

種々の化学種を形成することが知られているユ3）．それによると，墨化物イオ

ンと臭化物イオンの1，◎OO聾磁およびヨウ化物イオンの100pp蹴溶液中での水銀

の化学種の組成は，HgX2が8驕以上で残りはHgXゴとなりHgX42卿は

ほとんど生成しない．また，10p圃溶液中では：HgX幽の生成が優勢となる．

したがってこれらの濃度領域で十分に水銀吸着量の増加が認められることか

ら，HgXみやH：gX2等の水銀ハロゲン化物錯体が樹脂への交換吸着に強

く関与しているものと考えられる．

（3）　pHの影i響

　過塩素酸およびアンモニア水を用いてpHをユ～12に調整し，ヨウ化物イ

オンを10pp皿加えた場合と無添加の場合を比較して，水銀の除去率に及ぼす

pHの影響をしらべ，　Fig．9－3に示した．
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Tab1e 9-2 EEfiect of halide Lons on ads'orption of mercury(II)

HaMde lons
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    ppm
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Br-   10
 100
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96.
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97.

9

8

6

I -"   io
 100
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99.
99.

5

8

7
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 Shaking time: 24 hac

 lppm
ml

-314-



.IOO

oNO

N

8
8
S 50
la

Ag
H
vtr}
:

o
2 4 6 8 10 12

pH

----"pt-- : I- added IOmg

-K>-- : I'- not added

Fig. 9-3 Effect oE pK on adsoacption of rcesccury (H) on resm.

-315-



　ヨウ化物イオン無添加では，pH4～8の範囲で除去率が高く，90～9錫の除去

率となったが，pH　2以下では酸濃度の増加とともに除去率が5銚以下に低下し

た．また，pH10～12の範囲では除去率の低下は認められるが，7協程度の除去

率を維持することがわかった．一般に弱塩基型陰イオン交換樹脂は，pH　8以

上では著しく解離が抑制されてイオン交換反応は起こらなくなるが4），本研

究で製造した樹脂の：水銀吸着力は，pH　12の領域まで能力の低下はあるものの

持続することが認められる．

　ゴウ化物イオンを1◎p囲添加した場合，pH　1では9錦，さらにpH　2～12の範

囲では9蹄以上の除去率となり，ヨウ化物イオン無添加に比べ全pH領域にわ

たって高い吸着力を示した．

（4）共存金属イオンの影響

　金属イオンとして，Ca㍗，　Cu2↓，　Pb2㌧Cd2幽およびFe3幽につい

て：水銀の吸着におよぼす影響を調べた。各金属塩は硝酸塩を使用し，100p四

のヨウ化物イオンの存在下で金属イオンとして1，000p遡まで加えて検討した。

結果をTabユe　9－3に示した．

　この結果，Cu飽およびFe3みが！，000P瀕の時に，水銀除去率の若干の低

下が見られる以外はほとんど影響がなく，選択的水銀吸着特性を有すること

がわかった．

　（5）ヨウ化物イオン濃度の水銀吸着におよぼす影響

　ヨウ化物イオン濃度を高くして水銀除去率の変化を調べた．実験条件は

（2）と同様にして行なった．結果はFig．9－4に示す通りである．

　ヨウ化物イオンが5，000pp鼠O．◎4皿oユ／ユ）以上の濃度では，ヨウ化物イオン

濃度の増加にしたがっ，て水銀除去率が低下し，76，000p囲（0．6凱ol／ユ）での水銀

除去率は26男にすぎなかった．この結果から，過剰のヨウ化物イオンの存在は

ヂアミン樹脂の水銀吸着を妨害することが判ったので，つづいてヨウ化物イ

オン灘度の影響を樹脂への水銀の分配比を用いて検討した．
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Table 9-3 Eiiect  eeior :orelgn metal ions on adsorption of mercuucy(II)
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    Ppm
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　F遮．9－4の結果をもとに，各ヨウ化物イオン濃度における水銀の見かけの分

配比Doを，　Do＝［樹脂中に吸着した水銀濃度pp鼠μ創g）コ／［水溶液中の

残存水銀濃度p四（μg／門馬として求めた．そしてDoとヨウ化物イオン濃度

（皿oユ／Dの各対数をとってFig．9－5に示した．その結果，見かけの分配比の対

数値は，Fig．9－4で水銀吸着率が高かったヨウ化物イオン濃度0。01皿d／ユ付近

まではヨウ化物イオン濃度と無関係に一定となったが，水銀吸着率が低下す

るヨウ化物イオン漢度0．0鋤◎1／ユ以上では傾斜が一1の直線となり，さらに

Oほ頽01／ユ以上では一2の直線となることが判った．

　ここで，ヨウ化物イオン共存下での樹脂（R）への水銀の吸着平衡式を

（10）式でしめせば，平衡定数Kadは（1工）式となる．二品の上付きライン

は樹脂相中の化学種を指す．

　　　　　　　　　　　　Kad

R÷1翻十Hg2φ十21一；＝＝＝土R噸Hg13開　　　　・。・・（10）

　　　　　　　　　　じハ　ゐママ　　　　サ　　　コヨ
　　　K・d＝こR一≠鐸蓄9≒」［＿＿、◇　　　　 ・・．

iユ．1⊥」轍）

　また，分配比は（ユ2）式で表わされる

　　　　　　　　　　　［R÷HgIゼ］
D＝

D瓢　　〔Hg2つ（1十β1［r］十β2［r］2十β3［r］3十β4［1一コ4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・…　　　（13）

となる．

　ここでKad［R“1，コは定数であるからこれをK’adとおくと

　　　　　　　　王（，ad　⊂1一コ　2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・（14）D＝　　：L＋β1　［1一ユ　＋β2〔1騨コ2＋β3E工一ユ3＋β6　〔1一］4

　［Hg2つ÷［HgIつ十仁HgI2コ十［HgIゴコ十⊂HgI4ε”］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・…　　（ユ2）

さらに（1ユ）式及び各水銀錯体の安定度定数から

　　　　　　Kad［R÷1つ　［Hg2÷］　［1つ2
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となり，これを一般式として対数をとってしめせば

　1◇gD＝10g　K，ad十2109［1’コー1◎9（1十β1［rコ十β2［rコ2

　　　　　　　＋β3［工一ユ3÷β4 ［：1ロコ4）　　　　　　・　●　．　φ　●　（15）

となる。

　この関係を図示すると，水相に化学種として：HgI2が支配的となるヨウ化

物イオン濃度の場合には，蘇，βξ・及びβ惹の項は無視できるので（15）式

から

　ユQgD訟ユ◎g　K，ad十2ユ◎g［rコーIQ9（β2［1層］2）

　　　＝・。g　Klld　　　　　　・…・（・6）
　　　　　　　　蓬　　一

となって分配比は［1つに依存しない直線として示されることがわかる．

　さらに，ヨウ化物イオン濃度が高くなり，HgIゼが支配的な場合には

　logD＝log　K’ad＋210墓［1一ユー1◎墓（β3［1一ユ3）

　　　＝1・慕K譜一M・一］　　　…・・（・7）

となって傾：二一1の直綜：となる．

　また，HgI42騨が支配的な場合には

　lQgD＝ユog　K’ad＋2ユ09［r］一ユog（β・［1－P）

　　　＝ユ・gK譜』・g［・一］　　　・…・（・8）

となって傾：二一2の直線となる．

　したがってFig．9－5において，10gD◎はヨウ化物イオン濃度が0．01m◎ユ／ユ付

近までの範囲では，ヨウ化物イオン濃度に関係なく一定値を示していること

から，水相の化学種としてHgI2が支配的でありこれが吸着に強く関与して

いるものと考えられる．また，！◇gDGはヨウ化物イオン濃度が0．0肋。ユ／1以

上では傾：斜が一1の直線となり，さらに0．1舳ol／ユ以上では傾斜が一2の直

線として示されていることから，水相でそれぞれ：HgIゴ及びHgI42輯が支
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配的となることによって樹脂への水銀吸着率が低下するるものと思われる．

9－4　結　言

　酸化泥炭とエチレンジアミンとを反応させ，240℃または260℃で縮合させ

た樹脂は，弱塩基型イオン交換樹脂としての性質を有するとともに，ヨウ化

物イオンの存在下で水銀に対する優れた選択的吸着特性を発揮することがわ

かった．

　陰イオン交換樹脂としての交換容量は，鍛0℃で反応した樹脂は1．舳eq／gで

260℃で反応した樹脂は0．鎌eq／9であった．また，見掛けの解離定数は，両樹

脂ともにp：K＝9付近であり，市販の弱塩基型陰イオン交換樹脂と同等の特

性1を持つことが判った．

　樹脂上への水銀の吸着は，ハロゲン化物イオンの添加で増加し，その効果

は，1一＞Bゼ＞Cl一＞F一の順であった．ハロゲン化物イオンの添加によ

る水銀の吸着力は，高濃度のハロゲン化物イオンの存在条件ではかえって水

銀吸着を妨害することが明らかになった．ヨウ化物イオン共存条件で水銀の

吸着機構をしらべ，HgI2が吸着化学種として関与することが判った．本実

験の水銀吸着条件では，ヨウ化物イオンを10鱒猛添加する事で十分な効果が得

られ，ほぼ10錫の除去率を示すとともにpH2～12の広い範囲で安定な吸着力を

現わすことを明らかにした．

　なお，本研究で製造した樹脂は，酸，アルカリに対する安定性が比較的劣

り，1M猛書及び1M水酸化ナトリウム溶液中への長時間（24時聞）の浸漬

により，わずかに着色溶解する性質を有することがわかった．
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第10章　酸化泥炭チ遣出スチル樹脂の製造とその有機水銀吸着特性ユマ）

