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2. 2 観測方法

1. はじめに
大気汚染物質のひとつである微小粒子状物質

大気試料の捕集にはハイボリュームエアサンプ

（PM 2.5 ）は，呼吸器や循環器など人体への健康

ラーを用いる場合が多い．一例を挙げると，石英

影響が懸念されている．また，PM 2.5 の環境基準

繊維フィルタ（ADVANTEC QR-100やPallflex

値は未達成であり，効果的な環境対策を行うため

2500QAT-UP）を使用し，捕集時間は24時間，流

には PM 2.5 の詳細な成分情報が必要である．

量は500 L/minから1000 L/minで捕集する6),7)．炭

PM 2.5 の約 3 割を炭素成分が占めており，特に
有機炭素は発生源から直接排出される一次粒子と

素成分を測定する場合には，捕集前に石英繊維フ
ィルタを350 ℃で1時間加熱処理を行う8)．

揮発性有機化合物（VOC）などが大気中で反応し

また，次章で紹介する加熱脱着法を利用する場

てできる二次粒子の両方を含んでいる．さらに，

合には高感度で分析が可能なため，FRM-2000ロ

有機炭素は数百から数千種類以上の化合物から形

ーボリュームサンプラーで試料を捕集することも

成されており，成分の実態が解明されていないの

可能である9)．この場合は流量16.7 L/minで，24

が現状である．有機炭素の中でも主要な成分であ

時間捕集である．

る n-アルカンは，大気中での反応が比較的遅く，
人為起源と植物起源を推定する有用な指標である．

2. 3 有機成分の分析方法

そこで本稿では，PM 2.5 に含まれる有機炭素の

粒子状物質中の有機成分の分析は，一般的にガ

主要成分である n-アルカンに着目し，分析方法，

スクロマトグラフ／質量分析計（GC/MS）が用い

起源同定のための指標化，また安定同位体を用い

られる．その前処理方法としては，溶媒抽出法と

た技術について文献調査を行った．

加熱脱着法の2種類がある．この2つの方法につい
て，近年報告された論文を中心にそれぞれの分析

2. 有機成分の種類と分析方法

法を比較した．

2. 1 n-アルカンについて
大気中に粒子状物質として存在している n-ア

2. 3. 1 溶媒抽出法

ルカン（C n H 2n+2 ）は，一般的に C 20 （エイコサ
ン）以上のものである

1)．現在までに，主な

n-ア

溶媒抽出法は古くから広く用いられてきた手法
である

2),3)．抽出溶媒としてジクロロメタンやメ

ルカンの発生源として，自動車排ガス，沿道ダス

タノール，シクロヘキサンなどの有機溶媒を使用

ト，天然ガス，ボイラー，石炭燃焼，木材，タバ

し，超音波抽出もしくはソックスレー抽出を行う．

2)～5)．また，n-ア

その後，ろ過，濃縮（窒素乾固もしくはロータリ

ルカンは，植物起源と人為起源の寄与を算出する

ーエバポレーター）後，GC/MS にて測定する．

コ，調理などが報告されている

のに有用な指標であることがわかっている

1)．

溶媒抽出法は PM 2.5 の分析について多くの研究が
報告されており 10),11)，測定試料にあわせて，適宜
抽出溶媒の種類や抽出方法を検討する必要がある．
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CPI 指標は，式（1）で示される．

2. 3. 2 加熱脱着法
加熱脱着法は，サンプルを直接加熱し，気化し

CPI =

た成分を GC/MS にて測定する方法である．近年，

∑33
i=21 Ci

（1）

∑32
k=20 Ck

多環芳香族炭化水素（PAH）や n-アルカン等の成

i は奇数，k は偶数で式（1）は，炭素数が奇数

分については，加熱脱着法を用いた研究報告が増

のアルカン類総和を偶数のアルカン類総和で除し

12)．加熱脱着法は，溶媒抽出法に比べ

た値である．植物が作る n-アルカンは強い奇数優

加している

て使用する有機溶媒の量が少ないことや，前処理

位性を持つことから 11),14)，この値が 3 以上である

を簡略化できるなど利点が多い．また，一般的に

と植物からの影響が大きく（植物由来），1 に近

溶媒抽出法に比べて必要サンプル量が少なくてす

づくほど人為起源（化石燃料由来）の寄与が大き

むことから，ナノ粒子の分析にも適用されてい

いことを示している．

る

13)．加熱脱着法を使用する場合には，高温で不

安定な成分の熱分解や脱着率の低下を事前に検討
する必要がある．また，n-アルカンの回収率は，

・ワックス n- アルカン割合（Wax n- alkanes
percentage:：WNA%）

総アルカンに対する植物由来の n-アルカンの

認証標準物質として市販されている粒子標準試料

割合を示している．一般的に，植物の活動が活発

SRM1649b（NIST）の Information Mass Fraction

な夏に高い値を示す．（2）
，
（3）で示される．

Values（情報値）と比較することで，分析法の妥

WNA_Cn = [Cn]－[(Cn+1+Cn-1)/2]

