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論 文 内 容 の 要 旨 

 

キャピラリー液体クロマトグラフィー(cLC)は，最近の数十年にわたって威力のある分離技術として

認められている。それは高性能で迅速かつ高感度分析を可能とし，低価格で運転でき環境にも良い方

法である。cLC は，通常の HPLC で使用されるカラムを置き換えてきた。これは多くの応用における利

点がその理由である。固定相は，主にポリマーベースまたはシリカベースである。微小化カラムによ

る濃度感度の上昇は，試料体積に制限のある場合に有効である。本論文では，無機陰イオンおよび有

機化合物の分離のための粒子型固定相およびモノリス型固定相を開発した。 

 ポリマーベースのモノリス型カラムは cLC で注目されている。本研究ではグリシジルメタクリレー

ト(GMA)およびポリエチレングリコールジメタクリレート(PEGDMA)からモノリス型キャピラリーカラ

ムを作製し，その性能を評価した。メタノールおよびデカノールを細孔形成剤として用い，キャピラ

リー内にポリマーを重合し，重合条件を最適化した。重合後，グリシジル基を硫酸で開環してジオー

ル基を生成した。重合剤中の GMA の組成がモノリスの親水性に影響を与えた。分離能力はフェノール，

有機酸および芳香族炭化水素の分離によって評価した。ポリ GMA-PEGDMA モノリスカラムは，充分安定

であった。 

 シリカベースの充填剤は，強酸や塩基性移動相が使用できない，シラノール基が生体関連試料の分

離に影響を与えるなど欠点があるが，有機溶媒の使用に対する耐久性や剛直性，速やかな物質移動な

どの利点を有している。さらに，表面のシラノール基は多くの官能基の導入に有効である。本研究で

は，ポリオキシエチレン基を導入した固定相の開発を行った。 

トシル化したポリオキシエチレン試薬を一級アミノ基と化学結合させることによってポリオキシエ

チレン基を導入した粒子型固定相を開発した。調製された固定相によって無機陰イオンを分離するこ

とができた。６種の陰イオンの保持挙動について種々の条件下で検討し，保持挙動について考察した。

陰イオンの保持は溶離液の濃度の増加に伴って減少した。陰イオンの溶出順は通常のイオンクロマト

グラフィーと類似していた。溶離液の陽イオンがポリオキシエチレン基に配位し，配位した陽イオン

上で陰イオン交換が起こっていることが示唆された。それ故，溶離液の陽イオン及び陰イオンが保持

に影響を与えた。保持時間の再現性は相対標準偏差として 1.1～4.3%であった。一級アミノ基の固定

相と比較して調製されたポリオキシエチレン固定相は陰イオンを強く保持し，分離選択性も良くなっ

た。水道水および唾液試料中の陰イオンの定量に応用することができた。 

テトラエチレングリコールモノメチルエーテル(TEGMM)およびテトラエチレングリコール(TEG)の粒

子型固定相の開発を試みた。グリシジル基をシリカゲルに化学結合させ，グリシジル基と水酸基の反

応によりテトラエチレングリコールを導入した。TEG 固定相の方が TEGMM よりも強く陰イオンを保持

することができた。TEG 固定相は水酸基の存在により親水性を示した。 
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論文審査結果の要旨 

 

