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固体サンプリング黒鉛炉原子吸光分析法による
鉄鋼中微量亜鉛直接定量のための検量線作成方法
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量線作成方法として，（i）標準溶液による検量線，（ii）固

言

体試料のために考案した三点評価標準添加法による検量線

鉄鋼の高純度化に伴い，鉄鋼中微量元素の分析が迅速に
－1

俊 玲 ，南

1

まで必要とされる場合がある．

14）～16）

（以下標準添加法）

，（iii）標準添加法で得られた検量

線を用いるマトリックスマッチング検量線について検討し

高純度鉄鋼中微量元素の分析は，一般に試料を酸等を用い

た．その結果，
（ii）の検量線により真度の高い定量が達成

て分解して溶液とした後に，誘導結合プラズマ（ICP）発

され，
（iii）の検量線を用いることにより迅速かつ真度の高

光分析法 ，フレーム原子吸光分析法 ，黒鉛炉原子吸光分

い定量を可能にしたので報告する．一方，トランプエレメ

析法（GF-AAS） などで測定を行う．しかし，試料溶液の調

ントの一種である鉛もこれまでに GF-AAS による直接定量

製は煩雑で長時間を必要とするため，迅速な分析には適さ

が報告されているが

ず，更に希釈により低濃度元素の測定が困難になるなどの

る問題があるので，本研究において標準添加法による定量

問題がある．

を試みた．

1）

2）

3）

一方，鉄鋼試料の溶液化を省略して，不純物微量元素の

2

分析時間を短縮する方法としては固体試料直接分析法があ
り，これまでにスパーク放電発光分析法（SP-OES） ，グロ
4）
5）

，検量線作成に標準試料を必要とす

10）

2・1

実

験

装置及び試薬

ー放電質量分析法（GD-MS） ，蛍光 X 線分析法（XRF）

黒鉛炉原子吸光分析装置は日立製作所 Z-8270 型（偏光ゼ

等による鉄鋼試料中微量元素の直接定量が報告されてい

ーマンバックグラウンド補正）にチューブ型黒鉛炉を装着

る．しかし鉄鋼再利用の際に残留し高純度鉄鋼の性能に影

して用いた．キャリアーガスは乾燥アルゴンガス（純度

響を及ぼすことが近年指摘されているトランプエレメント

99.99 vol％ 以上）を使用し，光源には中空陰極ランプを用

の一種である亜鉛を定量する場合，XRF を用いた鉄及び鋼

いた．GF-AAS の測定条件を Table 1 に示す．

4）5）

－1

6）

以上であり ，SP-OES と

試 料 は， 日 本 鉄 鋼 連 盟 高 純 度 鉄 1 種 JSS 001-5，High

レベルの定量は感度不足が

purity Iron SRM 2168（National Institute of Standards and

指摘されている．一方高感度な固体試料の直接分析法の一

Technology，NIST） を 使 用 し た． 試 料 質 量 の 測 定 に は

中亜鉛の定量範囲は 10 mg kg
GD-MS に関しても sub mg kg

－1

6）

つとして，GF-AAS を用いた鉄鋼試料の直接分析が報告さ
れている

7）
～13）

．固体試料をそのまま装置に導入して原子化

することで，煩雑な前処理を省き，迅速で高感度な分析を
7）～12）

Mettler 製 M-3 型電子てんびん（最小表示 1 μg）を用いた．
－1

亜鉛及び鉛標準溶液は，和光純薬工業製 1000 mg L
－1

準溶液（0.1 M 硝酸酸性）及び 1000 mg L

Zn 標

Pb 標準溶液

