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P22~42	
	
フェネチルアルコール	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83
%8D%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3
%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB	
	
フェネチルアルコール		(phenethyl	alcohol)	とは、	芳⾹族	アルコール	の⼀種。	2-フェニル
エタノール	[6]	や	2-フェニルエチルアルコール	[3]	、	β-フェニルエチルアルコール	[5]	とも呼ば
れる。⽔にはわずかに溶ける	(2	mL/100	mL	H	2	O)	いっぽう、	エタノール	や	エーテル	とは
混和する。天然にバラなどにも含まれ、酒にも含まれ、⾹料、保存料などに利⽤される	
	
	
サリチル酸メチル	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%AB%E9%8
5%B8%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB	
サリチル酸メチル	（サリチルさんメチル、methyl	salicylate）は、	フェノール類	の⼀種で、
サリチル酸	の	カルボキシ基	に	メチル基	が結合した物質。サリチル酸と	メタノール	が脱⽔縮合
した	エステル	にあたる。特有の芳⾹があり、消炎作⽤をもつ。	
	
フェニルアセトアルデヒド	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%AB%E3%8
2%A2%E3%82%BB%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%92%
E3%83%89	

フェニルアセトアルデヒド		(phenylacetaldehyde)	は、	芳⾹族	アルデヒド	のひとつで、	アセト
アルデヒド	の	α⽔素	の1つが	フェニル基	で置換された構造を持つ。	

多くの種類の	昆⾍	（	チョウ⽬	、	ハチ⽬	、	甲⾍類	、	アミメカゲロウ⽬	）は、フェニルアセトア
ルデヒドを交信物質として利⽤している	[1]	。	マゴットセラピー	において抗菌作⽤を⽰すこと
も知られる	[2]	。	

タバコ	の⾹りを増すために加えられる。純粋なフェニルアセトアルデヒドの匂いは、蜂蜜の
よう、⽢い、バラの⾹り、みずみずしい、草の⾹り、と表現される。	ソバ	[3]	や	チョコレート
[4]	などの⾷品や植物にも含まれる。	ヒヤシンス	、	ナルシサス	、	アカシア	、	シクラメン	などの
フレグランス	、	ラズベリー	、	アンズ	、	サクランボ	、	スパイス	などの	フレーバー	の調合原料と
して⽤いられる	[5]	。	

	

	

	

	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B3%E9%A6%99%E6%97%8F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB#cite_note-6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB#cite_note-tci-3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB#cite_note-anzen-5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%BF%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%AB%E9%85%B8%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%AB%E9%85%B8%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%AB%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%82%AD%E3%82%B7%E5%9F%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E5%9F%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%92%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%92%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%92%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B3%E9%A6%99%E6%97%8F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%92%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%92%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%92%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%CE%91%E6%B0%B4%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%AB%E5%9F%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%86%E8%99%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6%E7%9B%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%81%E7%9B%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E8%99%AB%E9%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%A1%E3%82%AB%E3%82%B2%E3%83%AD%E3%82%A6%E7%9B%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%92%E3%83%89#cite_note-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B4%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%92%E3%83%89#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%99%E5%B7%BB%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%B0%E3%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%92%E3%83%89#cite_note-3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%92%E3%83%89#cite_note-4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%A4%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E5%B1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%99%E3%83%AA%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E8%BE%9B%E6%96%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%92%E3%83%89#cite_note-kogami-5
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⻘葉アルデヒド	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9-2-%E
3%83%98%E3%82%AD%E3%82%BB%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB	

トランス-2-ヘキセナール	（	trans	-2-Hexenal）は	脂肪族	アルデヒド	の⼀種。	異性体	の	シス-3-
ヘキセナール	とともに	⻘葉アルデヒド	の別名を持ち、	草	や	葉	の	におい	の主要な成分である。
天然には	キュウリ	や	トマト	、	キャベツ	などの	野菜	類、	リンゴ	や	バナナ	、	イチゴ	などの	果物	、
茶	葉などに存在する	[2]	。	カメムシ	の匂いの主成分でもある	[3]	。	消防法	による第4類危険物	第2
⽯油類に該当する	[1]	。	

	

バニリン	
https://kotobank.jp/word/%E3%83%90%E3%83%8B%E3%83%AA%E3%83%B3-115796	

化学式	C	8	H	8	O	3		。	ワニリン	ともいう。	バニラ	果のアルコール抽出物から得られたのでこの名
がある。	芳⾹	をもつ⽩⾊針状晶。	融点		81〜82℃。バニラ果，	安息⾹	，	ちょうじ油	などに含
まれているが，⼤量に⽤いられるので⼯業的に合成される。	オイゲノール	を異性化後に酸化
する⽅法，	サフロール	を出発原料とする合成法などが実施され，また針葉樹パルプ廃液中の
リグニン	から製造する⽅法も⾏われている。	

	

乳酸メチル	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%B3%E9%85%B8%E3%83%A1%E3%83%81%E3%8
3%AB	

乳酸メチル	（	英	:	methyl	lactate）は、化学式C	4	H	8	O	3	で表される	有機化合物	。R体・S体の	光
学異性体	がある。	

ニトロセルロース	や	アセチルセルロース	、	着⾊料	などの溶剤	[1]	や、洗浄剤・合成原料として
⽤いられる	[2]	。近年では、	蚊	の誘引剤としての利⽤も研究されている	[3]	。	

	

アセトイン	
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%
B3-761013	

C	4	H	8	O	2	(mw88.11)．CH	3	CH(OH)COCH	3	．	アセチルメチルカルビノール	ともいう．	バター	製
造過程のクリームの熟成中にバター脂に	バクテリア	が作⽤して⽣成する	物質	．バターに⾵味
を与える物質の⼀つである	ジアセチル	の前駆体となる．	

	

	

	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9-2-%E3%83%98%E3%82%AD%E3%82%BB%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9-2-%E3%83%98%E3%82%AD%E3%82%BB%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%82%E8%82%AA%E6%97%8F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%92%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%B0%E6%80%A7%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%B9-3-%E3%83%98%E3%82%AD%E3%82%BB%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%B9-3-%E3%83%98%E3%82%AD%E3%82%BB%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A6%E3%83%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%99%E3%83%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E8%8F%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%9C%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9-2-%E3%83%98%E3%82%AD%E3%82%BB%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB#cite_note-kogami-2
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%B3%E9%85%B8%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%B3%E9%85%B8%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%AD%A6%E7%95%B0%E6%80%A7%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%AD%A6%E7%95%B0%E6%80%A7%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9D%80%E8%89%B2%E6%96%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%B3%E9%85%B8%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB#cite_note-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%B3%E9%85%B8%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB#cite_note-musashino-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%B3%E9%85%B8%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB#cite_note-3
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%B3-761013
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%B3-761013
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB-761008
https://kotobank.jp/word/%E3%83%90%E3%82%BF%E3%83%BC-114595
https://kotobank.jp/word/%E3%83%90%E3%82%AF%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2-600391
https://kotobank.jp/word/%E7%89%A9%E8%B3%AA-125155
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%AB-71704
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フラボノール配糖体	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%8E%E3%83
%BC%E3%83%AB	

フラボノール	（flavonol）類は、	3-ヒドロキシフラボン	（IUPAC名:	3-ヒドロキシ-2-フェニル
クロメン-4-オン）⾻格を有する	フラボノイド	の⼀群である。	フェノール性	OH	基の位置によ
り様々なバリエーションがある。フラボノールは、フラボノイドの⼀種である	フラバノール
（flavanol、	カテキン	など）とは異なる。	

フラボノール類は様々な果実および野菜に存在する。⻄洋⼈では、⼀⽇のフラボノール類摂

取量は	20-50	mgと推定されている。摂取量は取る⾷品の種類に依存して様々である	[1]	。	

フラボノール類（およびグルコース配糖体）の	互変異性	によって誘導される⼆重	蛍光	現象
（励起状態プロトン移動;	ESIPTによって起こる）は、植物の	紫外線	防御ならびに	花⾊	（	英
語版	）に寄与している	[2]	。	

	

	

フラボン配糖体	
http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%B3	

フラボノイド類のなかの⼀群の化合物であるフラボンは，2-フェニルクロモン
(2-phenylchromone)を基本⾻格としてもつ化合物で，3位の炭素原⼦は⽔酸基で置換されて
はいない．狭義のフラボン(2-フェニルクロモン)はサクラソウ科のプリムラ属の植物などで
葉や茎の表⾯に⽩⾊粉末状の被覆物として⾒いだされる．⼀般には基本⾻格の炭素原⼦に

種々の置換基が結合して，⽔酸基化，O-メチル化，C-メチル化，メチレンジオキシ化，イ
ソプレニル化などが起こっている．このため，フラボンは置換基の位置や数によりさらに細

かく分類されており，アピゲニン(5,7,4'-trihydroxy-fla	v	o	ne)やルテオリン(5,7,3'，
4'-tetrahydroxy-fla	v	o	ne)などは代表的フラボンである．これら広義のフラボンは通常は配糖
体として存在するが，さらにO-配糖体やC-配糖体に分けられ，前者は約850，後者は約400
の化合物が知られている．⼀般にフラボン配糖体は植物体のほとんどどこにでも存在し，植

物細胞の液胞中に溶けているが，特別な例として葉の表⾯や芽を包む油性分泌物中に遊離の

⾮配糖体フラボンとして⾒いだされる場合もある．フラボンの溶液は薄い⻩⾊ないしほとん

ど無⾊である．フラボンの⽣理作⽤としては，植物に有害な紫外線の吸収，ある種のチョウ

の産卵の刺激，マメ科植物の根粒形成シグナルなどがあげられ，また⼈体に対する⽣理活性

として利尿作⽤などをもつものもある．	

	

	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/3-%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AB%E5%9F%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%90%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%AD%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB#cite_note-Cermak06-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%92%E5%A4%89%E7%95%B0%E6%80%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9B%8D%E5%85%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%AB%E5%A4%96%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%89%B2%E7%B4%A0&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_pigment
https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_pigment
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB#cite_note-2
http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%B3
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ウーロンテアニン	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%83%8F%E9%BE%8D%E8%8C%B6	

ウーロン茶重合ポリフェノール（Oolong	Tea	Polymerized	Polyphenols；OTPP）という烏
⿓茶特有の	ポリフェノール	が含まれており、これは	脂肪	の吸収を抑え、脂肪分解を促進する
働きがあるため、	ダイエット	によいとされる	[4]	。近年ではその効果が注⽬され、	健康⾷品	と
しても飲⽤される。	サントリー	は	2006年	に	特定保健⽤⾷品	として	⿊烏⿓茶	を発売した。	カ
フェイン	が含まれるため興奮作⽤や利尿作⽤がある。他にも消化を助けるほか、体を温める
作⽤があり、冷え性対策にも有効とされる	[5]	。	

また、飲む以外に、烏⿓茶が油を分解する効果をつかって、⾞のガラスの油膜取りなどの⽤

途にも使うことができる。	

	

エピテアフラガリン	

https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2013179849	

エピテアフラガリン類は、⾼い	抗酸化能	、	膵リパーゼ	阻害	による	中性脂肪吸収抑制作⽤	、糖
の吸収	抑制作⽤	、	がん	転移抑制	作⽤など、	⽣活習慣病	や	メタボリックシンドローム	を抑制す
る優れた機能が確認されている（例えば、特許⽂献１）。さらに	⼝腔	関連では、	⾍⻭	、	⻭周
病予防作⽤	を⽰すことが明らかになっている（例えば、特許⽂献２、３）。	

	

4-ヘプタジエナール	

https://www.weblio.jp/content/2%2C4-%E3%83%98%E3%83%97%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%8