10－！　緒　言

　廃水申から有機水銀化合物を除去する方法の研究は多数行なわれているが，

大別すると，はじめに無機化したのち通常の処理法によって除去する方法と

P～3’ ｳ機化することなく直接除去する方法がある．後者において，微生物

処理法紛，硫化亜鉛処理法5＞，紙燭剤による抽選処理法6）～8），さらに活

性炭やフミン酸類を用いる吸着処理法9）～1斜など多くの処理方法が幅広く

検討されてきている．中でも，吸着法は優れた処理法ではあるが，その場合

吸着剤の有機水銀に対する選択的吸着性が重要となる．一般に有機水銀含有

廃水は，より高濃度な多くの共存物質を含んでいるため，活性炭のように多

種類の物質を吸着する性質を持つ吸着剤は吸着性能の劣化が著しい．一方，

フミン酸のカルボキシル基をチオカルボキシル基に変換したチオフミン酸は，

すぐれた選択的吸着能を有していることが報告されているが鋤謝t3＞，アル

カリに対しては頭10程度の溶液に対する安定性しか述べられていない1四．

また，ブミン酸焼成物を塩化メチル水銀の吸着剤として用いる研究もあるが

11） C収率は最も吸着能力の高い焼成温度600℃の時に5眺であり，焼成による

損失が大きい．著者は，第2章においてスルホン化泥炭による塩化メチル水

銀の吸着について研究し，吸着剤としての高い能力を有することを見いだし

て一応の成果を得ているが，塩化物イオンおよびヨウ化物イオンなどのハロ

ゲン化物イオンによる妨害を受けることを指摘した．

　本章では，酸化泥炭に水銀に対する親和性の強いメルカプト基を導入する

ことにより，選択的吸着能力を付与するとともに，酸，アルカリに対して堅

牢な樹脂化物を得ようとした．
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　吉田らは捌，メルカプト基を含むチオフミン酸の製造を行っている．その

方法は，ニト獄ブミン酸のカルボキシル基を，まず塩化チオニルとの反応に

より酸塩化物とし，次にジメチルホルムアミドに溶解して硫化水素を吹き込

んでチオカルボキシル基に変換し，水中に注いでチオフミン酸を回収してい

る．この場合，酸塩化物とジメチルホルムアミドが一部反応することが認め

られ，また一部縮合するなどで原フミン酸に比べてアルカリに対する溶解性

が小さくなることを報告している。しかしこの方法の本質から，高縮合度の

樹脂状物質の生成は期待できない。

　一方，メルカプト基を有する有機化合物とフミン酸類の反応については，

従来研究された例はない．本研究では，酸化泥炭と1，2一エタンジチオールを

反応させ，チオエステルとしての縮合樹脂化とメルカプト基の導入を試み，

その有機水銀吸着特性について塩化メチル水銀を用いて検討した．

ユ0－2　実　験

　ユ0－2一ユ　試料酸化泥炭の調整

　泥炭は，石狩金沢産低位泥炭を使用し，第3章の方法に従って，3鯛二酸化

窒素ガスで1時間酸化して酸化泥炭試料とした．

　10－2－2　酸化泥炭チオエステル樹脂の製造

　100組の還流冷却器付き下底ブラスコに酸化泥炭10菖を入れ，1，2一崎守ンジ

チオール（和光純薬：沸点ユ46℃）20墓を加え，150℃のオイルバスで加熱

し，還流下で5時聞反応させた．次に余剰のエタンジチオールを除くため，減

圧蒸留装置に丸底フラスコをつなぎ，はじめに低温で突沸を防ぎながら蒸留

したあと250℃に加熱して3時間保った．放冷後，内容物を回収し，水洗して

減圧下7◎℃で乾燥後ほ◎◎メッシュ以下に粉砕整粒し，更に水洗して減圧下で
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乾燥した．

　10－2－3　硫黄の定量

　全硫黄含有量を酸素燃焼フラスコ法で定量しだ4＞．すなわち，試料10醗墓を

酸素で置換した燃焼フラスコ中で燃焼分解し，過酸化水素水に吸収させてビ

ーカーに移し，スルホナゾ皿指示薬を加えて0．01M過塩素酸バリウム溶液に

よる滴定をおこなった．

　工0－2－4　塩化メチル水銀吸着実験

　（1）塩化メチル水銀標準溶液の調整

　塩化メヂル水銀（和光純薬特級）0．31309を0．01M塩酸50凪に溶解した後，

蒸留水で全量を500組とし，これを塩化メヂル水銀標準溶液（水銀として500

聾のとした．吸着実験の使用にあたり，その都度希釈して使用した．

　（2）吸着実験

　10伽1のねじ栓付きガラス製試料ビンに樹脂10伽gと蒸留水約50撮を加え，

湯浴中で100℃で約2時間加熱して膨潤揉作を行なった．放冷後塩化メチル水

銀標準溶液を加え，全量を！00岨として1p職（水銀として）に調整し，23℃の

恒温室で所定時間振とうした後，上澄液を遠心分離して残存するメヂル水銀

を定量した．

　（3）破過曲線の作成

　カラム法により破過曲線を求め，飽和吸着容量の算出を行なった．

　実験は，50窺慕の樹脂をあらかじめ加熱膨潤したのち放冷し，内径2醗魏のテフ

ロン製カラムに3伽憩の高さに充填し，初濃度10p囲（水銀として）の塩化メチ

ル水銀溶液をペリスタポンプを用いて約4◎膿／dayの流速で送入し，フラクシ

ョンコレクターで溶出液を一定量ごとに分取してメチル水銀濃度を測定した．

　（4）メチル水銀の定量
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　第2章と同様に，：水酸化ナトリウムー硫酸銅分解による還元気化原子吸光

光度法によって定量した、

10－3　結果および考察

　10－3－1　酸化泥炭チオエステル樹脂の性状

　酸化泥炭と1，2一エタンジチオールの反応は，カルボキシル基とメルカプト

基の脱水縮合反応である。したがって当量の場合は，エタンジチオールが全

てチオエステルを形成して架橋剤の様に反応し，末端の遊離メルカプト基が

存在しない可能性がある．そこで本実験では，エタンジチオール過剰（当量

で1：7）で還流したあと加熱縮合を行なった．加熱温度が，240℃以下では不

溶性樹脂化物とはならなかったが，250℃で3時間加熱することにより，黒い

光沢のある堅くて容：易に粉砕され難い樹脂状生成物が得られた．

　Tabユε！ひ1に生成物の収率，元素組成などを示した．

　硫黄含有量は10．筋（3．3憩e◎）増加したが，これは原酸化泥炭あ全カルボキ

シル基量（5．％eq）の55男に相当している．しかし，樹脂中の未反応カルボキ

シル基は定量されなかった．すなわち，第2編3章と同様に電導度滴定法に

よる定量を試みたが，樹脂は1M水酸化ナトリウム溶液とまったく反応しなか

った．さらに，炭素含有率の塔加および水素含有率と酸素含有率の減少が著

しいこと，ならびに収率が酸化泥炭基準で9筋であったことをあわせて考慮す

るとチオエステル化以外にも脱水縮合反応がかなり起こっていることが考え

られる．また，樹脂を4M塩酸中に48時間浸漬したが，溶液の着色などの変

化は見られず安定であった。

10－3－2　メチル水銀の吸着

（1）吸着速度
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　水銀として1P四の塩化メチル水銀溶液10伽ユに対してヂオエステル樹脂100

田gを加え，所定時間振とう後の水銀吸着率を求め，Fig。10一ユに示した．初期

の吸着速度は速く6時間で91％の吸着率となるが，以後24時間で96。嬬，銘時間

で98．瀦となり，完全な吸着平衡に達するには48時間以上かかる．しかしなが

ら，24時間での吸着率は，第2章のスルホン化泥炭より劣るが，活性炭の95

．傭と比較して高い値であることがわかった16）．本研究では，各種共存イオ

ンの影響を24時間で比較検討した．

　（2）ハロゲン化物イオンの影響

　塩化物イオンおよびヨウ化物イオンのメチル水銀吸着に対する影響を検討

した．実験は，ハロゲン化カリウム塩を用いて100および1000p囲に調整した

溶液を使用した。メチル水銀溶液（：水銀としてlp餌）100虚申に樹脂！0伽墓を

加え，pH　5．8（原液の希釈のみ）の条件で行なった．結果をTabユe　10－2に示

した．その結果当初予想されたように，塩化物イオンやヨウ化物イオンはそ

の濃度に憎憎なくメチル水銀の吸着に影響を及ぼさないことが確認された．

これは，いわゆるやわらかい酸の代表的なメチル水銀に対してジやわらかい

塩基としてのメルカプト基の強さがヨウ化物イオンや塩化物イオンにまさる

ことで説明される．

　（3）金属イオンの影響

　共存金属イオンの影響を調べるため，Ca2㌧Zn2｛，　Cd2↓，および

Fe㍗について全て碕酸塩を用いて検討した．実験条件は（2）と同様に行

なった．実験結果はTabユeユ0－3に示し・た通りであり，これらの金属は1000pp

醗の濃度でも全く影響をおよぼさないことがわかった．このように，やわらか

い塩基であるメルカプト基を含む酸化泥炭チオエステル樹下は，かたい酸で

あるこれらの金属イオンが大量に存在しても，メチル水銀吸着に対する選択

的吸着能が変わらないことを示している．
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Table ZO-2 Effect of Cl and I on
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　10－3－3　破過曲線と吸着容量

