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なぜ水中ベンゼンか

ベンゼン，トルエン，キシレンは，

BTXと総称される化合物で，化学構

造は似ていますが，その特性の違いか

ら，さまざまな工業分野（化学工業，

石油精製）などに広く利用され，ま

た，ガソリンなどにも含まれています．

しかしながら，この３種類の化合物の中

で，特にベンゼンは極微量であっても

健康被害を及ぼすことが知られていま

す．これまでの研究の結果から，先進

国においては，人口や生態系の環境に

影響を与えないように大気中や水中の

濃度上限に規制値や指針値を設定し

ています（表）．特にベンゼンは発がん

性があるため，数ppb（10－9）レベル

と低く抑えられています．BTXに対す

る標準的な測定手順は，ガスクロマト

グラフィー/質量分析法（GC/MS:

Gas Chromatography/ Mass Spec-

trometry）を組み合せた方法をベース

に開発されてきました．この手法は高

信頼性，高感度である反面，オンサイ

トでの測定が難しく，熟練したオペ

レータが必要な，分析コストのかかる

大型装置でした．

大気中のBTXは，主に水や大気を

汚染することが考えられますが，その

主要な排出源が車の排気ガスであるた

め，大きな問題と考えられています．

このことは車の交通量の多いところで

は，曝露量も高いといった関連性があ

ることからも明らかです．

オンサイトでBTX成分が同時に測定

できる，紫外吸収（UV）分光法を用

いた可搬型のセンサは，GC/MSの有

望な代替法になり得ます．このセンサ

は紫外領域においては，ほとんどの分

子は最外殻電子構造に応じた波長の

光を吸収します．複数成分の同時測定

では，検出対象とする分子の強い特性

吸収ピークに波長を合わせて測定を行

います．例えば，ベンゼン，トルエン，

オルトキシレンでは，化学構造が似てい

ます．にもかかわらず，230～290 nm

の領域（図１）では，帰属が明らかに

異なるピークが観測されるので，この

方法によって３成分を同時に検出する

ことができます．しかしながら，サンプ

ル内を進む光路長に制限があるため，

典型的な検出下限はppm（10－6）領

域でした．この検出下限をppt（10－12）

にまで引き下げ要求性能を満たすため

に，我々は，検出セルの前段に濃縮セ

ルを設置しました．濃縮セルは内部に

表面積が非常に大きなポーラス材料＊１

を収容したもので，サンプルガスが通

過する際に，目的とする検出分子をこ

のポーラス材料が大量に取り込みます．

一定時間サンプルガスを通過させた後

に濃縮セルを加熱すると，これまで取

り込んできた検出分子が一気に放出さ

れます．そして微量体積中に大量の分
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表　ベンゼン，トルエン，キシレン（３つの位置異性体すべて）の特性と日米欧における規制値
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子が放出されるため，濃度は1 000倍

