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論 文 内 容 の 要 旨 

 液体クロマトグラフィーにおいて一体型（モノリス）のキャピラリーカラムが Hjerténらによって

報告されて以来，多くのモノリス型カラムが開発され，利用されてきている。モノリス型カラムは，

骨格内のメソポアと骨格間のスルーポアの存在によって，高分離効率と高透過性の性質を有し，長い

カラムを利用した迅速分離が可能である。モノリス型カラムは，ポリマーベースおよびシリカベース

の 2種に分類できる。 

 ポリマーベースのモノリス型カラムは，1990年代初めに Svecらによって報告された。ポリマーベ

ースのモノリス型カラムは，モノマー，架橋剤，細孔形成剤および重合開始剤から調製され，スチレ

ン，メタクリル酸塩およびアクリルアミドベースの試薬のラジカル重合で調製される。ポリマーベー

スのモノリス型カラムは，幅広い pH範囲で安定，調製が容易，修飾が容易，透過性が良いことなどの

利点を有する。 

 一方，シリカベースのモノリス型カラムは，Nakanishi，Tanaka らによって開発され，テトラメト

キシシランの酸性溶液の加水分解に基づいて調製される。調製の際には，細孔形成剤としてポリアク

リル酸やポリエチレングリコールなどが使用され，塩基性溶液によりメソポアを形成させる。モノリ

ス型シリカキャピラリーカラムは，キャピラリー内でゾルゲル法によって調製されるが，骨格とスル

ーポアの比が通常の充填カラムより大きな値をもつことが特徴である。モノリス型シリカキャピラリ

ーカラムは，機械的強度や耐溶媒性に優れ，高いカラム効率を達成する。 

 有機無機ハイブリッドモノリス型カラムは，ポリマーベースモノリス型カラムおよびシリカベース

モノリス型カラムの両者の利点を有するものとして開発されている。有機官能基は，ゾルゲルプロセ

スによりシリカマトリックスに導入できる。それによって機械的強度および耐溶媒性に優れた固定相

の調製が可能となる。たとえば，有機官能基の付いたトリアルコキシシランとテトラアルコキシシラ

ンの共縮合によって調製することでシリカモノリスの修飾過程を経ることなく迅速に調製ができる。 

 本研究では，キャピラリー液体クロマトグラフィーにおけるポリマー型および有機無機ハイブリッ

ドモノリス型カラムを調製し，無機陰イオンおよび陽イオンの定量に応用することを目的とした。 

 グリシジル基を有するモノリス型固定相を調製し，ポリエチレングリコールのトシル化試薬との反

応により，ポリエチレングリコール基を導入した。反応溶媒にピリジンを加えることにより，グリシ

ジル基にピリジン基を同時に導入することで陰イオンの分離に応用した。陰イオンは，ポリエチレン

グリコール基に捕捉された移動相陽イオンの電荷およびピリジン基の陽電荷に対し，静電気的相互作

用を示し，保持分離された。調製した固定相により，海水中および飲料水中の陰イオンの定量を行っ

た。 

 テトラメトキシシラン(TMOS)，ビニルトリメトキシシラン(VTMS)およびアリルスルホン酸ナトリウ

ム(SAS)の反応により，有機無機ハイブリッドモノリス型カラムを調製し，陽イオンの分離に応用した。
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TMOS(0.18 mL)，VTMS(0.06 mL)，酢酸(0.5 mL)，尿素(45 mg)，ポリエチレングリコール(MW10,000, 54 

mg)，SAS(35-50 mg)，2,2’-アゾビスイソブチロニトリル(2 mg)をよく混合し，フューズドシリカキャ

ピラリーに満たし，50-80℃で 9-36時間，縮合と重合反応を進めた。検討の結果，SAS35 mg，60℃で

12 時間の条件で最も高い分離性能を達成した。調製した固定相により，地下水および排水処理施設の

排水中陽イオンの定量を行った。 

 メタクリル酸３－スルホプロピルカリウム塩(SPMP)とエチレンジメタクリレート(EDMA)の共重合体

モノリス型キャピラリーカラムを調製し，陽イオンの分離に応用した。あらかじめフューズドシリカ

キャピラリーを１ Mの水酸化ナトリウム，水および 1 M塩酸で洗浄した後，30%のメタクリル酸 3-ト

リメトキシシリルプロピルアセトン溶液を満たし，60℃で 24時間処理することにより内壁にメタクリ

レート基を導入し，壁際の固定相の結合性を改善した。処理後のキャピラリーに SPMP，EDMA，細孔形

成剤および重合開始剤（2,2’-アゾビスイソブチロニトリル）の混合溶液を満たし，60℃で 24時間反

応させた。その結果，モノマー（SPMP+EDMA）と細孔形成剤の体積比が大きくなるにつれて陽イオン交

換容量が大きくなること，また圧力損失が大きくなることが観察された。反応温度を検討した結果，

40℃ではモノリスが形成されなかった。50℃では低い圧力損失（0.3 MPa）を観察したのに対し，80℃

では圧力損失が増大し 1.2 MPa を与えた。反応時間について検討したところ，反応時間が長いほど陽

イオン交換容量が増大し，6時間の反応では 0.50 mequiv./mL であるのに対し，36時間では 0.69 

mequiv./mLであった。調製されたカラムによってナトリウムイオン，アンモニウムイオンおよびカリ

ウムイオンの分離が達成された。 

 