　初濃度10p餌　（水銀として）の塩化メチル水銀溶液を用いて破過曲線を測

定してFi昏10－2に示した．結果は，破過点がユ0虹であり，メチル水銀の初濃

度C2と流出液中の濃度Cの比C／C3が0．8程度となるのは比較的早かっ

たが，以後C／C6の増加は極めてゆるやかであり，メチル水銀による樹脂

の飽和吸着（C／CB諜工）に達しなかった．これは，樹脂内部へのメチル

水銀の拡散が非常に遅いことに起因するものと思われる．ここでは，破過曲

線は一般に正規分布の累積度数曲線として示されると考えられるので，C／

CBが0．5の時を平均値とみなして，その流出蔽量（30岨）から樹脂の吸着

容量を求めた．その結果，吸着容量は0．03伽頚◎ユ／gとなり，樹脂申に導入され

た全硫黄量3．蝕eq稔と比較すると極めて少なかった．このことから，ほとん

どの硫黄はチオエステル化されていて，遊離のメルカプト基として残ってい

る部分が少ないものと考えられる．メルカプト基の微量定量法は，水銀（豆）

溶蔽滴定法！引力雲広く用いられているカ㍉原署的には永銀との反応を利用す

るものである．従って上記吸着容量はメルカプト基量を意味しているが，さ

らに無機水銀を用いて間着容量について検討した。

　初濃度！0p餌（水銀として）の墨化水銀（H）溶薮を用いて，上記同様に破

過曲線を測定してFig．10－3に示した．結果はメチル水銀と類似した曲線とな

ったが，この擾合は飽和吸着に達している．この破局曲線から求めた飽和吸

着容量は0．02舳魏。ユ／gであって，メチル水銀とほぼ同じであった．次に，この

塩化水銀（H）で飽和吸着に達したカラムに，10鼠の蒸留水を流して洗浄し

たあと，側塩酸を用いて水銀（∬）の溶離実験を行った．結果はFi昏10－4に

示したような溶離曲線が得られ，破過曲線から求めた吸着水銀蘭の103．鍍が

回収されたことになり，良い一致をみた．以上の結果から，チ門門スチル樹

脂の水銀吸着容量すなわち樹脂中のメルカプト基層は，0．03鶏窺。ユ／g程度と考

えられる．

一331一



1.0

 ou O.5
×U

o                                      '
     2e 40 60 8e IOO 120 l40
               EffluGnt(m1)

C.:In±t±al concentration of methylmeaccuyy; 10 pprR-ll9
C :Concentration of methylmercu-rv. ±n effluent
Thioester-resin: 50 mg

Ng. 10-2 Bxeak-through curve
of methylraercuncy

of thxoester-resm for adsorpt±on

-332-



z.o

uO O.5
?
l
}

Fig.

o

         20 40 60 80 100 120
                   :- :r ii uent (ml)

  C.:Initial concentration oE mencury(U); 10 ppm
  C :Concentxation of mencury(H) ±n effluent
  Thioestex-scesin: 50 mg

10-3 Break-through curve of thioestex-yes±n for adsorption
     of mercuxy(XI)

-333-



pm
E

 N

AH
N
vh
R
:
U
tw

or

E

uo
:
o

'r"'i

p
x
ri
pa

O.2

O.1

o '

o 10 2e 30

Fig. 1O--4

           Effluent(ml)

I]iuent:4N HCI
Adsoacbent:50 mg
Total elution of merccury(II):O.268 mg
Recovery o£ reercury(II):103.0 ig

Elution cuncve of mercury(XX) fxom thioester-xesin

-334-



ユ0－4　結　言

　酸化泥炭と！，2一エタンジチオールを反応させ，250℃で縮合させることによ

り，酸，アルカリに対して安定なチオエステル樹脂が得られることがわかっ

た。

　1p四のメチル水銀溶液についての吸着実験では，活性炭よりもすぐれた吸

着能を示し，ハロゲンイオンやCa2ゐ，　Zn2や，Cd2→，および：Fe3串など

の重金属イオンの影響をほとんど受けないことなど，選択的吸着特性を発揮

した．また姻臨酸による単離実験では，飽和吸着量に等しい回収率が得られ

たことから，酸による再生使用や捕集溝縮剤としての使用の可能性を示して

いる．

　メヂル水銀および姦化水銀（E）についての破過曲線から吸着容量を求め

た結果，0。03皿搬ol／gと非常に小さい容：量であることがわかった．これは，遊

離メルカプト基が少ないことを意味している．したがって，水銀吸着剤とし

ては末端メルカプト基を相当量残して樹脂化することが必要であり，そのた

めの反応条件の検討が今後の誤題である．

　また，有機水銀や無機水銀に対する吸着剤以外にも，硬質樹脂としての性

質を活用した用途の開発も考えられる．
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第11章　酸化泥炭サルファイド樹脂の製造とその水銀吸着剤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　としての利用に関する研究29

11－！　緒　言

　前章において，酸化泥炭を樹脂化する場合に，分子中にメルカプト基のよ

うな，やわらかい塩基としての特徴をもつ官能基を導入することにより，有

機および無機水銀についてのすぐれた選択的吸着能力を付与できることが確

認された．しかしながら，酸化泥炭と1，2一エタンジチオールとの縮合反応で

得られる樹脂は，硬質で不融性の各種溶剤に対して安定な樹脂となるが，遊

離メルカプト基の含有量が少ないため，水銀吸着容量が極端に小さいことも

明らかになった，したがって，：水銀吸着剤として利用するためには，遊離の

メルカプト基をできるだけ残して樹脂化することが必要であるが，現段階で

はその反応の調整が難しいことがわかった．

　本章では，メルカプト基に代わり，水銀に対する大きな親和力を有する配

位子として，やわらかい塩基としての性質が強い1㌧2価硫黄のサルファイ

ド構造を導入した樹脂についての検討を行なった．

　Tho粥onは2｝，恥rthu曲erland炭を希硝酸及び加圧下の水酸化ナトリウムー

酸素で酸化して得たフミン酸と，β一チオジグリコールおよびジチオグリコ

ールとの縮合反応を試み，いずれも硬い黒色樹詣状生成物が得られることを

報告しているが，樹脂の機能については全く検討を行なっていない．他方，

石油中に含まれるサルファイド類を金属塩溶液で抽出分離する研究において，

Birchら9）が水銀（豆）イオンによって，　n一ブチルサルファイドを抽出でき

ることを明らかにして以来，水銀塩水溶液による低分子サルファイド類の抽

出例が多数報告されてきている4》～7）．また，クラウンチアエーテルや3），
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ビスベンゾチアゾリン9）などサルファイド型硫黄による水銀（H）錯体の生

成に関する研究が行なわれている．したがって，本研究の目的とする，酸化

泥炭を原料とした高分子サルファイド樹脂による，水中の水銀（H）イオン

の捕集が充分に期待できる．

　本章では，酸化泥炭とβ一チオジグリコールとの縮合反応によって，サル

ファイドを含むポリエステル樹脂の合成を行い，樹脂の水銀（豆）に対する

吸着性能を検：回した。

！工一2　実　験

　1！－2－1　試料酸化泥炭の調整

　泥炭は，石狩金沢産低位泥炭を使用し，第3章の酸化法に従って，3鰯二酸

化窒素ガスで1時間酸化して酸化泥炭試料とした．

　11－2－2　酸化泥炭とβ一ヂオジグリコールとの反応

　カルボン酸のエステル平門含反応は，質量作用の法則に支配される平衡反

応であり，水素イオンにより促進され，生成する水の除去により反応が進行

するため，通常硫酸などの脱水触媒が使用される！勝．しかし予備実験として，

β一チ：オジグリ識一ル10組中に濃硫酸1滴を加えて200℃付近で加熱したとこ

ろ，黒褐色で水に不溶の重合物らしい物質が生成することが分かった．また，

硫酸を加えない場合には上記の変化は生じないことを確認した．このように

硫酸の存在はβ一チオジグリコールの副反応を伴う可能性があることから，

本研究では無触媒で酸化泥炭との反応を行なった．

　操作は，最初に過剃のグリ識一ルと！60℃で加熱（酸化泥炭と共に加熱昇温

させた場合に160℃で脱水発泡することをあらかじめ確認している）して反応

させ，次の行程で減圧下・高温で過剰のグリコールの除去および樹脂化を行
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なった．すなわち，はじめに100岨の丸底フラスコに酸化泥炭5慕を入れ，β一