から１万倍に達し，必要な時間をかけ

ることでpptレベルの検出が可能にな

ります．我々は数年前に，UV分光法

と濃縮法を組み合わせ，検出下限が

数ppbの要求性能を満たす，大気中

のBTX向けに可搬型センサを開発しま

した．

一方，水中に溶けているBTX成分

も多くの汚染の可能性を示唆していま

す．具体的には，工場からの漏洩によ

る流域河川の汚染，ガソリンスタンド

の地下タンクからの漏洩による飲料用

地下水網の汚染などが挙げられます．

BTX成分の水への溶解性は低く，

濃度も低いものの，表の各国の規制

値・指針値に記載されてるように，こ

の値が依然として重要であることを示

しています．

また，水質をモニタする標準的な手

法も前述と同じ技術をベースに開発さ

れてきたため，同様の限界があります．

今回我々は，これまで開発してきた

可搬型大気用BTXセンサを水系サン

プルに適用させるために，特別な追加

モジュールを開発しました．

UV分光法は水系サンプルでも利用

できますが，液相よりも気相のほうが

効率が高いです．そこで我々のシステ

ムの可搬性と高感度性を活かせる，感

度と選択性に特長のある２つの異なる

抽出システムを新たに開発しました．

さらに，大気用システムと同じ前段階

濃縮過程を効率的に使用するための

パッシブドライイングシステムを開発し

ました（図２）．

バブリング抽出モジュールによる

高感度化

前述のように，ベンゼン，トルエン，

オルトキシレンは水に対する親和性が

低いため，この３成分は分子が気液界

面に接近するとただちに蒸発が起こり

ます．バブリング抽出法は，BTX分子

の蒸発をより強めるために，気液界面

の面積を増やすことで，この特性を効

果的に利用しているのです．そのコン

セプト（1）を概説すると以下のようにな

ります．

密閉容器の液体サンプルの中にキャ

リアガスである空気を深く注入します．

気泡が液体の深いところで生成され，

表面へと上昇します．上昇過程におい

て，ベンゼン分子は気泡表面で蒸発

し，気泡内に濃縮されます．上部表面

に到達すると，気泡は内容物（ベンゼ

ン）を上部空間に放出し，そして徐々

に検出セルに移送されます．我々は，

小さな気泡を大量に発生させることで，

劇的に気液界面比を増やすことができ，

サンプル液体の全体積から，上部表面

への拡散の制限を受けずにベンゼンを

抽出することができました．図３はイ

オン交換水に溶解したBTXをバブリン

グ抽出法をベースにしたモジュールを

検出セルに接続して測定した結果です．

ベンゼン，トルエン，オルトキシレンの

各吸収ピーク253，267，272 nmの

ピークの高さの時間変化を，キャリア

ガスを流し始めた時点から測定したも

のです．図３全体についていえること
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図１　230 ～ 290 nm 領域におけるベンゼン，トルエン，オルトキシレンの 
　　　吸収スペクトル 
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は，BTXの３成分は皆，最初の数分

で最大値に達していることです．この

ように，BTX分子の抽出が非常に短

時間で起こり，時間とともに徐々に減

少していく傾向は，上部空間部のBTX

分子が徐々に検出部へ移送されるため

です．抽出のプロセスは簡単で高速で

あり，その結果，水中のBTXを高感

度に検出できるようになります．

しかし，この方法だけでベンゼンを

選択的に検出することは難しいのも事

実です．ベンゼンに限らず，トルエン，

オルトキシレンも水に対して低い溶解

性を示すため，これらの分子もバブリ

ング抽出法によって効率的に気相へ抽

出されます．さらに，トルエンはガソ

リン中において濃度がベンゼンの数倍

程度高く，吸収スペクトルの230～

290 nm領域において両者はオーバラッ

プしているのです．高濃度のトルエン

やオルトキシレンの共存下では，スペ

クトル分離に限界があり，ベンゼン

の濃度に誤差を生じる可能性があり

ます．
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図３　BTX サンプル溶液をバブリング抽出法で抽出し，UV 分光法による 
　　　連続測定を行った結果（濃縮処理はしていない） 
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図２　可搬型大気用 BTX センサに水用のモジュールを追加した模式図 
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チューブ抽出モジュールによる

