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１． 緒 言

塩素は天然に二つの安定同位体（３５Cl と３７Cl）

を持つ。その同位体存在比は自然環境物質中や

塩素を含む有機合成物質において０．２～１％程

度の変動を示していることが報告されている１）。

塩素安定同位体は，炭素安定同位体（１２C と１３C）

との組合せにより，深刻な環境汚染物質である

有機塩素化合物（クロロホルム，トリクロロエ

タンなど）の環境中での動態や運命についての

有力な指標となりうることが報告されてい

る２），３）。しかし自然環境下や工業生産工程にお

ける有機化合物の分解・合成過程での同位体分

別効果については，塩素に関しては炭素に比べ

て皆無に等しい。質量分析技術の向上とともに，

最近わずかに拡散や蒸発現象における同位体効

果の報告４），５）がされはじめている程度である。

有機塩素化合物の地球環境における動態モデ

ル構築には，様々な塩素化合物を含む系につい

て塩素同位体交換平衡定数を算出する必要があ

る。本研究は，算出された理論値と比較可能な

実測値を，陰イオン交換法によって測定するこ

とを目的とした。前回報告した展開距離３０cm

で行った試行実験６）の結果を基に，今回は標準

展開距離１５０cmで行った実験結果を報告する。

また前報の，４５０cmの長距離で行った実験結

果７）とも比較検討したので報告する。

２． 実 験 方 法

陰イオン交換法による実験のために次のよう

な実験準備を行った。まず，陰イオン交換樹脂

には室町化学製のMuromac１×８（Cl－型）を
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塩素安定同位体分離係数を精度良く得るために，陰イオン交換樹脂を用いたクロマトグラフ実験

を展開距離１５０cmで行った。０．１mol/L HCl 溶液を供給液として，流速１．５mL/min，水温２５℃

の条件下で行った実験により得られた分離係数は，１．０００２３±０．００００６（１σ）であった。この結果
は，前報で報告した展開距離３０cm及び４５０cmの実験結果とよい一致を示した。またこの結果は，

塩素の軽い同位体（３５Cl）が選択的に樹脂相中に濃縮し，一方その重い同位体（３７Cl）が溶液相中に

濃縮することを意味した。この濃縮傾向は，溶液相中における塩化物イオンの水和構造が，樹脂に

イオン結合した塩化物イオンの構造よりもわずかに安定であることを示唆している。
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準備した。メッシュサイズは，基本的には細か