2%A8%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB	

https://www.takarashuzo.co.jp/products/seasoning/basicinfo/001.htm	

分⼦式	：	 C	7	H	10	O	

その他の名称	 2,4-Heptadienal	

体系	名：	 2,4-ヘプタジエナル	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%83%8F%E9%BE%8D%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%82%E8%82%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%83%8F%E9%BE%8D%E8%8C%B6#cite_note-4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E9%A3%9F%E5%93%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E4%BF%9D%E5%81%A5%E7%94%A8%E9%A3%9F%E5%93%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%83%8F%E9%BE%8D%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%83%8F%E9%BE%8D%E8%8C%B6#cite_note-5
https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2013179849
https://astamuse.com/ja/keyword/13651224
https://astamuse.com/ja/keyword/11913881
https://astamuse.com/ja/keyword/12217532
https://astamuse.com/ja/keyword/13045217
https://astamuse.com/ja/keyword/265866
https://astamuse.com/ja/keyword/12321
https://astamuse.com/ja/keyword/409869
https://astamuse.com/ja/keyword/11697372
https://astamuse.com/ja/keyword/10600568
https://astamuse.com/ja/keyword/207287
https://astamuse.com/ja/keyword/389350
https://astamuse.com/ja/keyword/13830074
https://astamuse.com/ja/keyword/13830074
https://www.weblio.jp/content/2%2C4-%E3%83%98%E3%83%97%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB
https://www.weblio.jp/content/2%2C4-%E3%83%98%E3%83%97%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB
https://www.takarashuzo.co.jp/products/seasoning/basicinfo/001.htm
https://www.weblio.jp/content/%E5%88%86%E5%AD%90%E5%BC%8F
https://www.weblio.jp/content/10
https://www.weblio.jp/content/%E4%BD%93%E7%B3%BB
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レバー臭	…	アルデ

ヒド類（2,4-ヘプタ

ジエナール	

2−ペンテン−1−

オール	

http://www.fsc.go.jp/ii

nkai/i-dai324/dai324k

ai-siryou2-1.pdf	

	

	

⾼速液体クロマトグラフィー	

h	ttps://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%B6%B2%E4%BD%93%E3%82

%AF%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E

3%82%A3%E3%83%BC	

http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai324/dai324kai-siryou2-1.pdf
http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai324/dai324kai-siryou2-1.pdf
http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai324/dai324kai-siryou2-1.pdf
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%B6%B2%E4%BD%93%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%B6%B2%E4%BD%93%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%B6%B2%E4%BD%93%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%B6%B2%E4%BD%93%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC
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英：High	Performance	Liquid	Chromatography	 英略語：HPLC	 独：

Hochleistungsflüssigkeitschromatografie	 仏：chromatographie	liquide	haute	performance	

	 ⾼速液体クロマトグラフィーとは、物質が固定相（	カラム	）とこれに接して流れる移

動相（液体）との親和⼒の違いから⼀定の⽐率で分布し、その⽐率が物質によって異な

る事を利⽤して分離する⽅法である。移動相を⾼圧で流すことで⾼い分離および感度を

得ることができ、固定相、移動相、検出器の組み合わせにより様々な物質の分析を⾏う

ことが可能である。脳科学分野においても各種	神経伝達物質	や	タンパク質	、	ペプチド	の

分析など、幅広く利⽤されている。	

	

	

ガスクロマトグラフィー	

https://www.mst.or.jp/method/tabid/132/Default.aspx	

ガスクロマトグラフィー（GC）は、クロマトグラフ法の⼀種に分類され、固定相に対する

気体の吸着性あるいは分配係数の差異等を利⽤し、成分を分離する⼿法です。�

ガスクロマトグラフィー質量分析法（GC/MS）は、GCで分離した成分の検出に質量分析

計を⽤いることで、質量情報から成分の定性及び定量を⾏うことが可能です。�

�

光電分光⾼度計	

https://kotobank.jp/word/%E5%85%89%E9%9B%BB%E5%85%89%E5%BA%A6%E8%A8%
88-62825	

物質を透過した光の強さを	光電管	または光電池により電気信号に変換し、電流値もしくは電
圧値をメーターで読み取るかあるいは記録する⽅式の	光度計	を総称して光電光度計という。
光電光度計には⼤別して次の⼆つのタイプがある。⼀つは単⾊光器（モノクロメーター）と

して精密なプリズム分光器や回折格⼦分光器を備えた光電光度計で、これを光電分光光度計

という。他は簡単なフィルターを⽤いて、ある幅をもつ波⻑帯の光を得るようなフィルター

型光電光度計である。後者のタイプのものを	光電⽐⾊計	photoelectric	colorimeterという。装
置の主要部分は光源部、単⾊光部、光量調節部、試料室セル部、光電変換部、検出部からな

る。［成澤芳男］	

	

	

	

http://en.wikipedia.org/wiki/JA:%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC
https://bsd.neuroinf.jp/w/index.php?title=%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E4%BC%9D%E9%81%94%E7%89%A9%E8%B3%AA&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/JA:%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA
http://en.wikipedia.org/wiki/JA:%E3%83%9A%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%89
https://www.mst.or.jp/method/tabid/132/Default.aspx
https://kotobank.jp/word/%E5%85%89%E9%9B%BB%E5%85%89%E5%BA%A6%E8%A8%88-62825
https://kotobank.jp/word/%E5%85%89%E9%9B%BB%E5%85%89%E5%BA%A6%E8%A8%88-62825
https://kotobank.jp/word/%E5%85%89%E9%9B%BB%E7%AE%A1-62821
https://kotobank.jp/word/%E5%85%89%E5%BA%A6%E8%A8%88-62946
https://kotobank.jp/word/%E5%85%89%E9%9B%BB%E6%AF%94%E8%89%B2%E8%A8%88-1314942
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キャピラリー電気泳動法	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%94%E3%83%A9%E3%8
3%AA%E3%83%BC%E9%9B%BB%E6%B0%97%E6%B3%B3%E5%8B%95	

キャピラリー電気泳動	（-でんきえいどう）は⽑細管（キャピラリー）内で	電気泳動	を⾏う
⽅法である。	

無担体電気泳動（	ゲル	などの担体を⽤いず溶液状態で⾏う電気泳動）では	ジュール熱	によっ
て	対流	が起こりやすく、物質の安定した分離を⾏う上で不都合である。しかし⼗分に細い⽑
細管を使えば対流を防ぐことができ、発⽣するジュール熱の放熱も容易なことから、物質の

分離に⽤いることができる。	

この⽅法を応⽤した例として、⾃動	塩基配列	解析装置（	DNAシーケンサー	）がある。この装
置では特殊な	⾼分⼦	の⽔溶液を充填した⽑細管内で	分⼦ふるい	効果を作り、試料中の	DNA
をその塩基数の順に分離することができる。	

また、	光学異性体	の分離にも有利な⼿法であることから、薬学や⾷品分野への応⽤が進んで
いる。	

	

バイオセンサー	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%82%BB%E3%8
3%B3%E3%82%B5%E3%83%BC	

バイオセンサ		(biosensor)	は、⽣体起源の分⼦認識機構を利⽤した化学センサの総称	[1]	。す
なわち、	酵素	や	イオンチャネル	などにより	基質特異的	な物質の変化移動に伴う、	化学ポテン
シャル	、	熱	あるいは	光学	的な変化を信号変換器で	電気信号	へ変換する	装置	である。	

例えば、	イオン感応性電界効果トランジスタ	(ISFETセンサ)に酵素膜を被覆し、	酵素反応	に
よりイオン種濃度（例えばH	+	）が膜内に増加するように素⼦を作成すると、そのセンサは
試料中に挟雑物中が多くとも、その酵素に特異性を持つ基質の濃度に⽐例した電気信号を得

ることができる。	

バイオセンサの原理は1962年に	リーランド・クラーク	（	英語版	）により提唱され、最初の
論⽂は1967年にアップダイクとヒックにより報告された	[2]	。その報告は、酵素（グルコース
オキシダーゼ	）をゲルを使って担持した電極により基質（グルコース）の有無を検出する系
についてであった。	
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近⾚外分光分析法	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E8%B5%A4%E5%A4%96%E7%B7%9A%E5%8
8%86%E5%85%89%E6%B3%95	

近⾚外線分光法		(きんせきがいせんぶんこうほう)	は、	近⾚外線	領域での	分光法	である。測
定対象に近⾚外線を照射し、吸光度の変化によって成分を算出する。特⻑として、近⾚外線

は中⾚外線・遠⾚外線と⽐較して吸収が極めて⼩さいため、切⽚等を作成することなく、⾮

破壊・⾮接触での測定が可能なことが挙げられる。	

実⽤化のための難点としては、近⾚外線分光法では倍⾳・三倍⾳を観測すること、光の吸収

は様々な要因が複合しているために成分との直接的な関連付けが困難なことなどがあった。

しかし、コンピュータの低価格化と多変量解析(ケモメトリックス)の発達により、定量分析
に応⽤することが可能となった。	

上述のように⾮破壊・⾮接触測定が可能なこと、化学分析に⽐べ迅速に測定結果が求められ

ること、マイクロウェーヴなどと⽐較し装置が安価なことから、幅広い分野で⽤いられ、以

下に⽰すように様々な応⽤がなされている。英語	near-infrared	spectroscopy	を省略して
NIRS	とも呼ばれる。	

	

吸収現象	

https://www.titech.ac.jp/news/2014/028654.html	

東京⼯業⼤学⼤学院理⼯学研究科の平⽥修造助教とバッハ・マーティン教授らは、太陽光な

どの弱い⾮コヒーレント	[⽤語1]		連続光	[⽤語2]		でも、光の照射強度が強くなるに従い、吸収
効率が⼤きく増加する材料の開発に成功した。⽣体内に含まれるヒドロキシステロイド	[⽤
語3]		の中に光増感剤	[⽤語4]		と縮環芳⾹族	[⽤語5]		を分⼦レベルで分散することにより実現し
た。	

この材料に光を照射すると、縮環芳⾹族の励起状態	[⽤語6]		が蓄積され、蓄積された励起状
態が光をさらに効率よく吸収することにより、吸収効率の⼤きな上昇が⽣じることを確認し

た。光の強さに応じて⾊の濃さが変化する⾊剤や調光素⼦	[⽤語7]		など、新しい光学材料へ
の応⽤が期待される。	

従来、光の照射強度の増加とともに吸収効率が増加する現象は、⼤型かつ⾼強度のレーザー

パルス	[⽤語8]		を照射した時にのみ⽣じるものとして知られていた。今回の研究では⾮コ
ヒーレント連続光で、その現象が⽣じる材料を開発した。	
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研究は⽇本学術振興会、住友財団、コスメトロジー研究振興財団、科学技術振興機構、新化

学技術推進協会の⽀援で⾏った。成果は国際学術雑誌「ネイチャーマテリアルズ	(Nature	
Materials)	」のオンライン版に9⽉7⽇、掲載された。	

	

中世デタージェント繊維(NDF)	

http://www.jakks.jp/feed/single/singlefeed29.html	

中性デタージェント繊維。NDFは、ヘミセルロース・セルロース・リグニンおよび熱変性蛋
⽩質よりなる。従来の⼀般分析法によれば、可溶無窒素物の中に糖類・デンプンのような易

消化性の物質とともにリグニンのような難消化性の物質が含まれることになるので、特に粗

飼料の栄養価を化学分析の上によって推定するには不都合であったが、NDFを定量する⽅法
によれば、易消化性の細胞壁物質と難消化性の細胞壁物質とに分画できる点がすぐれてい

る。	

	

灰分	

https://kotobank.jp/word/%E7%81%B0%E5%88%86-458392	

１		物が燃え尽きたあとに残る不燃性の鉱物質。はい。	

２		栄養学で、⾷品成分として含まれる鉱物質。	カルシウム	・鉄・	ナトリウム	など。	ミネラ
ル	。	

	

nm	ナノメートル	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%8
3%88%E3%83%AB	

ナノメートル	（nanometre、記号:		nm	）は、	国際単位系	の⻑さの単位で、10	−9	メートル		(m)	
=	10	億	分の1メートル。	

SI基本単位	であるメートルに、基礎となる単位の10	−9	の量である事を⽰す	SI接頭辞	の	ナノ	を
付けたものである。	

● 1	nm	=	0.001		µm		=	0.000001		mm	
● 1	nm	=	10		Å	

ピコメートル		≪		ナノメートル		≪		マイクロメートル	

光	の	波⻑	（100	-	1000	nmオーダー）や、	原⼦	・	分⼦	の構造（0.1	-	10	nmオーダー）などを
表すのに使われる。	

	

http://www.jakks.jp/feed/single/singlefeed29.html
https://kotobank.jp/word/%E7%81%B0%E5%88%86-458392
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0-47649#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0-108268#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB-639337#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB-639337#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8D%98%E4%BD%8D%E7%B3%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%84%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/SI%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8D%98%E4%BD%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/SI%E6%8E%A5%E9%A0%AD%E8%BE%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A2%E9%95%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90


2019/8/21 【完了】茶の化学2_1茶の淹れ⽅ - Google ドキュメント

https://docs.google.com/document/d/1EYa0Oci86gO9bV98GJaWhUdAjN0frD60Np7MjL3iwT0/edit 10/43