高選択性化

ベンゼンに対する，より選択性の高

い代替の抽出方法として，浸透気化法

をベースにした方法が開発されまし

た（2）．この方法は膜が，液相の供給

と蒸発する気相の侵入を分離し，選択

性のあるバリアとして機能することを

利用しています．これは２つの異なる

基本的なプロセスが結びついたもので，

液体界面からは対象とする成分が膜を

通過して浸透し，気体界面では蒸発し

ます．各成分は膜を通過する際の移動

速度の違いにより分離され，膜材料と

強い親和性のある成分ほど，速く抽出

される水溶液中に溶解している微量な

有機物の分離には疎水性の膜が一般

的に用いられています．

図２の左下には，ガスの流入口と排

出口がチューブで接続され，液相と気

相間の選択的なバリアとして機能する

典型的なセットアップが示されていま

す．チューブの内側を流れている間に，

キャリアガスはチューブ壁を浸透して

きたベンゼン分子を集め，検出セルへ

と移動します．ここでは，安価でさま

ざまなサイズを容易に入手できるシリ

コンゴムチューブを浸透気化法の膜と

して用いました．濃度が既知のBTX溶

解液について測定を行い，その中から

ベンゼン，トルエン，オルトキシレンの

濃度がそれぞれ0.45，3.0，3.0 ppm

の典型的な例を図４に示します．この

実験において，抽出の特性は成分に

よって大きく異なり，ベンゼンは速い

ペースで抽出され，30分後には飽和状

態に達します．一方でトルエンはシリ

コンゴムから一定の遅い速度で徐々に

放出されます．オルトキシレンは膜で

完全にブロックされています．結論と

して，最初の15分以内では，ベンゼン

とトルエンでは初期濃度レベルに大き

な差異があっても，センサの応答は同

じオーダです．しかし，飽和状態では，

図３での値の最大値の2.8倍ほど下

回っていることから，結果的に感度の

観点からは，ロスが生じていることを

示しています．

濃縮セル用ドライモジュール

我々はこれまで，濃縮セルをガスセ

ンサに用いてきました．しかし，液相

からの抽出後，キャリアガスの相対湿

度（RH: Relative Humidity）は濃

縮セルの効率を妨害する飽和レベル近

くまで達しました．この問題を解決す

るために，キャリアガス中の水分子を

選択的に抽出するパッシブドライイン

グシステムを実装しました．ナフィオ

ン材料（3），＊２でできたチューブの中を

キャリアガスが流れていくうちにBTX

分子はチューブ内にとどまります．し

かし，相対湿度がナフィオン膜の両側

で異なるとき，水分子は相対湿度が平

衡状態になる方向に膜中を移動しま

す．前述したように，抽出によって

キャリアガスは人為的に高い相対湿度

になっており，ナフィオンチューブは余

分な水分子を取り除くことができ，理

論的には大気レベルまで戻すことがで

＊2 ナフィオン材料：イオン伝導性を持つポリ
マー．
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図４　BTX サンプル溶液をチューブ抽出法で抽出し ,　UV 分光法による 
　　　連続測定を行った結果（濃縮処理はしていない） 
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きます．この現象は浸透と呼ばれ，浸

透気化と同様の効果ですが，相変化は

起こしていません．

図５はバブリング抽出法と濃縮法を

組み合わせた方法によって感度が増幅

した典型的な例を示しています．５分

の短い濃縮時間にもかかわらず，応答

曲線の全域にわたり２桁以上低濃度側

にシフトしている（各データ点は図３

の最初の５分の積算に相当）ことか

ら，要求性能であるpptレベルに達し

ていることが分かります．チューブによ

る抽出でも同様の効果を確認しました

が，これによる性能向上は数ppbレベ

ルにとどまっていました．

今後の展開

我々は，大気用のBTXセンサに，１

つのモジュールを追加することで可搬

型で高感度な水用BTXセンサを開発

しました．

そしてアプリケーションに応じて２

種類の抽出システムを実装し，良好な

結果を得ました．高感度検出が何より

優先される場合は，バブリング抽出法

を採用すれば良いですし，センサ応答

は比較的高速で，感度は濃縮時間の

調整によりpptレンジに達します．ま

た，トルエンやオルトキシレンがベンゼ

ンの数倍の濃度で存在している状況で

ベンゼンの選択性が重要なときは，

チューブ抽出法の採用が望ましいです．

今後も国の規制値を満たす感度を有

し，リアルタイム，オンサイト測定を

可能にするセンサ性能を検証しデモン

ストレーションするために，多くの地

点で長時間のフィールドテストによる

検証活動が必要と考えます．
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図５　水中のベンゼンにバブリング抽出法，濃縮処理を行った効果 
　　　（濃縮時間５分） 
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