チオジグリコール（和光純薬！級：沸点170℃／2伽朗g）10組を加えて良く混合

し，，160℃のオイルバスで3時間加熱して反応させた．次に，アスピレーター

による減圧蒸留装置に下底フラスコをつなぎ，200～250℃で3～5時聞加熱し

て未反応β一チオジグリコールを留序するとともに樹脂化を行なった．樹脂

化物は，蒸留水で洗浄した後減圧乾燥して収率を求め，1◎0メッシュ以下に粉

砕したあと再び蒸留水で洗浄して乾燥した．

　樹脂中の硫黄の含有量は，第10章と同様に酸素燃焼フラスコ法で定量し

た．

　ユ1－2－3　水銀（E）の吸着実験

　（1）水銀（H）標準溶液の調整

　塩化水銀（丑）　（和光純薬特級）を用い，第1章2節同様の操作により水

銀（嚢）標準原液（水銀として1，000p四）を調整し，吸着実験の使用直前に

所定の濃度に希釈して用いた．

　（2）バッチ法による吸着実験

　100温のねじ栓付きガラス製試料ビンに所定量（5～20伽g）の樹脂と蒸留水

約5伽1を加え，湯浴中で100℃で約2時間加熱して膨潤操作を行なったのち，

水銀（∬）標準溶液ならびに蒸留水を加えて1p四（水銀として）に調整し，

以下第1章2節同様の操作によって吸着実験を行なった．なお，共存イオン

の影響を検討するにあたり，金属イオンは全て硝酸塩を使用し，ハロゲン化

物イオンは全てカリウム鹿を使用して調整した．また，pHの影響は，アン

モニア水および過塩素酸溶液によって調整して検討した．

　（3）カラム法による甲州曲線の作成

　5伽墓の樹脂をあらかじめ（2）と同様に加熱膨潤したのち放冷し，内径輸翔

のガラス坊中に1翫獄の高さに充填し，50p四（水銀として）の水銀（H）溶液
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をペリスタポンプを用いてカラム内に送り，はじめに15虚／hrの流量（流速：

0．033c醗／sec）で通過させた。しかしながら，水銀吸着の進行とともに樹脂の

膨張現象が起こって，次第に流出速度が減少した．飽和吸着に達するまでの

平均流量は12．6組／hr（平均流速：◎．◎28c評sec）であった．通過液を，フラ

クションコレクターで1時間ごとに採取して水銀（H）濃度を測定し，破過曲

線を作成して樹脂の吸着容量を求めた．

　（4）水銀（H）の定量法

　第1章2節ならびに第9章と同様の操作により，還元気化一原子吸光光度

法によって定量した．

　11－2－4　水銀（∬）の溶出実験

　カラム法で水銀（H）の飽和吸着に達した樹脂について，4M塩酸を溶離液

として水銀の溶出を行なった．溶母液：を，ペリスタボンブを用いてカラム内

に送り，はじめに10温／hrの溶出速度で通過させたが，水銀の溶出とともに樹

脂の収縮がみられ，次第に流出速度が増加した．溶：出液は，30分ごとにフラ

クションコレクターにより分取し，水銀（H）濃度を測定して溶出曲線を作

成するとともに水銀の回収率を求めた．

1工一3　結果および考察

　11－3－1　酸化泥炭サルファイド樹脂の性状

　Tab！e　11－1に各反応条件で製造した樹脂の収率，元素組成などを示した．

　樹脂の性状は，縮合温度が200℃（1）および2！0℃（2）のものは可塑性

があり，粉砕するとやや硬い消しゴム状を呈した．250℃の場合（3）は可塑

性のない硬質の樹脂状物質となった．いずれも酸・アルカリに対して安定な

樹脂化物が得られた．なお，！60℃で5時間加熱した場合の反応物を，過剰グ
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リコールと共に0．銀水酸化ナトリウム申に加えると原酸化泥炭同様の溶：解性

を示し，樹脂化が進行していないことが確認された．樹脂の収率は（3）は

13銚であったが（工）および（2）は原酸化泥炭に対し約18眺となり，：第8章

～第10章で製造した樹脂化物と比較して高い収率であった．

　硫黄含有量は，　（2）が最も高く，2騙（Sとして6．2鵬q／g）となった．収

量は9．0墓であった故，9×0．2＝L8gの硫黄が導入されている．酸化泥炭中の

全カルボキシル基量は6．heq／gであり，原料5g中では30．舳eqであって，仮に

β一チオジグリ＝コールとカルボキシル基が1：hQ1で反応すると1塞（0．0306

×32）となる．したがって，0．8墓よけいに硫黄が導入されていることになる．

ここでサルファイド類の反応性を考察すると，2領硫黄は，空席の3d軌道

による電子受容能力と2つの非結合電子対による強い電子対供与能力を持つ

やわらかい塩基であり，硫黄原子の3d軌道共鳴に起因する種々の反応が考

えられる．まず，サルファイドのα位の炭素は，隣接硫黄の3d軌道を利用

した電子吸引型共役によって安定化を受けるためカルバ亭亭ンとなりやすく，

古くからディークマン縮合11）やアルドール縮合のようなカルボニルへの付

加反応が知られている12），また，α位炭素のラジカルは，硫黄の非結合電子

対との電子共有型共役で安定化される性質があるため，ラジカルの安定性に

依存するラジカル共重合が起こりやすいことが知られている12）．このような，

様々な反応の結果2銚の高硫黄含有率の樹脂が得られたものと思われる．250

℃で縮合を行なった場合（3）は，収率も劣り，硫黄含有量が14．5％と低かっ

た．これは元素分析値の酸素ならびに水素量の減少，および炭素量の増加な

どをあわせて考察すると，高温のため脱カルボキシルや脱水縮合ならびに硫

黄の脱離反応などが，かなり進行しているものと推定される．

ll－3－2　バッチ法による水銀（H）の吸着

（1）吸着剤樹脂量の検討
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　吸着実験は，最も高い硫黄含有量のサルファイド樹脂（2）を用いて行な

った。

　1P四の水銀（H）溶液100皿ユに樹脂を5～200皿9加え，24時間振とうして水

銀の除去率を求めてFig．11－1に示した．

　50通9の添加で約5㌶の除去率となり，10馳9の添加で約8脇の除去率となった

が，これらの吸着率は第！章のスルホン化泥炭のそれぞれ9畷と98．残よりも

かなり低かった．20伽gの添加で94．鰯の除去率となったので，以後の実験に

ついては200醗gの添加条件で検討を行なった．

　（2）振とう時間の影響

　鎗四の水銀（∬）溶液100岨に樹脂2◎伽gを加え，振とう時聞の影響を調べ

た．結果はFig．11－2に示した通りである。吸着は24時聞以後も進行し，48時

間で99．0％，72時間では100．捌の除去率を示しており，吸着速度は，スルホン

化泥炭に比べて遅いが，lp遡の：水銀（H）を完全に吸着除去する能力のある

ことが薙認された．

　（3）pHの影響

　1P聾100温の水銀（H）滲液に極脂200B9を添加し，24時間振とうしてpH

の影響を調べて，Fig．11－3に示した．

　その結果，過塩素酸およびアンモニア水によって調整したpH1～12の

範囲では，ほとんど影響が認められなかった．このようにサルファイド樹脂

は，広いp：H範囲で使用できることがわかった．

　（4）共存金属イオンの影響

　水銀（∬）の吸着におよぼす共存金属イオンの影響について検討し，Table

11－2に示した．この場合も樹脂20伽gを使用し，24時門門とうして，pH4で

比較を行なっている．

　表示したように，Ca2や，　Mg2壷，　Cd2＋，　Zn2←については1，00恥四の

濃度で共存しても水銀吸着に影響をほとんどおよぼさなかった．Cu2＋およ
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Table 11-2  Effect of
of raercury

foreign raetal ions on the recovery

Meta1 ions* Added(ppm) Recovery
of mettcuxy<&)

  ACaL+
  5,ftvlg. T

  e,Zn"
Cd2+

Cu2+

FG3+

IOOO

10CO

1000

 100
1000

  10
 100
iooo

  10
 100
1000

94.2

94.4

94.5

94.4
93.9

94.4
93.9
89.0

94.1
93.6
87.0

XUsing nitrate
 Xnitial concentxat±on oE mexcury: lppm;
 Adsoxbent added:2eOreg/100inl-Hg sokution;
 Shak±na t±me: 24 h-T.       "