連続波⻑⽅式	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC#%E6%
B3%A2%E9%95%B7%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%88%86%E9%A1%9E	

波⻑による分類	[	編集	]	

レーザーは発振される光の波⻑によって分類することも出来る。	

多くの場合、使⽤されるレーザー媒体によって、レーザーの発振波⻑はほぼ決まる。多くの

レーザー媒体は、ごく限定された波⻑範囲でしか利得を持たないからである。ただし、⾊素

レーザーや	チタンサファイアレーザー	など、広い波⻑範囲で利得を持つ媒体も存在する。こ
れらの場合は共振器の	Q値	の分光特性や、利得スペクトルの形状などにより発振波⻑が決ま
る。また	⾃由電⼦レーザー	では、媒質となる電⼦ビームの利得波⻑を⾃由に選ぶことが出来
るため、任意の波⻑で発振することができる。	

⾚外線	レーザー	

波⻑によっては、⼤気中での減衰が最も⼩さい	

可視光線	レーザー	

当たった場所を視認することが出来るので	レーザーポインター	などに使⽤されている。	

紫外線	レーザー	

X線	レーザー	

軌道電⼦の遷移を起源とするものをX線と呼ぶため、レーザーの原理上は	ガンマ線	の領
域であっても硬X線レーザーと呼ぶ。	

⼤気中での伝送に適した波⻑	[	編集	]	

⼤気中に伝播するレーザー光は、気体分⼦による吸収や	散乱	により減衰される。気体分⼦に
よる吸収の少ない波⻑は可視〜⾚外領域の⼀部に存在し、	⼤気の窓	と呼ばれる。⼀⽅、気体
分⼦による散乱は波⻑が⻑い光ほど少なくてすむ。このため、⼤気中で⻑距離を伝送する⽤

途には、⼤気の窓の中に発振波⻑をもつ⾚外線レーザーが⽤いられる。たとえば	炭酸ガス
レーザー	は、⼤気中の伝送させる⽤途によく⽤いられるレーザーのひとつである。	

X線	の⾼出⼒レーザーを空気中に照射すると、気体分⼦をプラズマ化させ、プラズマから放
射される光を⾒ることができる。このとき、レーザーのエネルギーは、空気をプラズマ化さ

せることに使われて激しく減衰してしまい、⻑距離を伝播させることは難しい。	
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E9%85%B8%E3%82%AC%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/X%E7%B7%9A
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固定フィルター	

https://www.monotaro.com/s/c-85231/	

カートリッジフィルターとは、⼯業⽤⽔や井⼾⽔、鉄サビなどのろ過を⾏う際に使⽤する

フィルターです。ポリプロピレン製で、耐薬品性に優れています。カートリッジフィルター

にはさまざまな種類があり、臭いの除去に優れた過活性炭のフィルターや液体⽤や⽯油燃料

専⽤のものなど、⽤途によって使い分けが可能。また⽷状に巻き上げられたフィルターの場

合は、ろ過する液体が渦巻状に通過していくので、フィルターの寿命が⻑く不純物をうまく

取り除いてくれるのが特徴です。	

	

チョッパーホイル	

https://astro-dic.jp/chopper-wheel-method/	

電波天⽂学で⽤いられる、天体の	アンテナ温度	の代表的な強度校正法の⼀つ。「吸収体
を⽤いた電波強度校正法」または「R-sky（アール・スカイ）法」ともいわれる。利得が⼗
分な精度で安定しない受信機を天体からの微弱な信号強度の測定に⽤いる場合、⼊⼒が０で

も受信機⾃⾝が発⽣する	雑⾳	があるため、出⼒は０とならない。このため、2つ以上の強度
が既知の雑⾳源を測定して随時	校正	する必要があるが、その場合でも⼤気の吸収と放射の効
果を補正する必要がある。しかしながら、等温の⼤気をモデルを考え、それと同じ温度の熱

雑⾳を放つ電波吸収体を校正源として、ON-OFF観測を⾏うと、⼤気の吸収を補正した⼤気

外でのアンテナ温度	 	を次式で得ることができる。	

	

ここで、変数	 、 、 	はそれぞれ天体とそれに隣接した⼤気放射および電波吸
収体を⼊⼒した際の受信機出⼒を⽰す。	

校正⽤の電波吸収体は常温で放置したものを⽤いることが多い。⼊⼒を素速く切り替え

られるように、電波吸収体は受信機への⼊⼒光路の途中に出し⼊れ可能に設置したり、可動

式の反射鏡で⼊⼒を切り替えたりする。チョッパーホイール法は簡便な⽅法であるにもかか

わらず、電波吸収体と⼤気の温度差が⼩さい場合は精度良くアンテナ温度を決定できるの

で、多くの電波望遠鏡で利⽤されている。ウーリック（B.	Ulich）とハース（R.	Haas）に
よって考案された。	

	

	

	

https://www.monotaro.com/s/c-85231/
https://astro-dic.jp/chopper-wheel-method/
http://astro-dic.jp/antenna-temperature/
http://astro-dic.jp/noise/
http://astro-dic.jp/calibration/
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単⾊光	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%98%E8%89%B2%E5%85%89	

単⾊光	（たんしょくこう）とは、1つの振動数または	波⻑	のみからなる	光	の波のことであ
る。	⾚	なら⾚⼀⾊、	緑	なら緑⼀⾊の振動数の波しか含まず、	プリズム	などの	分光器	によって
これ以上分解されない。	

光は	波⻑	で特徴づけられる。異なる	⾊	の光は異なる波⻑を持つ。	太陽	、⽩⾊電球の	フィラメ
ント	など、通常の光源から放射される光はさまざまな波⻑の混合である。プリズムなどで分
解することによって、さまざまな波⻑の光がまざっていることが確認できる。	

	

試料セル	

https://www.an.shimadzu.co.jp/uv/support/faq/op/liquid.htm	

液体試料を⼊れて測定に⽤いる試料セルには，図に⽰すように10種類の形状がありま
す。標準的に⽤いるのは光路⻑10mmの⾓型セルですが，試料の吸収が⼩さい時には光路⻑
の⻑いもの，吸収が⼤きい時には光路⻑の短いものを⽤います。	吸収強度(吸光度)と光路⻑
の間には次の関係がありますので，これにより光路⻑を決めることができます。	

吸光度Ａ＝Ｅ・Ｃ・ℓ	

	 Ｅ：吸光係数，	

	 Ｃ：試料の濃度，	

	 ℓ：光路⻑	

また，密栓付きセルは揮発性の液体測定に，ミクロセルは試料量が少ない時に使⽤しま

す。	試料セルには材質により次の3種類があり，測定できる波⻑範囲が決まっています。	

	 ⽯英(Sセル)：190〜2500nm，	

	 ガラス(Gセル)：320〜2500nm，	

	 ⽯英(IRセル)：220〜3200nm	

	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%98%E8%89%B2%E5%85%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A2%E9%95%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%85%89%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A2%E9%95%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%99%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88
https://www.an.shimadzu.co.jp/uv/support/faq/op/liquid.htm
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検量線回帰式	

http://minato.sip21c.org/humeco/calcurve.pdf	

回帰直線は，2	つの変数間の関係を散布図として描いたときに，両者の間に直線的な関係が
あるようにみえ	ることを前提として，縦軸の変数	(y)	のばらつきを，横軸の変数	(x)	のばら
つきによって説明しようとする考	え⽅である。その意味で，縦軸の変数を⽬的変数（ある
いは従属変数），横軸の変数を説明変数（あるいは独	⽴変数）と呼ぶ。なるべく偏りがな
いように，測定点にみられる直線的な関係をうまく表すような直線の式を	推定するため，
最⼩⼆乗法を⽤いるのが普通である。	
	
	
静岡製機	
	
https://www.shizuoka-seiki.co.jp/	
	
静岡製機(株)SHIZUOKAは、静岡県に本社を置く農業⽤機器、⾷品分析機、環境機器を製
造・販売するメーカーです。	
	
ナトリウムイオン	
	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%8
3%A0	
トリウム	（	独	:	Natrium		[ˈnaːtriʊm]	、	羅	:	Natrium）は	原⼦番号		11	の	元素	、およびその単体⾦
属のことである。	ソジウム	（	ソディウム	、	英	:	sodium		[ˈsoʊdiəm]	）、	ソーダ	（	曹達	）ともい
う。	元素記号			Na	。	原⼦量		22.99。	アルカリ⾦属	元素、	典型元素	の⼀つ。	

ナトリウムという名称は、天然炭酸ソーダを意味する	ギリシャ語	の	νίτρον	[2]	、あるいは	ラテ
ン語	の		natron	（	ナトロン	）	[3]	に由来するといわれている。	

ドイツ語	では	Natrium、	英語	では	sodium	と呼ばれる。いずれも近代にラテン語として造語
された単語である（現代ラテン語では	natrium	が使われる）。	⽇本	にはドイツ語から輸⼊さ
れ、ナトリウムという名称が定着した。	元素記号	はドイツ語から		Na		になった⼀⽅、	IUPAC
名	は英語から	sodium	とされている。	

⽇本では、	医	薬学	や	栄養学	などの分野で	ソジウム	（	ソディウム	、	英	:	sodium		[ˈsoʊdiəm]	）と
も⾔う。⼯業分野では（特に化合物中において）	ソーダ	（	曹達	）と呼ばれている	[※	1]	。	

常温、常圧での結晶構造は、BCC	構造（体⼼⽴⽅構造）。	融点	は98	℃で、	沸点	は883℃
（他に883	℃、881	℃という実験値あり）。⽐重は0.97で、わずかに	⽔	より軽い。	

⾮常に反応性の⾼い	⾦属	で、	酸	、	塩基	に侵され、⽔と激しく反応する。下記に⽰される化学
反応過程を経て⽔酸化ナトリウムとなるため、素⼿で触ると⼿の表⾯にある⽔分と化合し⽔

酸化ナトリウムとなって⽪膚を侵す。さらに	空気	中で容易に	酸化	されるため、保存する時は
灯油	に浸ける。後述化学反応に⽰すようにアルコール等の	プロトン溶媒	とも反応するが	エー
テル	や灯油とは反応しないため、灯油等を保存液体として使⽤する。	イオン化	する時は⼀価
の	陽イオン	になりやすい。	炎⾊反応	で	⻩⾊	を呈する。	

http://minato.sip21c.org/humeco/calcurve.pdf
https://www.shizuoka-seiki.co.jp/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E8%AA%9E
https://en.wikipedia.org/wiki/WP:IPA_for_German
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%86%E3%83%B3%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%95%AA%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E8%A8%98%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E7%B4%A0%E8%A8%98%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E9%87%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC1%E6%97%8F%E5%85%83%E7%B4%A0#%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%AA%E9%87%91%E5%B1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B8%E5%9E%8B%E5%85%83%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%A3%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%86%E3%83%B3%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%86%E3%83%B3%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0#cite_note-3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E7%B4%A0%E8%A8%98%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/IUPAC%E5%90%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/IUPAC%E5%90%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%84%E9%A4%8A%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E8%A8%98%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0#cite_note-4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9E%8D%E7%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B8%E7%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E5%B1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%9F%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E6%B0%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AF%E6%B2%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%88%E3%83%B3%E6%BA%B6%E5%AA%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%AB_(%E5%8C%96%E5%AD%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%AB_(%E5%8C%96%E5%AD%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%BD%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%8E%E8%89%B2%E5%8F%8D%E5%BF%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E8%89%B2
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消防法	第2条第7項及び別表第⼀第3類1号により第3類	危険物	に指定されている。	

200		G	Pa	（約200万	気圧	）の	⾼圧	下では、	結晶構造	が変化し、	⾦属光沢	を失い	透明	になる	[	

	
簡易型イオンメーター	
https://www.suzuken-ltd.co.jp/product/c02/d02/	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E9%98%B2%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AE%E3%82%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%AB_(%E5%8D%98%E4%BD%8D)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E5%9C%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%9C%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E6%99%B6%E6%A7%8B%E9%80%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E5%B1%9E%E5%85%89%E6%B2%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%8F%E6%98%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0#cite_note-6
https://www.suzuken-ltd.co.jp/product/c02/d02/
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核酸系化合物	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%82%B7%E3%83%B3%E9%8
5%B8	