はいずれも検

（0.1 M 硝酸酸性）を適宜希釈して用いた．この際，希釈後

量線の作成に標準試料を必要とする．そのため測定試料に

の硝酸濃度が 0.1 M となるように調製した．水は Millipore

合致したマトリックス成分をもつ標準試料を準備しなけれ

製 Elix5 で 精 製 し た 純 水 か ら 同 社 製 超 純 水 装 置 Milli-Q

ばならないことや，標準試料は分析目的成分濃度が信頼限

Gradient-A10 で製造した．塩酸及び硝酸は和光純薬工業製

界幅を持った値であることなど問題点が多く，分析目的元

有害金属測定用を用いた．

可能にする．しかし報告されている方法

素の標準溶液を用いた検量線作成方法の確立が重要であ

ひょう

2・2 固体試料の秤量及び小片化

る．
本研究では高純度鉄鋼中微量亜鉛の GF-AAS 直接定量の

測定に使用した標準試料は入手時に 1 個あたり数 mg か

ための検量線の作成方法の確立を目的に検討を行った．検

ら十数 mg の小片となっているが更に小片化が必要な場合

1
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には，窒化ケイ素製ニッパ（フジ矢ペンチ製）で切断して
小片化し，0.1 M 塩酸で表面を洗浄した後，アルゴン気流

772

BUNSEKI

Table 1

Operating parameters of GF-AAS

Element
Wavelength/nm
Slit width/nm
－1
Ar carrier gas/mL min
－1
Ar interrupted gas/mL min
Drying
Pyrolysis
Atomization
Cleaning
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Zn

Pb

307.6
1.3
200
30

283.3
1.3
200
30

Temperature/℃

Time/s

Temperature/℃

Time/s

80 → 140
300
2000
2200

40
30
5
4

80 → 140
400
1800
2000

40
30
5
4

ぞれ規格化した吸光度を求め，添加亜鉛量に対する吸光度
の検量線を得た．x 軸との切片は三点評価標準添加法によ
14）～16）

る定量値となる
2・5

．

マトリックスマッチング検量線

JSS 001-5 試料を用いて三点評価標準添加法による検量
線を作成し，この検量線をマトリックスマッチング検量線
として用いて NIST SRM 2168 中亜鉛の定量を行った．秤量
した試料を黒鉛炉に直接導入し，Table 1 の条件で測定し
た吸光度を代入して定量値を求めた．
Fig. 1 Relationship between zinc absorbance and
sample mass
Sample : JSS 001-5 ; ○ : 0 ng zinc added ; □ : 10 ng
zinc added ; ● : 20 ng zinc added ; ■ : 30 ng zinc
added. Zinc was added into the furnace as a 20 μL
portion of zinc standard solution.

3
3・1

結果と考察

標準溶液検量線による定量

亜鉛標準溶液検量線を用いて JSS 001-5 中亜鉛（保証値
－1

3.1 ± 0.3 mg kg ）を定量した結果，定量値は保証値より
約 30％ 低いことが分かった．一般に高濃度共存元素を含
む試料溶液中分析目的元素の吸光度は目的元素のみを含む