-346-



びFe3＋は1，000P脚の共存では多少の影響が認められた．すなわち：Fe3＋は

1，000P脚の共存で除去率が8鴨に低下した．これらの影響を避ける必要がある

場合には，アルカリ側pH領域で処理してCu2㌔Fe3らの沈澱する条件で

吸着させる方法も可能と考えられる．

　以上の結果から，サルファイド樹脂は水銀（H）イオンに対するすぐれた

選択的吸着能を有することが判った．

　（5）共存ハロゲン化物イオンの影響

　各種ハロゲン化物イオンの水銀（∬）吸着に対する影響を振とう時間24時

間でしらべ，結果をFig．11－4に示した．

　F’は，ほとんど影響をおよぼさなかったが，Cr，Bゼ，1“イオンは

水銀の除去率を増加させた．特に1齢イオンは，10p餌以上の存在で！0眺の水

銀除去率を示した．各ハロゲン化物イオン濃度において，水銀除去率の増大

効果は，1儒〉：Bビ＞Cl齢の順序であることがわかった。

　サルファイド硫黄と水銀（H）イオンとの錯体生成におよぼす，ハロゲン

化物イオンの影響に関する研究は毒めて少ない魁上舘らは7㌧遷移金属堪

水溶液による有機相中のジメチルサルファイドの抽出に対する陰イオンの効

果を研究し，銅（H）イオンの場合には：Bビ＞Cl錦の順に抽出率が増大し，

アニオン効果が認められることを報告している．しかしながら，水銀（H）

イオンでは本研究の結果とは異なり，僅かながら負のアニオン効果を示した．

これについては，水銀（∬）イオンとハロゲン化物イオンの錯体が非常に大

きな安定度定数を持っているために，ジメチルサルファイドと水銀（H）イ

オンの錯体形成が抑えられたことによると解釈している．さらに，錯体の立

体構造の差異を指摘している．すなわち，銅（H）イオンの場合に，各種ア

ニオンの抽出力増大効果の順序が，平面四配位型白金（H）錯体において著

名なトランス効果ユ3｝の順序と一致したことから，銅（H）イオンは平面四配

位型類：似構造をとるためトランス効果に対応するが，水銀（∬）イオンは四
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面体型錯体を形成しているためにトランス効果と対応しないと説明している．

また，アニオンを銅（H）イオンのモル濃度の2倍以上添加した場合には，

全く抽出能力が認められなかったと報告しているが，本研究では，1㎜イオン

を1，000P陣（モル比で：水銀の1，575倍）添加した場合でも10眺の水銀除去率を

示しており，全く異なった結果となった．

　一方，有機硫黄化合物中の硫黄に対するハ置ゲン化物イオンの求核反応に

ついては，有機合成化学の分野などで数多くの研究がされている。しかしな

がら，2価の硫黄原子上の反応は，　ERI一一S（一X）一R2rのような原子

価殻拡大（vaユence－sheU　expansion）を伴う超原子価（hypervalent）申問体を

通って進むという考え方ど4＞，sp3炭素上のS・12反応と同じような遷移状

態を経ているという考え方があるが撫，現在のところいずれが正しいか判断

できないとされている！eき．PearsO資らは三7～，錯体金属一配位子聞の結合の安

定性が金属の種類や電荷状態によって異なることから考え出された，いわゆ

る9S娼（hard，sofし，acid，base）の概念を，有機化学反応に応用できることを

説明しているが，硫黄原子についてもこれを支持する多くの三三がある。

　例えば，痘ceらは蹴光学活性のフェニルベンゼンチオールスルフィネート

［（÷）一phSS（○）ph］の過塩素酸一6磯ジオキサン水溶液中でのう

セミ化反応において，旧く少量（10㈲2～10－4M）のハロゲン化物イオンの添

加により，ラセミ化速度が100～1，000倍塔回したが，その機構はハロゲン化

物イオンによる2価硫黄への求核付加中問体を経るものであって，その触媒

効果はr＞＞Br一〉＞Cl“の順序であることを明らかにした．さらに，同

じハロゲン化物イオンのシリーズを用いて，種々の中心硫黄原子に対する求

核試薬としての反応性をしらべた結果，3価のスルフィニル硫黄［R－S

（→○）一R，］では1一＞Br一＞Cl一＞F一であり19＞，6価のスルポニル

硫黄［R－S（○）2－R’］ではR＞＞Cr＞Bゼの順となって29），求

核中心がSoftな硫黄原子ほどやわらかい求核試薬の反応性が高いことを示し
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ている．

　以上のような硫黄原子の反応特性から，本研究では，サルファイド硫黄の

3d空軌道にハロゲン化物イオンの非結合電子対がまず配位して付加申問体

を生成し，それによって硫黄原子の非結合電子対の電子密度が高められ，塩

基性度が増大して，やわらかい酸である水銀（H）に対する配位能力が大き

くなったものと考えられる，一・方，上舘らが用いているn一ヘキサンおよび

n一ペンタンなど非極性有機溶媒からの抽出では，ハロゲンイオンの求核攻

撃が行なわれないため，異なった結果が得られたものと思われる．

　11－3－3　：破過曲線と水銀（E）の吸着容量

　初濃度50pp蹴（水銀として）の塩化水銀（H）溶液（pH3．5）を用い，樹脂

（2）についてカラム法によって破過曲線を灘定して，Fig．11－5に示した．

　結果は，破過点が240温であり，飽和吸着に達するのに4ユ0配通過した．水

銀（豆）溶液の初濃度Caと流出液中の水銀濃度Cとの比C／C2がO．5の時の

流出液量（縫0組）から，樹脂の水銀（H）に対する吸着容量を求めた，その

結果夕吸着容：量は1．7搬欝1／9となり，大きな吸着容量を示した．これは，樹脂

に対して重量比で3輪の水銀（H）が吸着することになる．実験中に，カラム

内へ送入した水銀（豆）溶液の流速が次第に低下する現象がみられたが，こ

れは水銀吸着による樹脂の体積増大で，カラム充填層の空隙率が低下したた

めと考えられる．従来報告されている水銀吸着剤の吸着容量は，ジチオカル

バメート型デンプンーエピクロルヒドリン架橋樹脂の！．1鱗○ユ／gや2P，ジチ

オカルバミン酸型ポリスチレンーポリエチレンイミングラフトポリマーの

L4脇魏帆／g22｝などであり，それらと比較しても高い吸着容量であることがわ

かった．

　ところで，樹脂（2）の硫黄含有量は，’Table　U－1に示したように2磯

（6．2職Q1／墓）であるから，水銀（H）の吸着容量（L7短鵜ol／9）は，モル比で
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硫黄量の3分の1に達していない．上舘らは上記報告において7㌧有機相と

水相との分配平衡式によって，錯体の組成について検討したが，酢酸水銀

（H）溶液によって水相へ抽出されるジメチル，ジエチルおよびn一プロピ

ルサルファイドの錯体組成はすべて1：ユであることを明らかにしている．し

かし，一方でAユ。。ckらは8㌧環状ポリヂアエーテルで4個のサルファイドを

もつ！，4，8，11一テトラチアシクロテトラデカン（ttp）の塩化水銀（H）錯

体［（C12Hg）2ttpコの結晶構造をX線で解析した結果，　Fig．1！－6の

ように，水銀（H）がサルブァイド硫黄に2座配位している構造として示し

ている．これらの錯体組成は，生成条件や記位子の分子構造などにより決定

されるが，本実験の場合には配位子過剰条件で行なっていることや，モノサ

ルファイド類とは異なってキレート効果23）が考えられるなどの理由から，2

座配位の可能性はある．しかし，2座配位キレートを形成していると仮定し

ても，吸着容量（1．7魍Ol／g）に対応する硫黄量は3．4聡○ユ／gであって，樹腹

中の全硫黄含有量の60落以下である．このように水銀に対する非反応性硫黄が

かなり存在することがわかった．これには，樹脂中の配位子の位置や立体因

子などが関与しているものと思われる．また，硫黄の形態も闘題であるが，

樹脂中のサルファイド硫黄のみの定量は困難2のなため，検討は行なっていな

い．

　11－3－4　水銀（E）の溶出曲線および樹脂の再生

　前項において水銀（H）の飽和吸着に達したカラムを用い，4M塩酸を溶離

液として水銀の溶出曲線を求め，霞g．11－7に示した．

　水銀（R）は，最初の約15認の溶出液中に9錦以上が溶離したが，以後は僅

かつつ溶離しており，約70凪までテーリング状態が続く溶離曲線が得られた．

溶離曲線から求めた水銀（H）の回収率は，破過曲線からの吸着容量に対し

て106．磯であって，かなり良い一致を示した．
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　また，水銀（豆）を溶離した再生カラムを用いて，前項と同様に吸着実験