イノシン酸	（イノシンさん、inosinic	acid）は、	ヌクレオチド	構造を持つ有機化合物の⼀種
である。	ヒポキサンチン	（6-ヒドロキシプリン）と		D-リボース	と	リン酸	各1分⼦ずつで構成
されたリボヌクレオチドで、	イノシン	5'-リン酸	、	イノシン	5'-モノリン酸	、	イノシン⼀リン
酸	などとも呼ばれ、	IMP		と略記される。主に⾁類の中に存在する	天然化合物	である。	

呈味性ヌクレオチド	の1つであり、⽇本では	鰹節	に含まれる	うま味	成分のひとつとして語ら
れることが多い。	

致死量はLD50=14.4g/kgである。	

イノシン酸は、リボース5-リン酸から出発して	プリン	ヌクレオチド（	アデノシン⼀リン酸	
(AMP)、	グアノシン⼀リン酸		(GMP)）へ⾄る	プリンヌクレオチド⽣合成	において、分岐点に
あたる中間体である。イノシン酸から、AMP	へ⾄る経路と	GMP	へ⾄る経路が分かれてい
る。	

また、アデノシン⼀リン酸を分解して	尿酸	とする経路の中では、アデノシン⼀リン酸に脱ア
ミノ酵素（デアミナーゼ）が作⽤してイノシン酸が⽣じる。	

	
フェオフィチン	
	
http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%AA%E3%83%95%
E3%82%A3%E3%83%81%E3%83%B3	
クロロフィルから中⼼に位置するMg原⼦が外れた分⼦．	クロロフィル	a	はフェオフィチンa
，	クロロフィル	b	はフェオフィチンbとなる．	光化学系Ⅱ反応中⼼	には2分⼦のフェオフィチ
ンaが存在しており，このうちの1分⼦が	⼀次電⼦受容体	(A)として機能する．その酸化還元
電位は約-0.6Vである．	
	
重炭酸アンモニウム	
	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E9%85%B8%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E3%8
2%A2%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0	

炭酸⽔素アンモニウム	(たんさんすいそ	-、英語	Ammonium	hydrogen	carbonate)は、	分⼦式	
NH	4	HCO	3		で表される	化学物質	。	重炭酸アンモニウム	(じゅうたんさん	-、英語	Ammonium	
bicarbonate)、	重炭安	(じゅうたんあん)ともいう。	CAS登録番号		1066-33-7。	

分⼦量		79.06	g/mol	、	密度		1.586	g/cm	3	。⽔に可溶	(20℃で17.4％	)	。	アセトン	、	アルコール
に不溶。⽔に溶解すると、	加⽔分解	のために、弱	アルカリ性	を呈する。	

固体は58℃、⽔溶液は70℃に	加熱	することで	アンモニア	、	⼆酸化炭素	、	⽔	の3つの物質に分
解する。	気体	(	泡	)となるため	⾷品	の	膨脹剤	として、⼩⻨粉製品等に添加して⽤いられる。		炭
酸⽔素ナトリウム	(重曹)よりも低温で多量のガスを発⽣させるので、発泡倍率を上げること
ができる。	
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アンモニウムイオン	
	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%8
2%A6%E3%83%A0	
アンモニウム	(ammonium)は、化学式NH	4	

+	の	分⼦イオン	である	[1]	。		アンモニア	(NH	3	)の	プロ
トン化	によって形成される。	アンモニウムは、NH	4	

+	の1つ以上の	⽔素	原⼦が有機基に置き換
わってできる、陽電荷を持った、またはプロトン化置換基を持つ	アミン	や、	第四級アンモニ
ウムカチオン	(NR	4	

+	)に対する⼀般名でもある。	

アンモニアの	窒素	原⼦の	孤⽴電⼦対	は、⽔素と結合を形成する。その後、4つ全てのN-H結
合は等価になり、極性	共有結合	になる。このイオンは、	メタン	及び	テトラヒドリドホウ酸イ
オン	と	等電⼦的	である。イオン半径(r	ionic		=	175	pm)は、	セシウム	の陽イオン(r	ionic		=	183	pm)
と近い。	

	

イオンメーター	
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%
BC%E3%82%BF%E3%83%BC-1818559	
溶液中の	イオン	濃度を測定する機器。	カルシウム	、	弗素	(ふっそ)、	塩素	、	硝酸	など、イオン
の濃度差によって⽣じる	電位差	から濃度が求められる。測定対象以外のイオンの影響を受け
る場合がある。	
	
イオンクロマトグラフ法	
	
https://www.mst.or.jp/method/tabid/131/Default.aspx	
イオンクロマトグラフ法は液体試料中のイオン成分（F	-	,	Cl	-	,	NO	2	

-	,	Br	-	,	NO	3	
-	,	SO	4	

2-	,	PO	4	
3-	,	

Li	+	,	Na	+	,NH	4	
+	,	K	+	,	Mg	2+	,	Ca	2+		等）を検出する⼿法です。固体（部材）表⾯に付着しているこ

れらの成分は、純⽔に浸して抽出することで評価可能となります。	
溶離液と呼ばれる移動相に液体試料を導⼊し、試料中のイオン成分を固定相である分離カラ

ム内で分離させます。イオンクロマトグラフ法には主に3種類の分離機構があり（表2）、そ
の中でも、イオン交換分離を利⽤した分離機構が最も⼀般的に⽤いられます。イオン交換分

離は、着⽬イオン成分の価数やイオン半径の違い等によって各イオン成分を分離する⽅法で

す。	
検出器には電気伝導度検出器、電気化学検出器、UV検出器、蛍光検出器、質量分析計等が
⽤いられます。	
カラムで分離した各イオン成分の保持時間はイオン成分ごとに異なるため、ピーク位置（保

持時間）を標準試料と⽐較することで定性分析を⾏うことができます。また、測定強度と溶

液中のイオン成分濃度が⽐例関係となるため、濃度既知の標準溶液との⽐較によりイオン成

分の定量分析が可能です。	
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クロレラ	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AC%E3%83%A9	

クロレラ	（	英語	：chlorella）はクロレラ属の淡⽔性単細胞	緑藻類	の総称。クロレラという名
前は、ギリシャ語のchloros（クロロス、緑の意）と、ラテン語のella（エラ、⼩さいものの
意）から合成された名前で、	1890年	にオランダの微⽣物学者、	バイリンク	によって発⾒命
名された。	

直径2-10μmのほぼ球形をしており、細胞中に	クロロフィル	を持つため緑⾊に⾒える。	光合
成	能⼒が⾼く、空気中の	⼆酸化炭素	、	⽔	、	太陽光	とごく少量の	無機質	があれば⼤量に増殖す
る。	

顕微鏡	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%95%E5%BE%AE%E9%8F%A1	

顕微鏡	（けんびきょう、	英語	:	microscope）とは、光学的もしくは電⼦的な技術を⽤いるこ
とによって、微⼩な物体を視覚的に拡⼤し、	⾁眼	で⾒える⼤きさにする	装置	である。単に顕
微鏡というと、	光学顕微鏡	を指すことが多い。	

光学顕微鏡は	眼鏡	屋の	ヤンセン	⽗⼦によって発明された。その後、顕微鏡は科学の様々な分
野でこれまで多⼤な貢献をしてきた。その中で様々な改良を受け、また新たな形式のものも

作られ、現在も随所に使⽤されている。顕微鏡を使⽤する技術のことを	顕微鏡法（
microscopy）	、	検鏡法	という。また、試料を顕微鏡で観察できる状態にしたものを	プレパ
ラート	という。	
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顕微鏡写真撮影	
https://www.study-style.com/micro/museum/challenge.html	
	

	
	

	

https://www.study-style.com/micro/museum/challenge.html
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薄層クロマトグラフィー	
http://www.kenq.net/dic/05.html	

ガラス、アルミニウム等の板上にシリカゲル、アルミナや	セルロース	などの吸着剤を薄膜状
に固定した薄層プレートを⽤いるのが薄層クロマトグラフィー（TLC：Thin-Layer	
Chromatography）です。	

主に、反応の進⾏状況を迅速に確認するため、カラムをする際の分離条件の検討や、分離の

確認に⽤いられます。担体のシリカゲルはカラムクロマトグラフィーと同じですが、粒⼦の

細かいものが使われているので分離能が⾼いです。通常は順相のシリカゲル担体を⽤います

が、逆相シリカゲル担体や化学修飾担体も⽤いられます。	

薄層プレートの⼀端を溶媒に浸すと、吸着剤の間隙を⽑細管現象により溶媒が移動します。	

薄層プレート上に試料物質が存在すると、溶媒の移動に伴い試料も移動します。	

このとき、試料の固定相の吸着剤への吸着の強さと移動相の溶媒への溶解性の違いにより、

試料の移動する距離が異なります。TLCは溶離液組成、温度、担体、チャンバーの溶媒蒸気
の飽和度、スポット量を管理すれば再現性があるので、有機化合物の分離や同定を⾏う際に

使⽤されます。	

【薄層クロマトグラフィーの特徴】	

⻑所	

・	 分析が迅速で安価である	

・	 同時並列分析が可能であ

る	

・	 全成分がプレート上にあ

る	

・	 複雑な成分の予備分析が

できる	

・	 最適条件の設定ができる

	 など	

短所	

・	精度、再現性に問題があ

る	

	

http://www.kenq.net/dic/05.html
http://www.kenq.net/dic/56.html
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・	使⽤するたび展開プレー

トを調製する必要がある	

・	定量性に問題がある	

・	多量の分析ができない	 	

など	

	

【ミニ知識】	
“クロマトグラフィー”という⾔葉の語源はギリシャ語でありクロマトは“⾊”、グラフィーは
“記録”、つまり“⾊の記録”という意味になります。	
これは1906年に単⼀の成分と考えられていたクロロフィルをクロロフィルaとクロロフィル
bに分離したことからクロマトグラフィーと命名されたそうです。このクロマトグラフィー
を基にして現在の分析法が発展し、様々な成分が分離されていますが、ガスなど無⾊のもの

も分析されており、クロマトグラフィー本来の意味とは異なってきています。	
ちなみに、1906年にクロマトグラフィー原理を発⾒したツウェット（Tswett）の⺟国はロシ
アです。	
この分析⽅法をクロマトグラフィーと命名した彼の名前はロシア語で“⾊”を意味します。つ
まり、ツウェットは、新発明した分析⽅法に“ツウェット式記録法”と名づけていたのです。	
	
	
セルロース	
http://www.kenq.net/dic/56.html	

【セルロースとは】	
セルロース（cellulose）とは、多数の －グルコース分⼦がグリコシド結合により直鎖状に

重合した天然の⾼分⼦化合物の⼀種で、職部の細胞壁及び繊維の主成分です。ごぼうや⾖類

などといった野菜に含まれています。植物はすべてセルロースを主構成成分として含んでお

り、地球上でもっとも多く存在する炭⽔化物です。	
天然の⾼分⼦物質で、⽔や熱⽔に溶けず、⼈間は消化分解することができません。	
ただ、セルロース溶剤とよばれるいくつかの溶剤があり、また、誘導体化により溶媒溶解性

を付与することも可能です。	

【セルロースの利⽤】	
セルロースは紙・パルプ・⾐料⽤繊維など⼯業的にも広く利⽤され、⼈類との関わりも古

く、様々な形で活⽤されています。	
	
	
	
	
	
	

http://www.kenq.net/dic/56.html
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ヘミセルロース	
	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%9F%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%8
3%AD%E3%83%BC%E3%82%B9	
		ヘミセルロース	(hemicellulose)は	植物	細胞壁	に含まれる、	セルロース	を除く	⽔	に対して不溶
性の	多糖類	の総称。	

1891年にE.シュルツェによって発⾒された。発⾒当初はセルロース	⽣合成	の中間体と⾒な
されていたが、現在では別の多糖であることが知られている。植物の細胞壁で	リグニン	やセ
ルロースと共に複合体を形成しており、その存在⽐は植物によって異なるがおおよそ30%前
後である。成分は	キシラン	や	マンナン	のほか、	グルコマンナン	や	グルクロノキシラン	などの
ような複合多糖もある。キシランは	キシロース	の材料として⼯業的に利⽤されている。ま
た、⾷品に含まれている	⾷物繊維	の⼀部を占める。	

	

リグニン	
	
https://kotobank.jp/word/%E3%83%AA%E3%82%B0%E3%83%8B%E3%83%B3-148561	
	
セルロース	とともに	⽊材	の構成成分として重要な	⾼分⼦化合物	。	ベンゼン環	に	⽔酸基	，	メト
キシル基	が結合したプロピルベンゼン誘導体を構成単位とする。⽊材中に	20〜30%含まれ
，	針葉樹	，	広葉樹	，イネ科植物など植物の種類により，その構成単位である芳⾹族誘導体の
種類と組成が異なる。植物体の	細胞	間の接着や	細胞壁	の強化などに役⽴っているといわれて
いる。	パルプ	の製造廃液中に⼤量に存在し，	バニリン	の製造に⽤いられる。	
	