当性を判断する．
2 つの手法について比較した研究も報告されて

WNA% =

おり 12)，主要な項目を以下の表にまとめた．

∑ WNA_Cn
∑ NA

×100

（2）

（3）

ここで，数値がマイナスになった場合はゼロとす
Table 1 溶媒抽出法と加熱脱着法の比較

12)

溶媒抽出

加熱脱着

多量

極少量

分析時間

数十分/試料

1～2 時間/試料

汚れ混入

高い

低い

検出限界

38～125ng/試料

0.4～4ng/試料

可

不可

溶媒量

複数回測定

る．
・ 石 油 由 来 の n- ア ル カ ン 割 合 （ Petrogenic

n-alkane percentage：PNA%）
ワックス n-アルカン割合（WNA%）から人為
由来の n-アルカンの割合を求める．
PNA% = 100－WNA%
・最大濃度炭素数（Cmax）

（4）

同族の中の最大濃度の炭素数 n-アルカンが，

それぞれの前処理法に利点，欠点があるため，

C 23 および C 25 の場合はディーゼル排ガス，C 27

分析対象試料に合わせて適切に選択する必要があ

より大きいものは植物ワックスの起源を示してい

る．

る．

3. n-アルカンの指標化

Length：ACL）

・ n- アルカンの平均炭素鎖長（Average Chain

n-アルカンの起源を分類するための指標として

一般的に，植物ワックスの ACL の違いは，そ

代表的な CPI，WNA%，PNA%，Cmax，ACL

の生育地の気温や湿度を反映していると考えられ

についてまとめた 14)．
・CPI（Carbon Preference Index）

n-アルカンは，大きく分けて植物由来と人為由

来の 2 種類がある．植物由来としては，葉の摩擦

ている．C 23 から C 35 までの n-アルカン炭素鎖長
の加重平均であり式（5）で表される．
ACL=( ∑[Ci ] ×i )/ ∑ [Ci ]

（5）

i = 23～35，C i は炭素数 i の n-アルカン濃度

生成物やバイオマス燃焼などから排出され，人為

炭素鎖の長い化合物が多く含まれているほど値が

由来としては石炭燃焼や自動車排ガスである．

大きくなる．
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源推定の解析に役立てることができる．

起源同定の解析をより深めることが可能であると

4. 安定同位体を用いた有機炭素の研究事例

考えられる．さらに，近年，安定同位体を粒子状

安定同位体とは，原子核内の陽子数が同じで中

物質の研究に適用する研究事例が増加しており，

性子数が異なる安定した原子のことをいう．例え

効果的な環境対策を行うための発生源同定法とし

ば炭素の場合，陽子数は同じで，中性子数6個（質

て期待されている．

量数12）の12Cと中性子数7個（質量数13）の13C
があり，それぞれの存在割合は98.89%と1.11%で

最後に，本稿が読者の方々の研究の一助となれ
ば幸いである．

ある．安定同位体は，物質の生産地や発生源，生

謝辞

成過程によって異なる値を示すことから，植物や
石油，食品などの起源や産地を識別する分析技術

本研究の一部はJSPS科研費（17K12829）の助成を受
けたものである．

に適用されている．
近年では，安定同位体を粒子状物質の研究に応
用した事例が数多く報告されている

15) ～17)．Cao

らは，粒子状物質中の元素状炭素及び有機炭素両
方の炭素安定同位体比（δ13C）を測定し，上海に
おける PM 2.5 の主要な供給源は化石燃料の燃焼で
あると報告している 17)．また，有機成分 n-アルカ
ンについては，総浮遊粒子状物質（TSP）の δ13C
と水素安定同位体比（δD）を測定した研究が報告
されている

18)．C 21 から

C 33 までの n-アルカンの

δ13C は－32.8‰～－25.5‰で，植物や化石燃料の
δ13C 値に相当する．一方，δD は－157‰～－55‰

であり，C 21 から C 24 と C 26 から C 32 の偶数の n-

アルカンは海洋原油の値に相当し，人為排出が示
唆された．δ13C のみでは識別できなかった起源に
ついて δD を用いることで分類できる可能性が示
されている．
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