下で乾燥させた．切断後のサイズはおおむね 0.5 mm × 0.5

標準溶液の吸光度よりも低い場合があり，本実験結果も同

mm 以下であった．試料は電子てんびんで 1 μg オーダーま

様の現象と考えられる．したがって亜鉛標準溶液の検量線

で秤量した後，測定に供するまでの間は 2 mL のポリプロ

を用いると真度に問題を生ずることが分かった．

ピレン製サンプルケースにアルゴン雰囲気中で保存した．
3・2 標準添加法の検量線による定量
2・3 亜鉛標準溶液の検量線を用いた固体試料中亜鉛濃
度の定量

厚谷らは固体試料のための標準添加法を考案し生物粉末
試料中微量元素の定量を報告した

．そこで本実験では

14）15）

秤 量 し た 固 体 試 料 JSS 001-5 を 黒 鉛 炉 に 直 接 導 入 し，

この標準添加法を鉄鋼試料に適用しうるかを検討した．す

Table 1 の条件で吸光度（ピーク面積吸光度）を測定した．

なわち，JSS 001-5 試料に添加する亜鉛標準溶液濃度を 4 段

なお，試料中の目的元素濃度と検量線の直線範囲を考慮

階で変化させ，それぞれについて測定試料質量と吸光度の

し，一測定時の最大試料導入量は 15 mg 以下（一測定時に

関係より 4 本の回帰直線を得た（Fig. 1）．次にこの 4 本の

は一個の試料を測定）とした．

回帰直線から，導入試料量 2，5，8 mg に規格化した吸光
度を求め，添加亜鉛量に対する吸光度の検量線を作成し

2・4 固体試料のための標準添加法

た．Fig. 2 は固体試料 5 mg 相当に規格化した吸光度 4 点

秤量した固体試料を黒鉛炉に導入し（試料質量は毎回異

から得られた標準添加法に基づく検量線であるため，個々

なる），目的元素の標準溶液を一定量添加し，試料質量と吸

の回帰直線の勾配の変化は 4 点による平均値となるので定

光度の関係を回帰直線近似した．この操作を，添加亜鉛量

量結果に大きく影響しない．同様に 2 mg と 8 mg にそれぞ

を 0，10，20，30 ng と変え 4 本の回帰直線を求めた．次に

れ規格化した吸光度を用いた定量値を Table 2 に示す．規

この 4 本の回帰直線から導入試料質量 2，5，8 mg にそれ

格化した試料質量にかかわらず定量値が保証値と良好に一
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Fig. 2 Calibration curve prepared by standard addi
tion method for solid sampling technique
Sample : JSS 001-5

Table 2

Analytical results for zinc in JSS 001-5 by
standard addition method for solid sampling
technique

Sample

Found/
－1
mg kg

Certified value/
－1
mg kg

3.19

─

3.07

─

3.17

─

3.14 ± 0.06

3.1 ± 0.3

JSS 001-5 (2 mg
standardized)
JSS 001-5 (5 mg
standardized)
JSS 001-5 (8 mg
standardized)
JSS 001-5 (average)
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Fig. 3 Absorbence-time profiles of zinc and iron ;
－1
(a): a 10 μL portion of 20 mg L zinc standard solu
tion ; (b): one piece of iron sample ( JSS 001-5 : 7.035
－1
mg); (c): a 10 μL portion of 20 mg L zinc standard
solution added on one piece of iron sample ( JSS
001-5 : 6.933 mg); (d): one piece of iron sample ( JSS
001-5 : 5.541 mg). A 10 μL portion of palladium stan
－1
dard solution (1000 mg L , 1.3 M HNO3) was added
to all (a)-(d) samples in the graphite furnace.

3・3

標準添加法による測定時の吸光度－ 時間プロファ

イル
研究初期において固体試料に亜鉛標準溶液を添加した際
に二段階の原子吸収（ダブルピーク）が得られることが分
かった．最初の原子吸収（第一ピーク）は標準溶液中亜鉛
の吸収，2 番目の原子吸収（第二ピーク）は固体試料中亜
鉛の原子吸収（固体試料のみの測定で得られる亜鉛原子吸
収が標準添加した際の 2 番目の亜鉛原子吸収にほぼ一致）
と考えられた．しかしその後の検討結果より，固体試料に
標準溶液を添加した時の第二ピークには添加した標準溶液
中亜鉛の原子吸収の一部が含まれていることが分かった．