ペクチン質	
	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3	
	

ペクチン		(Pectin)	とは、植物の	細胞壁	や中葉に含まれる	複合多糖類	で、	ガラクツロン酸		（
Galacturonic	acid）が	α-1,4-結合したポリガラクツロン酸が主成分である。ガラクツロン酸
のカルボキシル基が	メチル	エステル		(methyl	ester)	化されたものをペクチン、メチルエステ
ル化されていないものを	ペクチン酸		(Pectic	acid)	と呼ぶ。天然ではガラクツロン酸の⼀部に
メチル化が⾒られ、⼈⼯的に脱エステル化することによってペクチン酸が得られる。ガラク

ツロン酸の他にも、いくつかの多様な	糖	を含むことが知られる。分⼦量は50,000	-	360,000
で、特に植物の葉、茎、果実に含まれる。	アンリ・ブラコノー	によって	1825年	に初めて単
離された	[1]	。	EDTA	、	クエン酸	、	シュウ酸	などの	キレート	剤と共に加熱することで可溶化さ
れ、抽出される。	⾷品添加物	として使⽤され、冷やすと⽢味が増す。	
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熱希硫酸	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8	

硫酸の性質は濃度と温度によって⼤きく異なる。濃度の低い硫酸（	質量パーセント濃度	が約
90%未満）	⽔溶液	を	希硫酸	（きりゅうさん）という。希硫酸は	強酸	性だが酸化⼒や脱⽔作⽤
はない。濃度の⾼い硫酸（質量パーセント濃度が約90%以上）を	濃硫酸	（のうりゅうさん）
といい強⼒な酸化⼒や脱⽔作⽤を有し、濃硫酸のハメットの	酸度関数	は96%では		H	0		=	−9.88	
であり、98%では		H	0		=	−10.27	の強酸性媒体である	[1]	。	

市販の濃硫酸は96〜98%程度のものが多く、96%	(	d		=	1.831	g	cm	−3	)	のもので	モル濃度	は18	
mol	dm	−3	、	規定度	は36Nである。濃硫酸を体積で6倍に希釈した希硫酸は、モル濃度は3	mol	
dm	−3	、規定度は6Nであり、質量パーセント濃度は25%	(	d		=	1.175g	cm	−3	)、	H	0		=	−1.47	であ
り、10%を超え含有する溶液は	医薬⽤外劇物	の指定を受ける。	

おもに⼯業⽤品、	医薬品	、	肥料	、	爆薬	などの製造や、	鉛蓄電池	などの	電解液	に⽤いる。	

	

熱希苛性ソーダ	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%85%B8%E5%8C%96%E3%83%8A%E3%8
3%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0	

⽔酸化ナトリウム	（すいさんかナトリウム、sodium	hydroxide）は	化学式		NaOH	で表され
る	無機化合物	で、	ナトリウム	の	⽔酸化物	であり、常温常圧では	ナトリウムイオン	と	⽔酸化物
イオン	からなる	イオン結晶	である。	苛性ソーダ	（かせいソーダ、caustic	soda）と呼ばれる
ことも多い。	強塩基	（	アルカリ	）として広汎かつ⼤規模に⽤いられ、	⼯業	的に⾮常に重要な
基礎	化学品	の1つである。	毒物及び劇物取締法	により原体および5	%を超える製剤が	劇物	に
指定されている。	

	

消化酵素	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E5%8C%96%E9%85%B5%E7%B4%A0	

消化酵素	（しょうかこうそ）は、	消化	に使われる	酵素	のことで、消化の後に栄養の吸収につ
ながる	[1]	。分解される	栄養素	によって	炭⽔化物	分解酵素、	タンパク質	分解酵素、	脂肪	分解酵
素などに分けられる	[1]	。⽣物が⾷物を分解するために産⽣するほかは、⾷品加⼯、胃腸薬、
洗剤として使⽤される。また、海外ではサプリメントとしての利⽤も⼀般化している。	

	

アミラーゼ	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%8
2%BC	

アミラーゼ		(amylase)とは	ジ(ヂ)アスターゼ	とも称される、	膵液	や	唾液	に含まれる	消化酵
素	。	グリコシド結合	を	加⽔分解	することで	デンプン	(	ラテン語	"amylum"	)中の	アミロース	や	ア
ミロペクチン	を、	単糖類	である	ブドウ糖	や	⼆糖類	である	マルトース	および	オリゴ糖	に変換す
る酵素群である	
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プロテアーゼ	
	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83
%BC%E3%82%BC	
	
プロテアーゼ	（Protease、	EC		3.4群）とは	ペプチド結合	加⽔分解酵素	の総称で、プロテイ
ナーゼ（proteinase）とも呼ばれる。広義のペプチダーゼ（Peptidase）のこと。	タンパク質
やポリ	ペプチド	の	加⽔分解	酵素で、それらを加⽔分解して	異化	する。	収斂進化	により、全く
異なる	触媒	機能を持つプロテアーゼが似たような働きを持つ。プロテアーゼは動物、植物、
バクテリア	、	古細菌	、	ウイルス	などにある。ヒトでは	⼩腸	上⽪	細胞	から分泌する。	
	
アミログルコシダーゼ	
	
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%
AB%E3%82%B3%E3%82%B7%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%BC-761260	
	
	 ［EC3.2.1.33］．デキストリン6-α-D-	グルカナーゼ	，アミロ1,6-	グルコシダーゼ	，アミロ
1,6-グルコシダーゼ/4-α-グルカノトランスフェラーゼともいう．	限界デキストリン	のα-1,6-
側鎖の末端3残基の	グルコース	をα-1,4-グルコース鎖の末端に転移させ，さらに残るα1→6結
合したグルコースを加⽔分解する酵素．グリコーゲンや限界デキストリンを基質とする．	
	
難消化性成分	
	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E7%89%A9%E7%B9%8A%E7%B6%AD	
	
⾷物繊維	（しょくもつせんい）とは、⼈の	消化酵素	によって	消化	されない、	⾷物	に含まれて
いる難消化性成分の総称である。その多くは	植物	性、	藻類	性、	菌類	性⾷物の	細胞壁	を構成す
る成分であるが、植物の貯蔵炭⽔化物の中には	グルコマンナン	や	イヌリン	の様に栄養学的に
は⾷物繊維としてふるまうものも少なくない。	化学	的には	炭⽔化物	のうちの	多糖類	であるこ
とが多い。	
	
ガム質	
	
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AC%E3%83%A0-46772#E6.A0.84.E9.A4.8A.E3.83.BB.
E7.94.9F.E5.8C.96.E5.AD.A6.E8.BE.9E.E5.85.B8	
	
ゴムともいう。植物の分泌物から得られる	ゴム質	。いわゆる	ゴム		(弾性ゴム)	が主として炭
化⽔素であるのに対して，これは各種の	多糖	類	(炭⽔化物)	がいろいろな割合で結合した⾼
分⼦物質である。常温で強い	粘性	をもつ液体または固体で加熱により軟化する。	アラビアゴ
ム	，	トラガカントゴム	などがあり，糊，インキ，絵具，薬⽤錠剤などに使われる。	
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粘質物	
	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%98%E6%B6%B2	
	

粘液	（ねんえき、	英語	:	mucus）とは、	⽣物	が産⽣し体内外に分泌する、	粘性	の⾼い液体で
ある。	

粘液を産⽣する細胞は	粘液細胞	、粘液を分泌する腺は	粘液腺	と呼ばれ、ほとんどあらゆる	多
細胞⽣物	に存在する。	単細胞⽣物	でも粘液を分泌するものは多い。さらに	細菌	の	莢膜	物質を
粘液と考える場合もある。	

粘液の成分は⽣物によって、また粘液細胞の種類によってさまざまであるが、⼀般的には	ム
チン	と総称される	糖タンパク質	と、	糖類	、	無機塩類	などからなる。分⼦量の⼤きな	タンパク
質	などを含む粘液は	⾼分⼦ゲル	としての要素を備え、粘性が⾼いだけでなく	弾性	（ヌルヌ
ル、あるいはネバネバした感じ）をも持ち併せる。	

	

中性デタージェント	
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%AD%E6%80%A7%E3%83%87%E3%82%BF%E3%83%
BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88%E7%B9%8A%E7%B6%AD-769
350	

中性の領域で，	デタージェント	で抽出し，抽出されない	有機物	を繊維の量とする⽅法によっ
て定量される繊維量．以前は，ヒトの不消化物に最も近いとされたが，現在では酵素によっ

て消化されない有機物を定量する⽅法が広く⽤いられている．	
	
ラウリル硫酸ナトリウム	
	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%AA%E3%83%AB%E7%A
1%AB%E9%85%B8%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0	
	

ラウリル硫酸ナトリウム	（ラウリルりゅうさんナトリウム、sodium	lauryl	sulfate,	SLS）は
陰イオン性	界⾯活性剤	の1つ。	ドデシル硫酸ナトリウム	（ドデシルりゅうさんナトリウム、
sodium	dodecyl	sulfate,	SDS,	NaDS）とも呼ばれる。	硫酸	のモノ⻑鎖アルキル	エステル	の	ナ
トリウム塩	である。	

乳化剤	や	発泡剤	、	洗浄剤	として、	⽇⽤品	では	⻭磨き粉	、	シャンプー	、	髭剃りクリーム	、	泡⾵
呂	、	リキッドファンデーション	など、医薬品では薬・サプリメントの	カプセル	など、⼯業⽤
としてはガレージのフロア⽤洗剤、エンジンの油落とし洗剤、洗⾞⽤洗剤などの多く⽤途に

使⽤されている合成	化学物質	である。12個の炭素原⼦鎖が	硫酸塩	に結合した構造を持ち、
洗剤に不可⽋な	両親媒性特性	を有する。	
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%96%E9%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%A9%9F%E5%A1%A9%E9%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%88%86%E5%AD%90%E3%82%B2%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%BE%E6%80%A7
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%AD%E6%80%A7%E3%83%87%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88%E7%B9%8A%E7%B6%AD-769350
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%AD%E6%80%A7%E3%83%87%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88%E7%B9%8A%E7%B6%AD-769350
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%AD%E6%80%A7%E3%83%87%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88%E7%B9%8A%E7%B6%AD-769350
https://kotobank.jp/word/%E3%83%87%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88-2095494
https://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E7%89%A9-650506
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%AA%E3%83%AB%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%AA%E3%83%AB%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%8C%E9%9D%A2%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%B3%E5%8C%96%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E6%B3%A1%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%97%E6%B5%84%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A8%E5%93%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%AF%E7%A3%A8%E3%81%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%AB%AD%E5%89%83%E3%82%8A%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A0&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B3%A1%E9%A2%A8%E5%91%82&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B3%A1%E9%A2%A8%E5%91%82&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%AB%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E5%A1%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%A1%E8%A6%AA%E5%AA%92%E6%80%A7%E5%88%86%E5%AD%90
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繊維量	
https://www.kagome.co.jp/vegeday/nutrition/201702/6296/	

	

よく⾷物繊維の量を「レタス○個分の⾷物繊維」と表現している広告を⾒かけますが、実際
のところレタスはさほど⾷物繊維が多いわけではありません。	

⽇本⼈の⾷事摂取基準（2015年版）によると、⾷物繊維の摂取⽬標量は、成⼈男性が1⽇
20g以上、⼥性が18g以上。レタスは1⽟あたり300〜500g、100gあたりの⾷物繊維は1.1gで
すから、全部レタスで摂取しようとすると、⼥性なら4〜5⽟もの量を⾷べなければいけな
いのです。しかも、1.1gのうち、⽔溶性⾷物繊維が0.1g、不溶性⾷物繊維が1.0gですから、
バランス⾯も気になりますね。	

	

NDF量	
	

http://www.jakks.jp/feed/single/singlefeed29.html	

	

中性デタージェント繊維。NDFは、ヘミセルロース・セルロース・リグニンおよび熱変性蛋
⽩質よりなる。従来の⼀般分析法によれば、可溶無窒素物の中に糖類・デンプンのような易