論文審査結果の要旨 

 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無機イオンの分離のためのモノリス型固

定相の開発を行ったもので 5章からなる。 

 第 1章では，クロマトグラフィーの歴史，クロマトグラフィーの原理と分離，液体クロマトグラフ

ィーにおけるモノリス型固定相，有機ポリマーベースモノリス型固定相の特徴，シリカベースモノリ

ス型固定相の特徴，有機無機ハイブリッドモノリス型固定相の特徴，イオンクロマトグラフィーおよ

び本研究の目的について述べている。 

 第 2章では，ポリエチレングリコールトシル化試薬で修飾したメタクリル酸系ポリマーモノリス型

固定相を開発し，無機陰イオンの分離定量に応用している。フューズドシリカキャピラリーをあらか

じめメタクリル酸 3-トリメトキシシリルプロピルで処理し，内壁にメタクリル基を導入し，メタクリ

ル酸グリシジル(GMA)，エチレンジメタクリレート(EDMA)，細孔形成剤（エタノール，1,4-ブタンジオ

ール，デカノール），重合開始剤（2,2’-アゾビスイソブチロニトリル）の混合溶液を満たし，ポリ

マーを合成している。合成ポリマーのグリシジル基にポリエチレングリコールトシル化試薬の 1,4-ジ

オキサン-ピリジン(1:1)溶液を反応させ，ポリエチレングリコール基とピリジン基を導入した。導入

されたポリエチレングリコール基は移動相陽イオンを捕捉してピリジン基とともに陽電荷を有し，陰

イオンの保持分離を可能としている。ポリエチレングリコール基を導入することによってイオンのピ

ーク形状が大幅に改善されている。 重合条件を検討した結果，モノマー（GMA+EDMA）と細孔形成剤の

体積比が 20:80のときに最も高性能な結果を与えている。また，GMAの含有量を 10から 17.5%に増加

させたところカラム効率が増大している。修飾反応時間を 4-8時間と検討したところ，反応時間が短

いほどイオンの保持時間が増大し，反応時間 7時間および 8時間ではピーク形状が大きく乱れている。

これについては理由が不明であるとしている。移動相の陽イオンが陰イオンの保持に影響を与えるこ

とが報告されているが，その規則性については明らかにされていない。調製したカラムによって海水

中の臭化物イオンおよび飲料水中の硝酸イオンの定量を行っている。 

 第 3章では，テトラメトキシシラン(TMOS)，ビニルトリメトキシシラン(VTMS)およびアリルスルホ

ン酸ナトリウム(SAS)の反応により，有機無機ハイブリッドモノリス型カラムを調製し，陽イオンの分

離に応用した。TMOS(0.18 mL)，VTMS(0.06 mL)，酢酸(0.5 mL)，尿素(45 mg)，ポリエチレングリコー

ル(MW10,000, 54 mg)，SAS(35-50 mg)，2,2’-アゾビスイソブチロニトリル(2 mg)をよく混合し，フュ

ーズドシリカキャピラリーに満たし，50-80℃で 9-36時間，縮合と重合反応を進めた。検討の結果，

SAS35 mg，60℃で 12時間の条件で最も高い分離性能を達成した。調製した固定相により，地下水およ
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び排水処理施設の排水中陽イオンの定量を行っている。 

 第 4章では，メタクリル酸 3-スルホプロピルカリウム塩(SPMP)とエチレンジメタクリレート(EDMA)

共重合体をキャピラリー内にワンポットで調製し，陽イオンの分離定量に応用している。フューズド

シリカキャピラリーをあらかじめ 1 M水酸化ナトリウム，水および 1 M塩酸で洗浄し，メタクリル酸

3-トリメトキシシリルプロピルアセトン溶液を満たし，60℃で 24時間反応させ，内壁にメタクリル基

を導入する。洗浄乾燥後，各種組成の SPMP，EDMAおよび細孔形成剤に重合開始剤（2,2’-アゾビスイ

ソブチロニトリル）を加えた溶液をキャピラリー内に満たし，60℃で 24時間重合を行った。SPMPと

EDMA の体積比を 3:1に保ち，モノマー（SPMP+EDMA）と細孔形成剤の体積比を 10:90から 40:60に変

えて重合した。その結果，モノマー（SPMP+EDMA）と細孔形成剤の体積比が大きくなるにつれて陽イオ

ン交換容量が大きくなること，また圧力損失が大きくなることが観察されている。反応温度を検討し

た結果，40℃ではモノリスが形成されなかった。50℃では低い圧力損失（0.3 MPa）を観察したのに対

し，80℃では圧力損失が増大し 1.2 MPaを与えている。反応時間について検討したところ，反応時間

が長いほど陽イオン交換容量が増大し，6時間の反応では 0.50 mequiv./mL であるのに対し，36時間

では 0.69 mequiv./mLであった。調製されたカラムによってナトリウムイオン，アンモニウムイオン

およびカリウムイオンの分離が達成されている。 

 第 5章では，本論文の結論および将来の展望について述べられている。 

 

 

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，提出された発表

論文２編は国外の英文論文誌に掲載予定であり，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 2月 9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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