致し，真度の高い定量を達成できた．一方，Fig. 1 中の各

そこで標準溶液中亜鉛の原子化を遅らせて固体試料中亜鉛

測定試料の吸光度のばらつきと各回帰直線の勾配の変化

の原子化と同一挙動にする（第二ピークのみにする）こと

は，限られた測定試料数の吸光度測定とその吸光度を基に

を目的に検討を行った．そこで，亜鉛とパラジウムが安定

各回帰直線の勾配が決まるために小片固体試料中亜鉛の不

な金属間固溶体を形成するとの報告 を基にパラジウムケ

均一な存在の影響が大きいと考えられる．本報告では四本

ミカルモディファイアーを添加した．パラジウムを共存さ

の回帰式を用いるのに対して Eames と Matousek はケイ酸

せた亜鉛標準溶液の吸収プロファイルを Fig. 3（a）に示

塩岩試料中の銀の定量に際して一本の回帰式に基づく標準

す．固体試料にパラジウムモディファイアーを添加した時

，Fig. 1 と同様な吸光度のばら

のプロファイルを Fig. 3（b）に示す．固体試料に亜鉛標準

つきと勾配の変化が真度へ影響を及ぼすことが報告されて

溶液とパラジウムモディファイアーを添加した時のプロフ

添加法を報告しているが

17）

18）

．本研究での標準添加法は四本の回帰式を用いる

ァイルを Fig. 3（c）に示す．固体試料からの亜鉛吸光度は

ことによって試料中の分析目的元素の不均一な存在と限ら

最大でも 0.1 を越えないことが測定結果から分かっている

れた測定試料数においても真度の高い定量を達成可能であ

ので，Fig. 3（c）に示すように固体試料中亜鉛の原子吸収

．標準添加法を試料中微量鉛の定量に

と考えていた第二ピークの異常に高い原子吸収には標準溶

いる

14）
15）

ると考えられる

14）
15）

－1

となり保証値 0.19 ±

液中亜鉛の原子吸収が加わっていることが確認された．し

と良好に一致し，本法が亜鉛だけではなく鉛

かし第一ピークはケミカルモディファイアーを添加した場

適用した結果，定量値は 0.21 mg kg
0.02 mg kg

－1

の定量にも有効であることが確認された．

合にも現れており，ケミカルモディファイアーを添加する
所期の目的は達成できなかった．一方，固体試料中の鉄原
子吸収を測定すると Fig. 3（d）に示すように鉄原子吸収ピ
ークの出現時刻は添加した標準溶液中の亜鉛原子吸収が一
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Analytical results for zinc in SRM 2168 by
matrix matching calibration curve

Sample (content)

Found/
－1
mg kg

Reference value/
－1
mg kg

SRM 2168 (high)
SRM 2168 (medium)
SRM 2168 (low)

7.9 ± 0.5 (n ＝ 6)
3.7 ± 1.1 (n ＝ 38)
0.7 ± 0.2 (n ＝ 6)

─
─
─

SRM 2168 (average)

3.9 ± 2.1 (n ＝ 50)

＜5

度減少して最も吸光度が低い時と一致していることが分か
る．小林ら は鉄鋼を酸分解した試料溶液中の鉛とビスマ
3）

スを黒鉛炉装備電気加熱気化導入/ICP 質量分析法で測定
した際に原子化段階でダブルピークが現れることを報告し
ており，第一ピークが消失する原因を原子化温度になった
後に生ずる鉄の焼結などによって鉛とビスマスの原子化が

Fig. 4 Relationship between zinc absorbance and
sample mass
Sample : NIST SRM 2168 : Linear regression lines
through sample mass and (a) higher, (b) medium, and
(c) lower zinc absorbance