消化性の物質とともにリグニンのような難消化性の物質が含まれることになるので、特に粗

飼料の栄養価を化学分析の上によって推定するには不都合であったが、NDFを定量する⽅法
によれば、易消化性の細胞壁物質と難消化性の細胞壁物質とに分画できる点がすぐれてい

る。	

	

多糖類	
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%9A%E7%B3%96%E9%A1%9E-93773	

	

単糖類が数個以上グリコシド結合によって脱⽔縮合した糖類。単糖類が2分⼦から数分⼦縮
合したものは少糖類	(オリゴ糖)	として区別する。多糖類には⽣体⾼分⼦物質に属するセル
ロース，デンプン，グリコーゲンなどのように重合度の⾼いものが多い。1種の単糖類から
形成されているものを単⼀多糖類といい，2種以上の単糖類の縮合したものを複合多糖類と
呼ぶ。多くの多糖類が⽣体内でつくられ，種々の⽣理的役割を果している。	

	

	

	

	

	

	

	

https://www.kagome.co.jp/vegeday/nutrition/201702/6296/
http://www.jakks.jp/feed/single/singlefeed29.html
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%9A%E7%B3%96%E9%A1%9E-93773
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中蒸し煎茶	
http://www.ocha.tv/varieties/nihoncha_varieties/sencha/	

	

煎茶（中蒸し煎茶）は、緑茶の中で、もっともよく飲まれている代表的なお茶です。	

お茶は、茶園で栽培した⽣葉を加⼯することによって製品となります。⽣葉は、摘採した時

点から酸化酵素の働きによって変化（発酵）が始まりますが、緑茶は新鮮な状態で熱処理

（蒸す・炒る）することで酸化酵素の働きを⽌めた「不発酵茶」です。この「⽣葉を熱処理

し、葉の形状を整え、⽔分をある程度まで下げて保存に耐えられる状態」にすることを荒茶

製造といいますが、蒸して揉んで荒茶を製造するもっとも⼀般的な製法でつくられたお茶を

「煎茶」と呼びます。	

	

煎がきく茶	
	
http://www.fujiakiyamaen.com/web/2007/04/post.html	
	
昔から煎茶は⾦⾊透明のものが最上とされています。⽔⾊は薄く透明感があるのに、⼝に含

むとその⾊からは想像が出来ないほどの⼒強い旨みを含んだ⾵味を感じる事が出来る。とさ

れています。	 私共のお茶は今主流の⽔⾊の濃く出る深むし茶ではなく、昔ながらの固い作
りの煎茶ですので、⾊はどのクラスになりましてもさほど濃くは出ません。上のクラスのお

茶ほど淹れかたが難しく、微妙なバランスで成分の溶出がされますので、淹れかた次第で顔

を如何様にも変えてしまいます。	
	
お茶は嗜好品ですので、好みは千差万別だと思いますが、	
淹れかたの提案を⼀つさせていただきます。	
	
①茶葉の量	 ②湯温	 ③湯量	 ④浸出時間	 が最⼤のポイントです。	
	
⼀煎⽬	 （２〜３⼈前）	
カレースプーンに⼀杯強（約８ｇ）程の茶葉を急須に⼊れ、60℃まで下げた湯を60cc（通
常の半分以下とご理解ください）⼊れて、1分〜1分30秒くらい（あくまでも⽬安です	 茶
葉の状態を⾒ながら・・・）待ちます。湯呑茶碗も温めておくと良いと思います。茶葉の撚

れが解けてきて3分の２程茶葉が開いてきたら、湯のみに注ぎきります。茶葉が開きすぎま
すと雑味が混じります。その時に⼀滴も残さず注ぎ切ってしまうのがポイントです。最後の

⼀滴はゴールデンドロップと呼ばれるくらい、味も旨みも⼀番含んでいる雫ですから、後に

残さない様に注ぎ切ってください。（⽟露対応の淹れ⽅の応⽤です。）	
	
ニ煎⽬	
70℃に冷ました湯を、150cc（普通の量とご理解ください）急須に⼊れ、⼀息置いて、やは
り⼀滴も残さず注ぎ切ります。	
	
三煎⽬	
75℃〜80℃に冷ました湯を、150cc急須に⼊れ、さっと出します。	
	

http://www.ocha.tv/varieties/nihoncha_varieties/sencha/
http://www.fujiakiyamaen.com/web/2007/04/post.html
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実験感覚でぜひ⼀度楽しんでお試しください。	四煎⽬以降は邪道かもしれませんが90℃以
上で良く溶出されるｶﾌｪｲﾝの効果を	 期待して熱湯で淹れていただき、渋味で⼝の中と頭をｽ
ｯｷﾘさせるのもお勧めです。	⼆煎⽬の後あたりに、お気に⼊りの御菓⼦など召し上がると、
お菓⼦もお茶も	より美味しく召し上がっていただけると思います。		
参考	
茶殻にもたくさんの栄養素が含まれています。時間を置かず（時間が経ちますと	
上級のお茶ほどｱﾐﾉ酸系が豊富に含まれていますので、酸化しやすく痛みやすいですの

で・・・）塩昆布など混ぜて召し上がっていただくと、湯に溶け出さなかった豊富な成分ま

でまるごと茶の栄養を摂取できます。ポン酢を少しかけてさっぱりとおひたし感覚でいただ

くのも美味しいです。	
ただし⼆煎⽬までの茶葉が最適かと存じます。	
お茶美味しく淹れるポイントは	 茶葉の量・湯の温度・湯の量・浸出時間にあります。ま
た、⾷べたものにより茶の⾹味を味わう感覚は微妙に変わってしまいます。お茶は嗜好品で

すので好みがありますが、御⾃分なりの楽しみ⽅を茶葉でしていただけたらと思います。	
	
くみ出し茶碗型	
http://gagyu.shop-pro.jp/?mode=f120	
■汲出の特徴とは	
汲出というのは、湯呑と⽐べると⾼さが低くて横⻑になっている形のものをいいます。	
基本的に来客に対して出すものが汲出となっています。	
形については丸みのあるものや、逆三⾓形のものなどさまざまです。	
昆布茶や⾹煎、桜湯などを⼊れて出されることが多いです。	
茶会においては、寄り付きや待合の際に使われます。	
ただし現在は茶会に限定されず、普通の来客に対しても⽤いられることが多くあります。	
ものによって⾒栄えはかなり異なっており、いろいろなデザインのものがあります。	
湯呑と汲出というのは⾼さや形によって区別することができます。	
⾃分のために⽤いるのが湯呑であり、来客のために⽤いるものが汲出であると考えておきま

しょう。	

	
	

http://gagyu.shop-pro.jp/?mode=f120
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湯呑み茶碗	
	
http://gagyu.shop-pro.jp/?mode=f120	
	
■湯呑の特徴とは	
湯呑というのはお茶を飲むために使う容器のことであり、陶器や磁器のものが中⼼となって

いて、ガラスが使われることもあります。	
⽚⼿で持てる⼤きさとなっており、形は筒型のものが多くなっています。	
さまざまな⾊や形のものが出ているため、⾃分の好みにあったものを選ぶことができます。	
湯呑には、基本的に取っ⼿はついていないため、⾃分の⼿に納まる持ちやすいものを選ぶ必

要があります。	

	
	
	
茶托	
	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E6%89%98	
	
茶托	（ちゃたく）は、湯茶の⼊る	茶碗	の下に敷く受け⽫	[1]	。もっとも、	茶	を飲む時に絶対に
必要なものというものではないため、庶⺠の⽇常⽣活においては使われないこともある。逆

に、客を接待する際には相⼿に対する敬意を表すための礼儀として⽤いられることが多い。

また、	抹茶	を飲む茶碗にも使わない。但し、	茶道	では	天⽬台	という茶托に似た道具がある。	

	
	
	
	
	
	

http://gagyu.shop-pro.jp/?mode=f120
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E6%89%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E7%A2%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E6%89%98#cite_note-jpo-card-C5-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B9%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E9%81%93
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布コースター	
	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%8
3%BC_(%E9%A3%9F%E5%99%A8)	
	
コースター	（coaster）は、	飲み物	を飲む時に	コップ	など	⾷器	の下に敷く、⼩さなマット	[1]	。
コップ敷き	[1]	、コップ受け、グラス・マット	[2]	とも呼ばれる。本来の使⽤⽬的は、冷たい飲
み物を⼊れたコップなどに	結露	した	⽔	が流れて	テーブル	が濡れるのを防いだり、	熱	が伝わる
のを防いだりするためである。	
	
⾦銀彩	
	
https://tachikichi.jp/products/detail/384	
	
釉薬を施さず、⾦と銀で彩⾊した素朴な質感がほどよい重厚感を醸し出します。三段にくび

れた佇まいは、⼿にしっくり馴染みます。容量もあるので、お茶やお酒をゆったり味わうの

に最適です。	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC_(%E9%A3%9F%E5%99%A8)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC_(%E9%A3%9F%E5%99%A8)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%B2%E3%81%BF%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC_(%E9%A3%9F%E5%99%A8)#cite_note-kojien-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC_(%E9%A3%9F%E5%99%A8)#cite_note-kojien-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC_(%E9%A3%9F%E5%99%A8)#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E9%9C%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB_(%E5%AE%B6%E5%85%B7)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1
https://tachikichi.jp/products/detail/384
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飲⽤⽔⽔質基準(⽔道⽔質基準)	
	
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/index.ht
ml	
	
⽔道法第４条に基づく⽔質基準は、⽔質基準に関する省令（平成15年５⽉30⽇厚⽣労働省令第

１０１号）により、定められています。⽔道⽔は、⽔質基準に適合するものでなければならず、

⽔道法により、⽔道事業体等に検査の義務が課されています。⽔質基準以外にも、⽔質管理上

留意すべき項⽬を	⽔質管理⽬標設定項⽬	、毒性評価が定まらない物質や、⽔道⽔中での検出実

態が明らかでない項⽬を	要検討項⽬	と位置づけ、必要な情報・知⾒の収集に努めています。⽔

道事業者は、⽔質基準項⽬等の検査について、 		⽔質検査計画			を策定し、需要者に情報提供す

ることとなっています。	

	

	

⽔道法第４条	
	
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332AC000000
0177_20190401_429AC0000000041&openerCode=1#28	
	
第四条	 	⽔道により供給される⽔は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければなら

ない。	

⼀	 	病原⽣物に汚染され、⼜は病原⽣物に汚染されたことを疑わせるような⽣物若しく

は物質を含むものでないこと。	

⼆	 	シアン、⽔銀その他の有毒物質を含まないこと。	

三	 	銅、鉄、弗ふつ素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。	

四	 	異常な酸性⼜はアルカリ性を呈しないこと。	

五	 	異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。	

六	 	外観は、ほとんど無⾊透明であること。	

２	 	前項各号の基準に関して必要な事項は、厚⽣労働省令で定める。	

（施設基準）	

	

	

	

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/topics/suisitu04/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/topics/suisitu04/index.html
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332AC0000000177_20190401_429AC0000000041&openerCode=1#28
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332AC0000000177_20190401_429AC0000000041&openerCode=1#28
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フェノール類	
	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%A

B%E9%A1%9E	

	

有機化学	において、	フェノール類	（フェノールるい、phenols）は	芳⾹族置換基	上に	ヒドロ

キシ基	を持つ有機化合物を指す。フェノール類のうち最も単純なものは	フェノール		C	6	H	5	OH	

である。複数のヒドロキシ基を有するものは	ポリフェノール	と呼ばれる。	

構造上ヒドロキシ基を有するという点で	アルコール	と類似するが、置換している基が	飽和炭

化⽔素	でなく芳⾹族であることに由来する特徴的な性質を持つため、フェノール類は普通ア

ルコールには分類されない。すなわち、フェノール類のヒドロキシ基はアルコールのそれよ

りも⽔素イオン	H	+		を解離させ、−O	−		イオンになりやすい傾向を持つ。これは酸素原⼦上の

負電荷が	共鳴	によって芳⾹環上に分散され、安定化されるためである。	

	

フェノール類のヒドロキシ基の酸性度はアルコールと	カルボン酸	の中間程度で、	p	K	a	はおよ

そ10から12である。プロトンを失ったアニオンは	フェノラート	と呼ばれる。	

フェノール類のうちある種のものは	殺菌	効果を持ち、	消毒薬	に配合される。	⼥性ホルモン	様

の作⽤を持つものや	内分泌攪乱化学物質	であるものも存在する。	

	