を行なって破過曲線を作成した結果，極めて良好な再現性を示し，樹脂の再

生使用が可能であることがわかった，そこで次のようなバッチ法で再生実験

を行なった．まず，11－3－2項（1），（2），（3）および（4）で使用した

水銀（H）吸着後の樹脂4．5題を全て合し，ビーカー中で400撮の4M塩酸を加

えて，室温で4時間かきまぜて再生を行なった．その後0．2墓を採取し，1p餌の

塩化水銀（H）溶液！◎伽ユに加えて，24時聞の吸着実験を行い，水銀除去率を

求めた。その結果，原樹脂による水銀（H）除去率94．幅に対して，再生樹脂

による水銀（H）の除去率は9引魏であって，ほとんど変わらない吸着能を示

した．さらに，遮の再生樹脂を5p飾の塩化水銀（E）溶液100岨に加え，24時

間振とう後，4M塩酸100温で4時間再生する吸着一再生を4回繰り返した後，

上記同様の水銀（H）除去率を求めた結果は93．験であって，再生処理を繰り

返しても，吸着能の低下はほとんどみられなかった．

　以上のように，水銀（H）を吸着した酸化泥炭サルファイド樹脂は，4M塩

酸による簡単な処理によって容易に再生できることが判った。

！1－4　結　言

　酸化泥炭とβ一チオジグリコールとの反応により，サルファイド型硫黄を

含む樹脂化物の合成を行なった．その結果，樹脂化温度2！0℃の場合に，最高

硫黄含有量（20露）の樹脂が，酸化泥炭に対して18礫の高収率で得られた．樹

脂は，弱い可塑性を呈する物質であるが，酸，アルカリに対して不溶性で安

定であった．

　1pp斑の塩化水銀（豆）溶液を用いて，バッチ法によって樹脂の水銀（H）

に対する吸着特性を検討した．その結果，pH！～エ2の広い範囲にわたって安

定した吸着能力を発揮した．また，共存金属イオンとしてCa2や，　Mg2る，
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Cd2＋，　Zn匹は1，000倍，　Cu2＋，　Fe㍗については100倍含まれていても

水銀（∬）吸着に対する影響を全く受けず，優れた選択的：水銀（H）吸着能

を有することが判った．

　ハロゲン化物イオンの共存下では，フッ化物イオンを除いて水銀（1）除

去率が上昇する効果が認められた．特に，ヨウ化物イオンの共存により，水

銀吸着速度が速められ，水銀除去率は10磯を示した．

　50p四の塩化水銀（∬）溶液を用いて，カラム法によって破過曲線を作成し，

樹脂の水銀吸着容量を測定した結果，1．陶鶏ol塚であった。これは，先に述べ

た従来報告されている種々の水銀吸着剤樹脂と比較しても鰯・22㌧非常に大

きな吸着容量を有するものであることがわかった．

　さらに，4M塩酸を溶離液とした水銀の溶出実験により，吸着水銀は室温で

容易に出離して回収されることがわかった．また，吸着，再生処理を繰り返

しても，水銀（∬）の吸着能力の変化は認められなかった．このように，酸

化泥炭サルファイド樹脂は，簡単な塩酸処理によって水銀の回収および樹脂

の再生使用ができることがわかったが，これは再生に高温加熱が必要な活性

炭と比べて：大きな特徴の一つである．

　以上，樹脂の優れた選択的吸着特性から，水銀化合物以外の共存物質含有

水の処理に対してその特徴が著しく発現されるものと考えられる．したがっ

て，各種水銀含有排水処理剤や水銀回収剤，あるいは液体精製剤などとして

の利用が期待できる。また，ヨウ化物イオンの添加により吸着速度が速めら

れることから，水中の微量水銀の温感濃縮剤としての使用の可能性が考えら

れるが，これについては次章で検討した．
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第ユ2章　酸化泥炭サルファイド樹脂による水中微量水銀の捕集濃縮と

　　　　　その分析化学的利用に関する研究D

ユ2－1　緒　言

　水中の水銀の定量法は，一般に還元気化無炎原子吸光法が用いられている

がa麟，水銀の含有量が低い場合には濃縮操作が必要である．その方法とし

て共沈法4｝，浮選法6》，アマルガム法61・？），および大豆たん白利用法9な

どが報告されている．しかしながら，水銀分析の際に酸化分解9＞して水銀

（1）として再度溶解させる必要があるため，濃縮倍率は！0～100倍程度であ

り，さらにその時使用する試薬類による汚染が問題となることが指摘されて

いる1⑳．従って，予備濃縮などの前処理が簡便で，試薬類からの汚染の少な

い分析法の開発が望まれる．

　松枝は律，活性炭によって水中の微量水銀（0．恥pb）を吸着濃縮したのち，

直接黒鉛炉加熱ゼーマン原子吸光分析装置により水銀を定量することを検討

し，試薬類による試料の汚染を低減する定量法として有電なことを報告して

いる．しかしながら，燃焼を酸素気流中で行うことにより，比較的高価な黒

鉛炉の急速な消耗が予想されるほかに，黒鉛炉への試料の導入および測定後

の残渣の取り出し方法の困難さなどいくつかの問題点が考えられる．

　著者は，前章の研究において酸化泥炭サルファイド樹脂が，水銀（H）に

対して選択的吸着能力を有することがわかったので，水中の微量水銀の捕集

濃縮剤として利用できるものと推定したが，さらにこの樹脂は活性炭よりも

容易に熱分解する性質があることから，水銀捕集後に固体試料として直接加

熱分解する定量法への応用が期待できるごとに着目した．

　一方，：最近厚谷らは，固体粉末試料の導入，取り出しを容易にした黒鉛ミ
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ニチュアカップ（ミニカップと略）を試作ぴ2’，これを黒鉛炉と組合せたゼ

ーマン原子吸光分析法により固体粉末試料中の鉛，カドミウム，銅，マンガ

ン，ヒ素，亜鉛，ク泣ムなどの直接定量が簡便かつ高感度で行えることを報

告している三3）～ユ5）．

　本研究は，酸化泥炭サルファイド樹脂を水中の水銀（II）の捕集剤として

用いて，厚谷らの開発したミニカップを使用する黒鉛炉ゼーマン原子吸光分

析装置による固体試料からの直接定量法への利用についての検討を行った．

12－2　実　験

　12－2－1　装置及び器具

　黒鉛炉ゼーマン原子吸光分析装置は日立Z－8000型を用い，還元気化門門原

子吸光分析装置は日立170－5A型を用いた．

　黒鉛炉は装置付属のカップ型加熱炉を用い，これに厚谷らの試作による黒

鉛ミニカップ！2）（外径3．下馬内径3．0難，高さ3．伽砺深さ2．5賑，重量3鋤g）を

装填して使用した。固体粉末試料の採取，秤量は，このミニカップを用いて

馳tUer製聡型電子微量天秤（最大秤：量3．009，感度1μ9）を使用して行った．

ミニカップの取扱には，自作のタンタル製ピンセットを用いた．

　還元気化原子吸光用吸収セルは，光路長200縣，内径2伽狙の自作した長光路

石英セルを使用し，密閉循環方式で測定した．

　12－2－2　水銀の丁子実験

　捕集実験に用いた酸化泥炭サルファイド樹脂は，第11章のTable　U－1（2）と

同じ条件で製造し，150メッシュ以下に粉伜したものを使用した．

　（工）標準試料の調整

　標準試料は，水銀として5～50ppbの塩化水銀（R）溶液（硫酸でpH　2に調
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整してある）100証に樹脂1◎0鍛gをそれぞれ加え，5～8時間振り混ぜた後，樹

脂をメンブランプイルターで濾過分離し，60℃で減圧下で1時間乾燥して作成

して，デシケーター中に保存した，この標準試料中の水銀含有量は，濾液中

の残存水銀を還元気化無炎原子吸光法によって定量して求めた．

　（2）二二条件の検：討

　振りまぜ時問などの捕集条件は，水銀（II）濃度5ppb溶液を用い，吸着後

の溶液中に残存する水銀（∬）を還元気化無炎原子吸光光度法によって定量

して検討した．すなわち，1◎伽ユのガラス製試料ビンに水銀として5ppbの塩化

水銀（豆）溶液100証（硫酸で郵2以下としている）とあらかじめ膨潤した樹

脂10麗および吸着速度増加を目的として所定量のヨウ化物イオンを加え，所

定時聞振りまぜたのち，上澄液中の残存水銀濃度をアルカリ性銅イオン添加

還元気化法3’によって定量して，水銀の樹脂への回収率を求めた．

　（3）捕集濃縮及び分析操作

　水銀として0。5P画および0．0恥pb溶液からの捕集濃縮を行った．0．5ppb塩化

水銀（豆）溶液については100認をガラス製試料ビンに採り，1000P陣ヨウ素

イオン溶液の0ほ組と樹謄！伽gを添加した，0．05ppbの塩化水銀（H）溶液に

ついては，溶液500組に上記ヨウ化物イオン溶液0．5組および樹L脂諏9を添加し

た、2時間振り混ぜた後，メンブランフィルター（東洋濾紙1μ）で吸引濾過

した．これをフィルターごと60℃で減圧下で！時間乾燥した後デシケーター中

に保存した．

　あらかじめ秤量したミニカップに，樹脂の一定量を分取して再秤量し，試

料重量を確認して黒鉛加熱炉に装填し，ゼーマン原子吸光光度計により水銀

の吸光度を測定した．次に，標準試料より作成した検量線を用い，分取した

試料中の水銀含有量を求め，初めに加えた樹脂の重量当りに換算して，試料

水銀溶液中の水銀含有量を算出した。
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ユ2－3　結果及び考察