 本論文は，液体クロマトグラフィーにおける新規固定相の開発を行ったもので４章および結論から

なる。 

第１章では，クロマトグラフィーの原理および分類について述べ，キャピラリー液体クロマトグラ

フィーの特徴について言及している。また，液体クロマトグラフィーにおけるポリマー型モノリスカ

ラムについてその特徴と分類について述べている。さらに，シリカ系化学結合型充填剤の問題点を明

らかにしている。イオンクロマトグラフィーで用いられるイオン交換樹脂および親水性相互作用クロ

マトグラフィー(HILIC)の概要についても述べている。最後に本研究の目的について述べている。 

第 2章では，モノリス型メタクリル酸系のジオール固定相を開発し，その性能について評価を加え

るとともに，開発した固定相の極性化合物および無極性化合物の分離への応用について述べている。

本研究では，グリシジルメタクリレート(GMA)およびポリエチレングリコールジメタクリレート

(PEGDMA)の共重合でモノリスをキャピラリー内に調製している。酸によりエポキシ基を開環し，ジオ

ール基の生成を試み，フェノールやフタル酸などの極性化合物の分離が達成できることを示している。

また，芳香族炭化水素などの無極性化合物の分離も達成できることを示している。GMA-PEGDMA ポリマ

ーは，メタノールおよびデカノールを細孔形成剤として用い，アゾビスイソブチロニトリルを重合開

始剤として調製している。キャピラリーは前もって 3-（トリメトキシシリル）プロピルメタクリレー

トで処理することによりキャピラリー内壁に二重結合を導入し，壁際の化学結合を促進している。重

合後，メタノールで洗浄し，硫酸によりエポキシ基を開環させている。本研究では重合溶液の組成に

ついて検討している。細孔形成剤の組成を 68%と一定に保ち，GMA を 6～16%に変化させて検討したと

ころ，透過性およびカラム性能の点で，12%が最適な結果を与えている。細孔形成剤の組成を 68%～78％

に変化させたところ，カラム効率は改善されたが，透過性が悪くなっている。エポキシ基開環反応を

室温，40℃および 60℃で検討したところ，40℃および 60℃の処理では室温処理と比べてカラム性能が

良くなかった。以上の結果より，細孔形成剤組成 68%，GMA12%，PEGDMA20%の組成を最適としエポキシ

基開環反応は室温で行うこととしている。調製したカラムを HILIC モードで検討している。移動相中

のアセトニトリルの濃度を変化させ，極性化合物であるウラシルと無極性化合物であるトルエンの保

持を検討したところ，アセトニトリルの濃度が低いときはトルエンが後に溶出したが，98%のときには

ウラシルが後に溶出している。98%では HILIC モードで分離がなされていると考えられる。98%アセト

ニトリルを用いてフェノール類およびフタル酸などの有機酸の分離を試みたところ成功している。一

方，逆相系で保持の検討を行ったところ，無極性である芳香族炭化水素の分離を達成している。この

ように，本研究で開発した固定相は，移動相組成を変えることにより，HILIC モードおよび逆相モー

ドでの分離を達成できることを見いだしている。 

 第 3章では，ポリオキシエチレン基を化学結合したシリカゲル充填剤を開発し，陰イオンの分離に

適用している。用いた試薬は，p-トルエンスルホン酸ポリエチレングリコールモノメチルエーテル（分

子量約 1,000，Tosylated-PEO）である。3-アミノプロピルシリカに Tosylated-PEO アセトニトリル溶

液を加え，75℃，24 時間反応させた後，メタノールで洗浄することで固定相を調製している。調製し

た固定相は内径 0.32 mm のフューズドシリカキャピラリーに充填して分離カラムとしている。リン酸

緩衝溶液(pH7.5)を 1 時間通液した後，移動相を流している。元素分析の結果，アミノ基の 11%が PEO

と結合したことが推測されている。調製した固定相により陰イオンが保持されることを見いだしてい

る。これは，移動相中の陽イオンが複数の PEO 基に配位し，配位した陽イオン上で陰イオン交換が起

こっていることが推察されている。検討した陰イオンの保持の順序は通常のイオンクロマトグラフィ

ーとほぼ同じであった。本固定相では臭化物イオンと亜硝酸イオンの分離がなされていない。本固定

相には化学結合によって 2級アミノ基が存在するが，中性の移動相条件では陰イオンの保持に影響を

与えないことが考えられる。試料陰イオンの保持に移動相中の陽イオンおよび陰イオンが影響を与え

ている。陽イオンの影響で，塩化リチウムが最も小さな溶離時間を示したのに対し，塩化アンモニウ

ムが最も大きな溶離時間を与えている。これは，塩化アンモニウムは酸性であり，固定相中の 2級ア

ミノ基がプロトン化して試料陰イオンを保持したものと考えられる。一方，陰イオンでは検討した中

で硫酸ナトリウムが最も保持が小さく，塩化ナトリウムが最も大きな保持を与えている。リン酸二水
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素一ナトリウムが形状の悪いピークを与えたのは二級アミノ基のプロトン化の影響が考えられる。本

固定相は，唾液および水道水中の陰イオンの定量に応用されている。 

 第 4 章では，テトラエチレングリコール(TEG)およびテトラエチレングリコールモノメチルエーテル

（TEGMM）を化学結合した粒子型固定相を開発し，陰イオンの分離に応用している。シリカゲルにグリ

シジルオキシプロピルトリメトキシシラン(GPTMS)を反応させた後，グリシジル基に TEG または TEGMM

を化学結合させている。具体的には，0.2g の乾燥シリカゲルに 0.2 mL の GPTMS および乾燥トルエン

を 3.5 mL を反応容器に取り，110℃で 20 時間反応させている。反応後，トルエンで洗浄し，75℃で 4

時間乾燥後，3.5 mL の N,N-ジメチルホルムアミドおよび 0.2 mL の TEG または TEGMM を反応容器に取

り，120℃(TEG)または 75℃(TEGMM)で 24 時間反応させている。反応後，メタノールで洗浄後，内径 0.32 

mm のフューズドシリカキャピラリーに充填して分離カラムとしている。調製したカラムを用いて陰イ

オンの分離に適用したところ，ヨウ素酸イオン，臭素酸イオン，ヨウ化物イオンおよびチオシアン酸

イオンの分離はできたが，臭化物イオン，亜硝酸イオンおよび硝酸イオンの分離は達成されていない。

TEG 固定相の方が，TEGMM 固定相よりも強く陰イオンを保持している。これは TEG の方がより多くの固

定相が導入できたためと考えられる。TEG 固定相を HILIC モードで検討したところ，フェノール類の

分離が達成できることを見いだしている。 

 結論では，本研究の結果のまとめを述べている。 

 以上のように，本論文はキャピラリー液体クロマトグラフィーにおける陰イオンおよび有機化合物

の分離のための固定相の開発を行ったもので，その研究成果は当該分野の発展に寄与することが期待

され，学位論文として十分な内容を含んでいると考えられる。 

 

 

最終試験結果の要旨 

 

３名で構成する審査委員会は，本論文および論文別刷り等を慎重に検討した結果，提出された論文

別刷り２編は国の内外の英文論文誌に掲載されており，２編とも申請者が各論文の主要な部分に携わ

っている。また，本論文は学位論文として充分に完成された内容を有していることを確認した上で，

最終試験（公聴会）を 8月 8日に開催し審査した結果，合格と判定した。 

なお，審査委員会は，各既発表論文を申請者の学位論文の主論文とすることについて，各論文共著

者の承諾があることも併せて確認している。 
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