全有機炭素(TOC)	
	
http://www.horiba.com/jp/horiba-advanced-techno/hatwave/vol1/ht-100_dic/	
	
TOCとはTotal	Organic	Carbon(全有機炭素)の略で、⽔中に含まれる有機物の量を⽰します。

有機物を構成する炭素の量を測定し、有機物の量に関連付けることで、⽔質汚濁の監視や上

⽔道、製薬⽤⽔の⽔質を管理する指標として広く採⽤されています。	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%8C%96%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B3%E9%A6%99%E6%97%8F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E5%9F%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E5%9F%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E9%B3%B4%E7%90%86%E8%AB%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%B3%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E8%A7%A3%E9%9B%A2%E5%AE%9A%E6%95%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E8%A7%A3%E9%9B%A2%E5%AE%9A%E6%95%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E8%A7%A3%E9%9B%A2%E5%AE%9A%E6%95%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E8%8F%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E6%AF%92%E8%96%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E6%80%A7%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%A2%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%88%86%E6%B3%8C%E6%94%AA%E4%B9%B1%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA
http://www.horiba.com/jp/horiba-advanced-techno/hatwave/vol1/ht-100_dic/
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ベンゼン	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%B3%E3%82%BC%E3%83%B3	

ベンゼン		(	英	:	benzene)	は、	分⼦式		C	6	H	6	、	分⼦量		78.11	の最も単純な	芳⾹族炭化⽔素	であ

る。	原油	に含まれており、	⽯油化学	における基礎的	化合物	の1つである。分野によっては慣

⽤として	ドイツ語		(Benzol:ベンツォール)	⾵に	ベンゾール	と呼ぶことがある。	

	

トリクロロエチレン	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%8

3%AD%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3	

トリクロロエチレン		(trichloroethylene)	は	有機塩素化合物	の⼀種である。	エチレン	の	⽔素	原

⼦のうち3つが	塩素	原⼦に置き換わったもの。洗浄剤として使われたが、発がん性があるこ

とが明らかとなった。常温では無⾊透明の液体で、不燃性である。揮発性があり、⽢い⾹り

を持つ。	脱脂	⼒が⼤きいため、	半導体	産業での洗浄⽤やクリーニング剤として1980年代頃

までは広く⽤いられていた。しかし	発癌性	が指摘され、代替物質への移⾏が⾏われている。	

⼟壌汚染や地下⽔汚染を引き起こす原因ともなるため、各国で	⽔質汚濁	並びに	⼟壌汚染	に係

る	環境基準	が定められている。⽇本では	化学物質審査規制法	により、1989年に第⼆種特定

化学物質に指定された。	国際がん研究機関	の発がん性評価ではグループ	1	の「ヒトに対す

る発癌性が認められる」物質として規定されている。このがんリスクにより、	労働安全衛⽣

法	の	第⼆類物質特別有機溶剤等	にも指定されている。	

	

テトラクロロエチレン	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83

%AD%E3%83%AD%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3	

テトラクロロエチレン		(tetrachloroethylene)	は	ドライクリーニング	や	化学繊維	、⾦属の洗浄

などの⽬的で⼯業的に⽣産されている化合物である。他の化合物の原料としても⽤いられ、

⼀般商品にも使われている。	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%B3%E3%82%BC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E5%BC%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E9%87%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B3%E9%A6%99%E6%97%8F%E7%82%AD%E5%8C%96%E6%B0%B4%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E6%B2%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E5%8C%96%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%A1%A9%E7%B4%A0%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E8%84%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E7%99%8C%E6%80%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E8%B3%AA%E6%B1%9A%E6%BF%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%A3%8C%E6%B1%9A%E6%9F%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%9F%BA%E6%BA%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E8%A6%8F%E5%88%B6%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%81%8C%E3%82%93%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A9%9F%E9%96%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA#%E7%AC%AC2%E9%A1%9E%E7%89%A9%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%B9%8A%E7%B6%AD
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別名として	パークロロエチレン	、	パーク		(perc)、	PCE	、	テトラクロロエテン	がある。室温で

不燃性の液体である。空気中に	蒸発	しやすく、鋭く⽢い悪臭を持つ。ほとんどの⼈は空気中

に	1	ppm	存在するだけで臭いを感じ、さらに低い濃度であっても感じる⼈もいる。	

マイケル・ファラデー	が1821年に、ヘキサクロロエタンを加熱してテトラクロロエチレン

と	塩素	に分解する⽅法で、最初に合成した。	

	

硝酸態窒素	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%9D%E9%85%B8%E6%85%8B%E7%AA%92%E7%B

4%A0	

硝酸態窒素	(しょうさんたいちっそ、nitrate	nitrogen)とは、	硝酸イオン	のように酸化窒素の

形で存在する	窒素	のことである。硝酸イオンに⾦属が結合した硝酸塩の形で存在している

が、このうち	N	の部分だけをとって硝酸態窒素という。また硝酸態窒素は通常、窒素化合

物の酸化によって⽣じる最終⽣成物である。	

	

亜硝酸塩態窒素	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%9C%E7%A1%9D%E9%85%B8%E5%A1%A9	

亜硝酸塩（あしょうさんえん、Nitrite）は、亜硝酸イオン	NO2-	をもつ塩である。英語の	

nitrite	は、亜硝酸塩、亜硝酸イオン、亜硝酸エステルのいずれか指す。亜硝酸イオンは錯体

を形成する場合にアンビデントな配位⼦して働き、窒素原⼦で配位する場合はニトロ、酸素

原⼦で配位する場合はニトリトと呼ばれる。アルカリ⾦属およびアルカリ⼟類⾦属の亜硝酸

塩は、	⼀酸化窒素	と	⼆酸化窒素	の混合物に対応する⾦属の	⽔酸化物	を反応させることによっ

て合成することができる。また、対応する	硝酸塩	の熱分解でも合成できる。この他の亜硝酸

塩は、対応する硝酸塩の	還元	によって合成できる。	

	

	

	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B8%E7%99%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%A9%E3%83%87%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%9D%E9%85%B8%E6%85%8B%E7%AA%92%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%9D%E9%85%B8%E6%85%8B%E7%AA%92%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%9D%E9%85%B8%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%92%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%9C%E7%A1%9D%E9%85%B8%E5%A1%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%AA%92%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%AA%92%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%9D%E9%85%B8%E5%A1%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%84%E5%85%83
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⼀般細菌	

http://www.water-sansui-ki.jp/05-mizujouhou/suisitu/hissu%2051.pdf	

１	⼀般細菌	基準値：1ml	の検⽔で形成される集落数が	100	以下である	⼀般細菌とは、⽔中

に存在する細菌の総数を表すものではなく、特定の培養条件下で集落を形成する	細菌数を

表したものである。	⼀般細菌として検出される細菌の多くは、直接病原菌との関連性はな

いが、⼀般細菌が多数検出され	る⽔は、病原菌に汚染されていることを疑わせるものであ

る。また、塩素消毒が有効に機能しているか	どうかの判断にあたり、病原菌は、通常他の

⼀般細菌に⽐較して塩素に対する抵抗性が弱いため、⼀般	細菌が基準以下であれば病原菌

に対する消毒の効果が⼗分であると判断できることを基礎として、基準	値が定められてい

る。		

⼤腸菌	

http://www.water-sansui-ki.jp/05-mizujouhou/suisitu/hissu%2051.pdf	

２	⼤腸菌	基準値：検出されないこと	⼤腸菌試験は⾚痢菌等の⽔系伝染病の発⽣を防ぐ⽬的

として、糞尿に汚染されているかの判定のため	に⾏うものであり、⼤腸菌の検出は、⼈、

家畜、	野⽣動物など糞尿に汚染されていることを⽰してい	ることから、⽔道⽔中に検出さ

れた場合には病原⽣物に汚染されている疑いがあります。	

	

カドミウム及びその化合物	

http://www.water-sansui-ki.jp/05-mizujouhou/suisitu/hissu%2051.pdf	

３	カドミウム及びその化合物	基準値：	0.01mg/l	以下	⾃然界に極微量ですが広く分布して

いるほか、鉱⼭排⽔ ⼯場排⽔から混⼊することがある。毒性は	蓄積性の有害物質であり、

摂取し続けることにより腎機能障害 ⾻障害を起こすことが知られている。	過去には富⼭県

神通川流域のイタイイタイ病の原因となった。		
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⽔銀及びその化合物	

http://www.water-sansui-ki.jp/05-mizujouhou/suisitu/hissu%2051.pdf	

４	⽔銀及びその化合物	基準値：0.0005mg/l	以下	⾃然⽔中にはほとんど検出されないが、⼀

般に無機⽔銀化合物と有機⽔銀化合物（アルキル⽔銀等）	に分類されるがここでは無機⽔

銀を対象とする。毒性は急性毒性よりも慢性毒性が問題であり、特に有	機⽔銀は⼈体に蓄

積し、中枢神経への強い障害を与え、過去には⽔俣病の原因となった。	

セレン及びその化合物	

http://www.water-sansui-ki.jp/05-mizujouhou/suisitu/hissu%2051.pdf	

５	セレン及びその化合物	基準値：0.01mg/l	以下	⽣体微量必須元素で、⾃然⽔中にわずかに

含まれることがあるが、多くは鉱⼭廃⽔、⼯場排⽔などの	混⼊が考えられる。⾦属セレン

には毒性は少ないが、化合物には毒性の⾼いものが多い。粘膜に刺激を	与え、胃腸障害、

肺炎などの症状を起ことがある。		

鉛及びその化合物	

http://www.water-sansui-ki.jp/05-mizujouhou/suisitu/hissu%2051.pdf	

６	鉛及びその化合物	基準値：0.01mg/l	以下	地質、⼯場排⽔、鉱⼭廃⽔などによる混⼊があ

るが、⽔道⽔中の鉛の存在は主に鉛給⽔管からの溶出	によることが多い。（⼭武⽔道では

鉛給⽔管は使⽤していない）蓄積性の有毒物質であり、中枢及び末	梢の神経障害と肝臓障

害である。⾼濃度の⽔を⻑期間飲⽤すると、貧⾎ ⾎⾊素量の低下、神経系の障	害を引き起

こすことがある。	

ヒ素及びその化合物	

http://www.water-sansui-ki.jp/05-mizujouhou/suisitu/hissu%2051.pdf	

	７	ヒ素及びその化合物	基準値：0.01mg/l	以下	⾃然界にあっては主として銅、鉄、⽔銀、

鉛、ニッケルなどの鉱物と共存し、⾃然⽔中に溶出するこ	とがある。蓄積性のある有毒物

質であり、⻑期間の摂取により⽖ ⽑髪の異常、四肢の感覚異常、肝硬	変、知覚⿇痺等があ

る。		
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六価クロム化合物	

http://www.water-sansui-ki.jp/05-mizujouhou/suisitu/hissu%2051.pdf	

8	六価クロム化合物	基準値：0.05mg/l	以下	⾃然⽔中にはほとんど存在しないが、メッキ、

製⾰、染料の原料として使⽤されており、⽔道原⽔	に混⼊も考えられる。急性毒性として

腸カタル、慢性毒性として⻩疸を伴う肝炎等を起こしますが、	飲料⽔からの摂取に伴う健

康障害の例は報告されていない。		

	

亜硝酸態窒素	

http://www.water-sansui-ki.jp/05-mizujouhou/suisitu/hissu%2051.pdf	

10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	基準値：10mg/l	以下	⾃然界に広く存在しており、窒素肥

料、⽣活排⽔等からの汚染がある場合があります、また⼟壌的要	因などにより深層地下⽔

等に⾼濃度に含まれることがあり、それらの⽔を飲⽤すると幼児に呼吸酵素の	働きを阻害

しメトヘモグロビン⾎症を起こすことがあります。	

	

シアン化物イオン及び塩化シアン	

http://www.water-sansui-ki.jp/05-mizujouhou/suisitu/hissu%2051.pdf	

９	シアン化物イオン及び塩化シアン	基準値：0.01mg/l	以下	⾃然⽔中には、ほとんど含まれ

ていないが、メッキ⼯場の排⽔の混⼊によって含まれることがある。	シアン化合物は、⻘

酸カリ等で代表される⼈体に有毒な物質として知られており、急性毒性は極めて強	く致死

率は⾼い。		
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硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	
http://www.water-sansui-ki.jp/05-mizujouhou/suisitu/hissu%2051.pdf	
	