妨害されたと考察し ，その後に第二ピークが現れる原因
3）

は鉄の溶融による鉛とビスマスの再原子化と考察してい
－1

る．本実験時に添加した標準溶液中亜鉛の原子吸収が二段

と 0.86 mg kg

階に分かれる原因には小林らの報告の機構が関与している

たが，より高感度な波長 213.9 nm で測定することも可能

ことも考えられるが，本実験結果のみから結論を導くこと

である．精度は相対標準偏差として，亜鉛濃度 5 mg kg

はできなかった．

未満の標準試料に対して 30％（n ＝ 36）であった．迅速さ

である．本実験は波長 307.6 nm を使用し
－1

としては，鉄鋼試料秤量後約 90 秒で 1 回目の定量値が得
3・4

マトリックスマッチング検量線による定量

られることが分かった．

標準添加法による定量では真度の高い定量を可能にした

4

が迅速さに問題があった．そこで標準添加法で得られた検
量線を一種の鉄マトリックスマッチング検量線として他の

結

語
－1

本実験では，鉄鋼試料中 mg kg

－1

～ sub mg kg

レベル

鉄鋼試料中亜鉛の定量に応用可能かどうかを確かめるため

の亜鉛の GF-AAS による直接定量のための検量線作成方法

に SRM 2168 中亜鉛の定量を行った（Table 3）．定量値 3.9

の確立を目的に検討を行った．すなわち，（i）目的元素の

－1

± 2.1 mg kg （n ＝ 50）は参考値（5 mg kg

－1

未満）と一

標準溶液による検量線を用いる定量，
（ii）固体試料のため

致し，迅速分析の可能性が示された．しかし，相対標準偏

の標準添加法を用いる定量，
（iii）固体試料のための標準添

差が 55％（n ＝ 50）と大きく，この理由を明らかにするた

加法による検量線をマトリックスマッチング検量線として

めに SRM 2168 試料質量－吸光度の関係を検討した結果，

用いる定量に関して，真度，精度，迅速さの観点より検討

Fig. 4 に示すように試料中の亜鉛吸光度が三段階に異なる

した．その結果，
（i）: 目的元素標準溶液の検量線では真度

可能性が考えられることが分かった．試料質量と亜鉛吸光

に問題を生じる可能性があること，（ii）: 固体試料のため

度の相関係数は線（a）は R ＝ 0.98（n ＝ 6），線（b）は R

の標準添加法により真度の高い定量が可能であること，

2

2

＝ 0.89（n ＝ 38），そして線（c）は R ＝ 0.89（n ＝ 6）で

（iii）:（ii）の検量線をマトリックスマッチング検量線とし

ありいずれも良好な相関だった．この現象は試料中亜鉛の

て用いることにより真度が高く迅速分析が可能であること

不均一な存在 が原因であることが考えられたが，本研究

を明らかにした．

ではこれ以上の検討は行わなかった．固体試料直接導入

本研究の一部は，㈳日本鉄鋼協会「学会部門評価・分析・解析
部会」の「次世代鉄鋼迅速オンサイト分析の実用化」研究会の助
成を受けています．主査の東北大学金属材料研究所我妻和明教授，
研究委員会，幹事の方々に厚く謝意を表します．

2

20）

GF-AAS を用いて偏析の情報を得ることができれば，従来
の SP-OES や試料溶液を測定する分析方法とは異なる新た
な有効性となりうるだろう．

（

3・5 検出限界，精度，迅速さ
空試験溶液の吸光度の標準偏差の 3 倍に相当する亜鉛量
をもって検出限界値とすると，検出限界値は 13 ng であり，
本法で測定可能な最大固体試料質量（15 mg）に換算する

）
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Preparation of Calibration Curves for the Direct Determination of Trace Level of
Zinc in High Purity Iron and Steel Samples by Graphite Furnace Atomic
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The preparation of calibration curves using an aqueous standard solution was studied for the
direct determination of trace levels of zinc in high-purity iron and steels by graphite furnace
atomic absorption spectrometry (GF-AAS) using solid sampling technique. Certified reference
materials of high-purity iron and steel samples were used to confirm the trueness of the proposed
methods. The standard addition method for the solid sampling technique that we have pro
posed gave accurate analytical results. The calibration curve prepared by the standard addition
method can be used as a kind of iron-matrix matching calibration curve, and it provides rapid
and accurate determinations of zinc. The detection limit of zinc in iron and steel samples was
－1
0.86 mg kg when 15 mg of one sample was measured.
Keywords : graphite furnace atomic absorption spectrometry ; solid sampling technique ; zinc ;
high-purity iron and steel ; calibration curves.