　12－3－1　振り混ぜ時聞及びヨウ化物イオン添加の影響

　水銀の回収率に及ぼす振り混ぜ時間の影響を調べた結果をFig．12－1に示し

た．ヨウ化物イオン無添加の場合には，振り混ぜ時間2時間で約7銚の回収率

となるが，以後僅かつつ増加して24時間で8邸の回収率となった。これに対し，

ヨウ素イオンを10ppbおよびlp四となるように添加した場合には明らかに捕集

速度の増加が認められた．ヨウ化物イオンを1p四とした暢合には，2時間振り

混ぜることにより9鍍以上回収されることがわかった．従って，以後の二二実

験ではヨウ化物イオンを1ρ四とし，2時間振り混ぜることにした．

　12－3－2　水銀溶薮の保存と濾過の影響

　希釈水銀溶液は保存中又は濾紙による澄三三作などで二度低下が認められ

ることが知られている9．従って，捕集漉縮及び標準試料調整時の水銀弓矢

に対する空試験として以下のように検討した，硫酸によって餌2に調整した

5ppb水銀（∬）溶法！00虚をガラス製試料ビンに採り，1000ρp登ヨウ化物イ：オ

ン0．1姐を加え，96時間放置後，メンブランフィルターで濾過して溶液中の水

銀濃度を還元気化法で定量した．3試料を測定した結果，2試料は水銀損失率

脇であり，残りの！試料については水銀損失率0．綿であったことから，容器や

フィルターへの吸着などによる損失や，還元気化に対するヨウ化物イオンの

妨害などは無いことが確認された．

　12－3－3　固体試料の原子吸光測定条件

　h墓中に5ngの水銀を含む標準試料を用いて，ミニカップによる黒鉛炉ゼー

マン原子吸光装置の測定条件を検：討した．

　標準試料をO。2～1．5凪gの間でミニカップに分取し，原子吸光装置の乾燥条
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件，灰化条件，原子化条件，キャリヤーガス量などについて検討を行った結

果から，良好な吸光信号が得られる条件としてTabユe　12－1に示した操作プロ

グラムを設定した．

　測定条件中，乾燥条件について50～120℃の範囲で検討したが，全く影響が

認められず操作としては不必要なことがわかったが，ミニカップ装填後の空

気置換による黒鉛ミニカップ保護の意味で，アルゴンキャリヤーガスを流入

しながら30秒乾燥するプログラムを設けた．灰化は，樹脂が容易に熱分冠し

て水銀が揮散するため，行わないことにした，原子化条件は，ステップモー

ド（5秒）で1500，1800および200◎℃で比較したが，吸光度が一定であったので

1500℃に設定した．また，原子化時にキャリヤーガスを流すと，拡散によっ

て吸光信号が低く幅広くなることがわかったので，流さないことにした．

　F雄．12－2の（A）に，上記操作プログラムによる原子吸光曲線を示した．

水銀の吸光信号は，鋭いピークとして現れているが，樹脂の熱分解に伴うバ

ックグラウンドがやや遅れて近接して観測されている．これは，水銀の蒸発

と樹脂の熱分癬特性が似かよっているためである．そこで，原子化温度を傾

斜させるランプモード（0→ユ500℃を！0秒）で測定を行って，Fig．12－2（B）

に示した．この場合は，樹脂の熱分解バックグラウンドは時間的に後退する

が，水銀の吸光曲線のテーリングが大きくなり，バックグラウンドとの重な

りはかえって増大することがわかった．

　ステップモードで原子化した吸光度を，ピーク高さ法とピーク面積法で測

定し，各試料重量に対しプロットしてFig．12－3に示した．その結果，吸光度

の：大きさ及び再現性ともにピーク高さ法が良好であった．これは，Fi昏12－2

に示したように，樹脂の熱分解に伴うバックグラウンドが大きく，それによ

る水銀の吸収信号との重なりが，ピーク高さに対してよりもピーク面積に対

して大きく影響するためと思われる．また，試料樹脂量が0．舳9以下では良い

直線性を示したが，樹脂量の増加とともに吸光度が低下して直線性を示さな
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くなった．この原因は，樹脂量が増加すると，原子化炉内での水銀の蒸発速

度の低下及びバックグラウンドの増大によりゼーマン効果による補正が困難

となることなどによるものと考えられる．

　本実験での水銀の検出限界絶対量は，S／N＝2の信号ピーク高さについ

て0．2R9であった．なお，！回の測定に要する時間は，秤量も含めて2分以内で

あった．

　12－3－4　検量：線

　踊夢中に5．0～44．7ngの水銀を含む標準試料を用いて，検量線について検討

を行った．まず，抽墓中に11．Ongの：水銀を含む標準試料9個について，ピーク

高さ及びピーク面積吸光度を求め試料重量との関係をFig．！2遺に示した．い

ずれも原点を通る直線で現わされるが，この結果から試料恥慕当りの吸光度に

換算して求めた相対変動｛系数は，樹脂の秤量誤差も含めてピーク高さ法が

4．㌶でありピーク面積法は8．錦であった．微量固体粉末試料の同一量を再現

性良く分取することは困難であるため，試料分取量を0．！～0．3皿gの範囲で変

化させて測定し，試料重量とピーク高さ蜜吸光度の蘭係をプロットしてその

傾斜より各水銀濃度の試料1短g当りの平均吸光度を求めて，検量線を作成した．

検量線は，F越．ユ2－5に示したように，樹脂中の水銀濃度と樹脂加g当りの平均

吸光度との間で良い直線となった．

　12－3－5　試料水中の水銀の定量

　0。5PPb水銀溶液100組に1伽墓及び0．05PPb水銀溶液50伽1に5狙墓の樹脂をそれ

ぞれ加えて，水銀を全て捕集したときの樹脂中の水銀濃度が同一となるよう

にして，試料水からの心心濃縮を行って水銀を定量した．Fi墓．12－6に，　o．5p

pb溶液から水銀を捕忘した樹脂について，試料採取量を変化させて同一樹脂

を5回繰り返し測定して，試料重量とピーク高さ吸光度の関係をプロットした．
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直線の傾きから樹脂1蹟g当りの平均吸光度を求め，検量線から樹脂申の水銀濃

度を算出し，試料水中の：水銀を定量した．さらに，0．05ppb溶液についても同

様にして定量を行い，それらの結果をTabユe　12－2に示した．

　分析値は，理論値とほぼ一致した値が得られた．特に還元気化原子吸光分

析法の検出限界濃度9＞に相当する0．5ppb溶液では，水銀の回収率が（98±4）

％となり，この濃度に対しては高感度で精度良く定量できることがわかった．

また，0。05ppb溶液ではやや低い回収率の（91±7）％を示しているが，数10

p践オーダーの希薄水銀溶液からの濃縮定量が充分に可能なことを示唆してい

る．

　12－3－6　共存金属イオンの影響

　水銀の回収率に及ぼす共存金属イ：オンの影響を，0。5ppb水銀溶液について

調べた．金属イ：オン溶蔽は，すべて特級試薬を用いて1，000PPBに調整して使

甫したが，10伽ユに約3舳9の涜炭サルファイド樹詣を加えて振りまぜて水銀を

除き，試薬からの水銀汚染を防止して挨討した．種々の金属イオンを単独で

100及び10P璽となるように添加した試料水銀溶液について，12－2（3）

の操作に従って水銀の回収率を測定し，結果をTabユe！2－3に示した．調べた

金属イオンの全てについて，水銀の定量結果にほとんど影響が認められなか

った．

12－4　結　言

　酸化泥炭サルファイド樹脂の水銀吸着特性を利用して，水中の微量水銀の．

捕集濃縮を行い，これを固体粉末試料として直接加熱分解するミニカップ黒

鉛炉ゼーマン原子吸光分析装置を用いて定量した．

　水干の微量水銀の丁丁には，濃縮効果をあげるために少量の樹脂によって
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Tab1e 12-2 Results on mencury analysis in sample solutions

Sarnp1e No. Hg added(ppb) Hg found(ppb) Recovery(k)

1*

2*

3*

4**

5**

6rk*

o.so

O.50

O.50

O.05

O.05

O.05

o

o

o

o

o

o

.49

.51

.47

.042

.047

.049

 98

102

 94

 84

 94

 98

 *Voiume
* -t volume

oE
of

sample
sample

solutiom:10Oml;
solution:5OOral;

Resm
Resmn

added:10
added: 5

mg
rng

Tab1e 12--3 Efifect of fore±an metal xons

Meta1 ±ons Added as Added
(Ppm)

Hg iound
  (Ppb)

Recovercy
  (g)

K+

Ca2+

Mg2+

Zn2+

Cd2+

Cu2+

Fe3+

Al3+

KN03

CaCl2

MgC12

zn(N03)2

Cd(N03)2

CUS04
Fe'(N03) 3

Al･NH4(S04) 2

100

100

100

 10

 10

 10

 10

 ±o

o

o

o

o

o

o

o

o

.49

.51

.51

.48

.51

.47

.52

.52

 98

102

102

 96

102

 94

104

104

Volume of
ppb;Resin

sample solution;±OO
added:10 mg

ml;Concentration of Hg(II) :O.5
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水銀の回収を行う必要があった、本研究では，5～10囎の樹脂を用いて検討し