10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	基準値：10mg/l	以下	⾃然界に広く存在しており、窒素肥料、
⽣活排⽔等からの汚染がある場合があります、また⼟壌的要	因などにより深層地下⽔等に⾼濃
度に含まれることがあり、それらの⽔を飲⽤すると幼児に呼吸酵素の	働きを阻害しメトヘモグ
ロビン⾎症を起こすことがあります。	

	
フッ素及びその化合物	
http://www.water-sansui-ki.jp/05-mizujouhou/suisitu/hissu%2051.pdf	
	

11	フッ素及びその化合物	基準値：0.8mg/l	以下	地質に由来するものの、⾃然界に広く分布して

いるため、	河川⽔から微量に検出される場合があり	ます。地下⽔中では⽐較的⾼濃度に含有さ

れ、特に温泉地帯に多く含まれる。また、⼯場排⽔の混⼊な	どにも起因する。適量に含んだ⽔

は⾍⻭の予防効果があるとされていますが、(外国では⽔道⽔にフッ素	を添加している国もあ

る)多量に含まれていると斑状⻭の原因になります。（現在の⽇本においては⽔道	⽔へのフッ素

添加は⾏われていない。）		

ホウ酸及びその化合物	
http://www.water-sansui-ki.jp/05-mizujouhou/suisitu/hissu%2051.pdf	
	

12	ホウ素及びその化合物	基準値：1.0mg/l	以下	ほう素は⾃然界にも存在する元素で、植物の⽣

⻑にとって必要な微量元素の⼀つです。温泉⽔ 海⽔	中には⽐較的⾼い濃度で含まれています、

⾝近なところでは、ゴキブリ駆除⽤のほう酸団⼦があります。	
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四塩化炭素	
http://www.water-sansui-ki.jp/05-mizujouhou/suisitu/hissu%2051.pdf	
	

13	四塩化炭素	基準値：0.002mg/l	以下	化学⼯業原料、溶剤、⾦属類の洗浄剤、塗料、ドライク

リーニング等に使⽤される有機化合物。	地下⽔を汚染している場合があり、発癌性を持つもの

肝臓障害等を起こすものがあります。	

1,4-ジオキサン	
https://ja.wikipedia.org/wiki/1,4-%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%8

3%B3	

1,4-ジオキサン		(1,4-dioxane)	は、常圧常温において無⾊透明の液体の	有機化合物	である。

分⼦式	は	C	4	H	8	O	2		である。	ジエチルエーテル	の臭気を弱くしたような臭気を持ち、⾮	プロト

ン性溶媒	としてよく⽤いられる。	構造異性体	に	1,2-ジオキサン	と	1,3-ジオキサン	がある。	

1,4-ジオキサンは	エーテル	類に分類され、2つの酸素原⼦の両⽅がエーテル基を形成してい

る。4つの炭素原⼦と1つの酸素原⼦を有するジエチルエーテルより極性が⾼い。このためジ

エチルエーテルは	⽔	に溶けにくい⼀⽅、1,4-ジオキサンは⽔と混合しやすく、吸湿性もあ

る。有機溶媒としてしばしば⽤いられる他、塩素系溶剤の安定化剤としても⽤いられること

がある	[1]	。しかし	グリニャール反応	では、シュレンク平衡を不活性側に偏らせてしまうた

め、ほとんど⽤いられない。また重⽔を⽤いた	NMR	では、化学シフトの内部基準物質とし

ても⽤いられる。	

	

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	
	

https://ja.wikipedia.org/wiki/1,2-%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%82%A8%E

3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3	

1,2-ジクロロエチレン	（	英	:	1,2-Dichloroethene）は、化学式C	2	H	2	Cl	2	で表される	有機塩素化

合物	。	1,2-DCE	とも表記される。引⽕性と刺激臭のある無⾊の液体で、シス型とトランス型

の	幾何異性体	がある。	⿇酔	作⽤を持ち、⾼濃度のものを摂取するとめまいや嘔吐、	中枢神経	へ

の影響が⽣じる。トランス-1,2-ジクロロエチレンをラットに経⼝投与した実験での	半数致死量

http://www.water-sansui-ki.jp/05-mizujouhou/suisitu/hissu%2051.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/1,4-%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/1,4-%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E5%BC%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%88%E3%83%B3%E6%80%A7%E6%BA%B6%E5%AA%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%88%E3%83%B3%E6%80%A7%E6%BA%B6%E5%AA%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A7%8B%E9%80%A0%E7%95%B0%E6%80%A7%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/1,2-%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/1,3-%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%AB_(%E5%8C%96%E5%AD%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1,4-%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%B3#cite_note-risk-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A9%A6%E8%96%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E7%A3%81%E6%B0%97%E5%85%B1%E9%B3%B4%E5%88%86%E5%85%89%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/1,2-%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/1,2-%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%A1%A9%E7%B4%A0%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%A1%A9%E7%B4%A0%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%BE%E4%BD%95%E7%95%B0%E6%80%A7%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%BB%E9%85%94
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9E%A2%E7%A5%9E%E7%B5%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8A%E6%95%B0%E8%87%B4%E6%AD%BB%E9%87%8F
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（LD	50	）は1235	mg/kgであった	[3]	。シス型・トランス型とも	化学物質排出把握管理促進法	によ

る第⼀種指定化学物質に指定されている	[2]	[3]	。	

	

ジクロロメタン	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%

A1%E3%82%BF%E3%83%B3	

ジクロロメタン		(dichloromethane)	は、分⼦式を		CH	2	Cl	2		と表される、	有機溶媒	の⼀種。慣

⽤名は	塩化メチレン	といい、産業界ではこちらの名称を使うことも多い。	DCM		、	MDC	など

と略される場合がある。常温では無⾊で、強く⽢い芳⾹をもつ	液体	。⾮常に多くの種類の	有

機化合物	を	溶解	する。また難燃性の有機化合物であることから、広範囲で	溶媒	や	溶剤	として

利⽤されている。特に⾦属機械の油脂を洗浄する⽤途で多⽤されているが、環境負荷とヒト

への毒性の懸念から	PRTR法	により利⽤と廃棄が監視される物質でもある。作業環境の管理

濃度は、50ppmであり、その記録の保存は30年である。	

	

塩素酸	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E7%B4%A0%E9%85%B8	

塩素酸	（えんそさん、	英	:	chloric	acid）は	塩素	の	オキソ酸	の1つで、	化学式		HClO	3		の化合

物。+5価の塩素を中⼼に	ヒドロキシ基	1つと	酸素	原⼦が2つついた構造を持つ。	塩酸	（塩化

⽔素酸）とは異なる物質である。	炭酸	と同様、	遊離酸	は単離できない。	

希硫酸	と	塩素酸バリウム	⽔溶液を混合すると、不溶性の	硫酸バリウム	が析出して塩素酸	⽔溶

液	を⽣じる。⽔溶液は強酸で、強⼒な酸化剤でありしたがって	漂⽩	作⽤がある。冷たい⽔溶

液はおよそ30%まで安定で、そこから慎重に減圧することで40%まで濃縮することができ

る。温めたりそれ以上の濃度にすると分解して様々な化合物を⽣じる。	

	

	

	

	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/1,2-%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3#cite_note-env-trans-3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA%E3%81%AE%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8E%92%E5%87%BA%E9%87%8F%E3%81%AE%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E7%AD%89%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AE%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%AE%E4%BF%83%E9%80%B2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/1,2-%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3#cite_note-env-cis-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/1,2-%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3#cite_note-env-trans-3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%B2%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%B6%E8%A7%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%B6%E5%AA%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%B6%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/PRTR%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E7%B4%A0%E9%85%B8
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クロロ酢酸	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E9%85%A2%E9%8

5%B8	

	 	クロロ酢酸	（クロロさくさん）は	有機化合物	である。⽔素原⼦が置換された数を特に強調す
る場合には	モノクロロ酢酸	と呼ばれる。	毒物及び劇物取締法	で	劇物	に指定されている。	

酢酸に似た	刺激臭	を持つ	潮解	性の無⾊透明固体である。	腐⾷	性が強く、	劇物	に指定されてい
る。	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	の原料として利⽤されている。	

有機合成化学では	ベンゾフラン	の合成に使うことができる。クロロ酢酸で	サリチルアルデヒ
ド	の	ヒドロキシ基	を	アルキル化	し、⽣成した	エーテル	から	脱炭酸	するとベンゾフランが得ら
れる	[1]	。	

	
クロロホルム	
	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%9B%E3%83%
AB%E3%83%A0	
	
クロロホルム		(chloroform)	は	化学式		CHCl	3		で表される	ハロゲン化アルキル	の⼀種である。
IUPAC名	は	トリクロロメタン		(trichloromethane)	であり、	トリハロメタン	に分類される。広範囲
で	溶媒	や	溶剤	として利⽤されている。	
	
	
ジクロロ酢酸	
	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E9%85%
A2%E9%85%B8	
	

ジクロロ酢酸	（ジクロロさくさん、dichloroacetic	acid、略号DCA）は	⽰性式	で⽰される	化
学物質	である。	酸	として、あるいは	酢酸	の	メチル基	の	⽔素	を	塩素	で置換した	アナログ	として
知られている。ジクロロ酢酸の	塩	もしくは	エステル	は英語では	dichloroacetates	と表記され
る。DCA塩は	酵素	である	PDH(ピルビン酸デヒドロゲナーゼ)キナーゼ	の阻害剤として利⽤さ
れる。毒物及び劇物取締法により劇物に指定されている	[4]	。ジクロロ酢酸の化学的性質は、
典型的なハロゲン置換	有機酸	の性質であり、	クロロ酢酸類	の⼀つである。⽔に溶解するとジ
クロロ酢酸アニオンを⽣じる。酸の物性としては	p	K	a	が1.48,	[5]	⾼純度のジクロロ酢酸は粘膜
あるいは呼吸器組織に刺激性と激しい腐⾷性を⽰す	[6]	。DCAは⾃然界で接触することはな
く、飲料⽔の	塩素消毒	の副反応で微量に⽣成していたり、	塩素	を含有するさまざまな薬品や
化学物質が	代謝	されることで⽣成する。DCAの代表的な製造⽅法は	トリクロロ酢酸	の	還元
反応である。	
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ジブロモクロロメタン	
	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%8
2%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%B3	

	

ジブロモクロロメタン	(Dibromochloromethane)は、CHBr	2	Clの式で表される	トリハロメタン
である。ジブロモクロロメタンはかつて	難燃剤	や	化学⼯業	における	中間体	として⽤いられて
いたが、今⽇では、研究室での試薬としてのみしか利⽤されていない。	

少量のジブロモクロロメタンが	海洋	の	藻類	によって⽣産されている。	

	

臭素酸	
	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AD%E7%B4%A0%E9%85%B8	

	

臭素酸	（しゅうそさん、bromic	acid）は	臭素	の	オキソ酸	の⼀種で、	化学式			HBrO	3		の	化合
物	。	

塩素酸	に性質が似ている。	遊離酸	は単離できない。臭素は5価。遊離酸としての臭素酸は	臭
素酸アルミニウム	などの⽔溶液に希硫酸を作⽤させると得られる	

	

総トリハロメタン	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8F%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%8F%E3%8
3%AD%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%B3	

	

総トリハロメタン	（そうトリハロメタン）とは、2016年現在の⽇本で⽤いられている⽔質
基準の1つであり、	トリハロメタン	のうちの	トリクロロメタン	（慣⽤名、クロロホルム）、
ジブロモクロロメタン	、	ブロモジクロロメタン	、	トリブロモメタン	（慣⽤名、ブロモホル
ム）の4種類の	総称	である。すなわち、トリハロメタンの中で分⼦中に含まれる	ハロゲン
が、	塩素	または	臭素	であるもの全てである。「総」と付くものの、	トリハロメタンの全てが
含まれているわけではない	。トリハロメタンとは、	メタン	の持つ4つの⽔素のうちの3つが
ハロゲン	に置換された化合物の総称である。ハロゲンうち、	塩素	や	臭素	によって置換された
トリハロメタンは、	⽔道⽔	に対して	塩素消毒	を⾏うと⾮意図的に発⽣する、	消毒副⽣成物	（
disinfection	by	products）の⼀部として知られている。なお、塩素消毒をしているのにもか
かわらず（意図的に臭素を混⼊していないのもかかわらず）臭素を含んだものも⽣成するの
は、⽔の中には臭素も溶け込んでいるからである。取⽔した場所によって異なるものの、浄
⽔場に取⽔された⽔には概ね数⼗から数百	(mg/L)の	臭素イオン	が含まれているとされてい
る		[1]	。	
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