たが，ヨウ化物イオンを1p餌となるように添加することで水銀が樹脂に吸着

されやすくなり，捕集時間の短縮と水銀回収率をほぼ100％に高めることが可

能となった．

　酸化泥炭サルファイド樹脂は，ミニカップ黒鉛炉で容易に熱分解されるが，

水銀の原子化に近い熱分解特性を持っており，樹脂量を0．6囎以上装入した場

合にバックグラウンドが大きくなり，ゼーマン効果による補正が困難となる

ことがわかった．しかし，本法では，0．鎌墓前後の樹脂を分取して数回繰り返

して測定して，樹脂抽g当りの平均吸光度を求める方法により，精度良く水銀

の定量ができた．

　使用したミニカップは，樹脂が分解しやすいため約100回以上の繰り返し使

用でも変化が認められず，比較的高価な消耗品である黒鉛炉の寿命も延びる

ことが予想される．

　本法は，還元気化原子吸光光度法よりも高感度で，数1伽虞オーダーの希薄

水銀溶液からの捕集濃縮による定量が可能となった．また，操作が比較的簡

単で分析時間も短く，各種金属イオンの影響も認められなかった．更に，分

析に使用する試薬は少量のヨウ素イオン溶液とpH調整用の硫酸のみであるこ

とから，水銀の高感度公析においてしばしば問題となっている試i薬類からの

活染を最小限にとどめることができるなどの特徴を有し，水中の微量水銀の

濃縮定量法として有用と考えられる．
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第4編　総　括

　泥炭は，世界的賦存量が1兆トン以上と推定される貴重な有機質資源であ

り，その有効な利用法の研究・開発が必要である．しかし一部園芸用材料や

燃料として用いられているほかは殆ど未利用のままである．その原因は主要

成分であるフミン酸の性質：・構造が今日まだ十分明らかにされていないため

である．

　本研究は，まず泥炭の主成秀であり化学的に最も活性な泥炭フミン酸の諸

性質を解明し，さらに泥炭フミン酸を原料とした各種誘導体の作成とその利

用法に関する基礎的な研究を行ったものであり，4編にて構成されている．

　第1編の第！章では，泥炭の定義と分類法および世界の賦存量について考

察すると共に，化学組成に言及して泥炭利用工業にとってのフミン酸及びフ

ミン質研究の重要性について述べた．さらに第2章では，フミン酸及びフミ

ン子等の定義について述べ，第3章でフミン酸に関する研究状況を紹介した

後，第4章で本研究の目的と論文の構成について解説した．

　第2編「フミン酸の性質と構造」の第1章では，ブミン酸の抽出方法の改

良について述べた。フミン酸のコロイド状沈澱物を，凍結法によるコロイド

破壊を利用して，処理時間を従来の約1／1◎に短縮すると共に低温での乾燥を

可能にした．これによりフミン酸試料の加熱重合が起きず，有機溶媒に対す

る溶解性も向上してiH猟Rの測定が可能となることを明らかにした．

　第2章では，フミン酸の可視吸収スペクトルの特性をアルカリ溶液とジメ

ヂルホルムアミド（闘F）溶液と比較して検討した．フミン酸のアルカリ溶液

は，紫外線と酸素との相互作用で退色し，その安定性は結合金属量により異
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なることを明らかにした．フミン酸の囲F溶液は，紫外線に対して安定で，吸

光度はBeer則にしたがうので，比色分析用溶媒として良好であることを見い

だした．

　第3章では，ブミン酸中の全カルボキシル基とフェノール性水酸基の分離

定量法として，電導度滴定法を開発した結果を述べた．本法は，従来のけん

化法と比較して操作時問は約1／！0で，相対変動係数はカルボキシル基，フェ

ノール性水酸基ともに約！／2となり，精度の向上と操作の簡易化が行われた，

　第4章では，ブミン酸の化学構造中のラクトン構造について検討した．エ

ステル化反応とアンモニア化反応に対する反応性及び生成物の！H㍊Rスペク

トルの所見などをモデル物質と比較して考察し，泥炭フミン酸中にイソクマ

リン型ラクトン環構造が存在することを明らかにした。

　第5章では，泥炭フミン酸の化学構造解析にiH四駅を初めて適用し，化学

的分析法を併用したBrO翰馬adnerの「構造パラメーター」を求める方法を提

案し，平均的基本構造単位を求めた．その結果，泥炭フミン酸の全炭素の約

50％が芳香族炭素であり，芳香族環はベンゼン環主体でナフタレン環が！／3

～！／4程度含まれ，さらに芳香族炭素に結合した水回の約6～7割が含酸素官

能基及び脂肪族置換基によって置換されているものと推定した．

　第6章では，泥炭フミン酸の亜鉛末蒸留還元生成物中の芳香族母核構造に

ついて検索・定量した結果を述べた．標準試料と比較した結果，泥炭フミン

酸の構造中に多環縮合門構造は少ないことが確認された．

　第7童では，フミン酸からアマルガム還元により還元フミン酸を得て，初

めて鴇。一剛Rの測定を可能にした．これにより鴇C一どH－N照を併用して仮

定を減じて精度の高い構造パラメーターを求め，第5章のiH一㍊R解析法と比

較した．第5章の解析法とほぼ近い結果が得られ，構造解析法の信頼性が確

認できた．

　第3編「フミン酸の利用」の第！章では，フミン酸のスルホン化反応及び
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生成物のイオン交換特性を検討した．交換容量は原フミン酸の3．5倍となり，

水銀に対して優れた選択的交換能力を有することを見いだした．

　第2章では，泥炭のスルホン化により，水中のメチル水銀及び猛基性ガス

に対する吸着容量が活性炭のそれぞれ5及びユ1倍の生成物が得られることを明

らかにした．

　第3章では，収率・フミン酸含有量等で従来の方法に優る，泥炭のNO3酸

化によるフミン酸の製造法を開発した．本法は廃液処理が不要など多くの利

点を持つことを明らかにし，さらに反応機構をJander式により解析を行った．

　第4章では，前章で得た高フミン酸含有酸化泥炭の脱臭剤としての特性及

び利用法を検討した．また第5章では，同じく酸化泥炭のリン酸肥料固定抑

制効果を検討した，いずれも市販の製品と比較して，優れた性能と特徴を有

することを見いだした．

　第6章では，酸化泥炭のアンモニア化による窒素肥料の製造を検討した．

酸化泥炭は，反応が容易であり，反応条件の選定により速効性と遅効性窒素

の比やC／翼比の調整が可能であることが判り，優秀な高窒素量有機質肥料を

製造することができた，

　第7章では，フミン酸に対する尿素系除草剤リニュロンの吸着機構を解明

した，土壌へのフミン酸類の施用は，除草効果の発現・維持に有効であるこ

とを明らかにした．

　第8章から！1章までは，酸化泥炭を原料とした機能性樹脂の製造法と樹

脂の特性及び利用法を検討した．第8章では，まずフミン酸とエピクロルヒ

ドリンの反応を検討し，つづいて酸化泥炭を原料としたエポキシ樹脂の合成

を行い，熱可塑性樹脂を得た．

　第9章では，ポリアミド樹脂の製造及びその陰イオン交換樹脂としての特

性を検討した．またさらに，1一の共存下で水銀（H）に対する優れた選択的吸

着能力を持つことを明らかにし，その吸着機構について検討した．

一373一



　第！0章では，有機水銀の吸着剤を目的として，チオエステル樹脂の製造

を行った。この樹脂は，有機水銀の選択的吸着能力を有し吸着速度が速いな

どの特徴が見いだされたが，小さな吸着容量に問題が残された．この点を改

良するため，第ユ1章では，サルファイド型樹脂を製造し，水銀（H）の優れた

選択的吸着特性を持ち，かつ1．7聡q／gと極めて大きな吸着容量のものが得ら

れた．また，ハロゲン化物イオンのアニオン効果が顕著に認められたが，そ

れについて考察を加えた．

　第12章では，前章で得た樹脂の水温の微量水銀定量用捕集濃縮剤への応

用を検討した．樹脂は優れた濃縮効果と熱分解特性を示し，固体試料直接加

熱分解一原子吸光法により数10聾tの希薄水銀溶蔽の定量が可能となった．

　第4編r総括」では以上の結果を要約して総括としてまとめた．

　以上本論文は，泥炭フミン酸に関して研究し，抽出法の改良や官能基定量

法の開発及び種々の還元焔解法の検討等により，機器分析への適用範囲が拡

大し化学構造解析及び反応機構を詳細に検討することが可能となった．即ち，

＝H醗Rや三3C醗薮を初めてフミン酸に適用して「構造パラメーター」求めた．

また，イソクマリン型ラクトン環構造を薙認し，フミン酸の化学的利用法へ

の展開を計った．更に，フミン酸を原料とした各種誘導体を製造してその特

性を検討し，陽イオン及び陰イオン交換剤，無機水銀及び有機水銀の選択的

吸着剤，脱臭剤，リン酸肥料固定抑制剤，有機質窒素肥料ならびに合成樹脂

原料等として優れた特徴を有することが判った．
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