い方が反応速度が速いので好ましいと考え，通

常の市販品で一番細かい２００～４００mesh のも

のを選択した。樹脂を充填する硬質硝子製カラ

ムとして，内径１cm，樹脂長１５０cmのカラム

１本を準備した。この樹脂長では，充填樹脂体

積がほぼ１００mLとなるサイズであり，また１５０

cmの展開距離があれば，分離係数を十分精度

良く測定できると判断した。溶液の送液には無

脈流定量ポンプを用い，流速が一定となるよう

に設定した。流速が遅いと実験時間の面で非効

率的であり，一方速すぎると溶離曲線が乱れ，

理想的な置換型クロマトグラムが得られなくな

ることから，本実験では流速を１．５mL/min に

設定した。この値は予備実験において置換型の

クロマトグラムが得られ，かつそれほど遅くな

いということで決定した。

同位体効果は温度に依存するので，異なる系

における同位体効果や異なる元素の同位体効果

を比較するときは同一温度で議論することが望

ましい。そこで本実験では，カラムの周りには

水温２５℃で一定となるようにウォータージャ

ケットを装着し恒温水槽（トーマス科学，TRN-

N１１）からの循環水を流した。以上の準備をふ

まえ，以下の実験を進めた。

樹脂をCl－型からOH－型に変えるために２

mol/L NaOH（和光純薬，試薬特級）溶液のカ

ラムに流通させた。この作業はカラムから流下

する液にCl－ が十分に存在しなくなるまで行っ

た。Cl－ 存在の確認は，０．１mol/L AgNO３（和

光純薬，試薬特級）溶液を添加後のAgCl 白色

沈殿の有無で判定した。次に，二次蒸留水をカ

ラムに流通させてカラムを洗浄し，カラム中に

残存したNaイオンをすべて除去した。Naイ

オン存在の有無は，流出液を白金線に取り，Na

の炎色反応で確認した。

塩素同位体分離実験はCl－のバンドの先端の

みを形成させる置換型ブレイクスルー法で行っ

た。すなわち，流速１．５mL/min，水温２５．０±

０．２℃の条件で，はじめに塩素標準溶液（０．１

mol/L HCl，和光純薬，試薬特級）の一定量を

カラムに展開させて樹脂にCl－を吸着させた。

カラムからの流出液はフラクションコレクター

（アドバンテック社，SF-２１２０）を用いて，１２

mLずつポリプロピレン製試験管に一旦回収し

た後，２０mLサンプル管に保管した。回収した

流出液の塩素濃度測定はAgCl 沈殿重量法で行

った。また流出液の塩素同位体比測定は，試料

中の塩化物イオンをCH３Cl に変形後，オラン

ダ・ユトリヒト大学地球科学部のガス質量分析

計（VG Sira２４）で行った。塩素同位体分析に

おける測定誤差は，通常０．０６‰（１σ）であっ
た８）。実験方法及び実験条件は前報６），７）と同様で

あり，展開距離のみ異なる。

３． 結果と考察

本実験の結果をTable１と Fig．１とに示す。

Fig．１の左Y軸は塩素濃度（図中では○）を，

右Y軸は塩素同位体比を３５Cl モル分率（図中で

は●）として標記している。またX軸はカラ

ム流出液の累積体積を表している。本実験用に

カラムに流入させた塩素標準溶液のオリジナル

濃度は０．１００mol/L であり，その塩素同位体

（３５Cl）モル分率は０．７７３６５であった。供給液を

カラムに導入後，累積体積として１３６９mLの

流出液中には塩素が検出されなかった。その後

直ちに流出液中の塩素濃度が上昇し，以後流出

液の塩素濃度がほぼ０．１mol/L で一定となった。

この値は塩素標準溶液の濃度と一致した。累積

流出液量がほぼ１８７３mLに達した時点で，本

実験を終了とした。Fig．１からわかるように，

流出液中の塩素濃度が０から０．１mol/L にほぼ

垂直に増加していることから，またその増加後

の期間では塩素濃度がほぼ一定であることから，

カラムにおける塩素吸着帯の移動は深刻な塩素

の拡散を伴ってはいなかったことを示している。

同位体濃縮曲線について見てみると，塩素吸着

帯先端部分において３５Cl モル分率の著しい減少

があることがわかる。吸着帯の中間部分ではほ

ぼ一定値を示しており，その値は塩素標準溶液

（１０）
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の３５Cl モル分率を反映している。Cl－の吸着帯

平坦部における塩素濃度は実験誤差範囲以内

（±５％）でほぼ一定であり，カラムに流入さ

せた塩素標準溶液の濃度（０．１００mol/L）をそ

のまま反映していた。また３５Cl モル分率は，塩

素吸着帯の最先端部分で最小値を示した。この

ことは，本実験が塩素の展開距離１５０cmで，

約０．３％の３５Cl 同位体濃縮を実現できることを

示した。

３・１ 一段の分離係数

実験結果で得られた塩素同位体効果の程度を

評価するために，一対の塩素同位体（３７Cl/３５Cl）

について一段の分離係数，S（＝ε＋１），を計算
した。この S は次のように定義されている。

S＝（［３７Cl］/［３５Cl］）/（［３７Cl］/［３５Cl］） （１）

ここで［A］は外部溶液相中の同位体種 A の濃

度であり，［A］はイオン交換樹脂相中の同位体

種 A の濃度である。また，ε はKakihana and
Kanzaki９）により次の式で定義されている。

Σε＝ ［｜Ri－R０｜wi］/［R０（１－R０）Q］ （２）

ここで R０は塩素標準溶液中の塩素の軽い同

位体（３５Cl）のモル分率，Riは溶離液の i 番目

の分取液中の３５Cl のモル分率，wiは溶離液の i

番目の分取液中の塩化物イオン量であり，Q

は塩化物イオンに対するイオン交換樹脂の交換

容量である。本実験におけるこの値は，Q＝

０．１４０１mol であった。（２）式から求めた ε 値は，
本実験では２．３×１０－４であった。

前回のバンド置換型実験では，展開距離３０

cmではバンドの先端で２．４×１０－４，その後端

では３．５×１０－４であり，平均して２．７×１０－４で

あった。また，展開距離４５０cmでは２．１×１０－４

（後端部分）であった。バンドの先端部分に関

する限り，本実験結果は３０cmの実験系とよ

く一致している。３０cm実験系の後端部分の値

が特異な値であると考えるならば，本実験によ

り得られた値は３０cm及び４５０cmのそれぞれ

の実験系とともによい一致を示していると考え

られる。これら実験では塩化物イオンの展開距

離が最大１５倍異なるが，ε 値としてはほぼ同
じ値を得た。

３・２ 同位体二相分配理論に基づく塩素同位

体効果１０）

Kakihana and Aida１０）による２相間同位体分

配理論は，分離系に関わる同位体を含む化学種

についてBigeleisen and Mayer１１）によって定義

された換算分配関数比（Reduced Partition

Table１ Analytical results on Cl isotope composi-

tion and Cl－ ion concentration of the ex-

periment with a１５０cm column

Fig．１ ３５Cl molar fraction and Cl－ ion concentration

of the column experiment.

The open circles show the Cl－ ion concentra-

tions（left vertical axis for the scale）, and the

curve connecting the solid circles represents

the３５Cl molar fraction profile（right vertical

axis for the scale）. The３５Cl isotopic molar

fraction in the feed solution is 0.77365.

（ １１）
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Function Ratio, RPFR）とそれらのモル分率と

を一段の分離係数（S）に関係づけたものである。

この理論に基づけば，一段の分離係数（S）は（３）

式のように表現される。

Σ Σln S＝ln（ xi fi）－ln（ xi fi） （３）

ここで xiと fiとはそれぞれ外部溶液中の化学種

i のモル分率とRPFRとである。一方，xiと fi

とはそれぞれ，樹脂相中の化学種 i の同様な量

である。ここでは， xiΣ Σ＝ xi＝１，が成り立っ

ている。簡単のために，RPFRの式の対称数は

省略した。

本実験では０．１mol/L 塩酸溶液を用いたので，

溶液相，樹脂相のいずれにおいても塩化物イオ

ンは，水和していると考えられる。したがって

両相における塩化物イオンをCl－（H２O）n及び

Cl－（H２O）mといった構造式で表現することがで

きる。ここで n と m とはそれぞれ両相におけ

る水和数を示している。この場合，（３）式は（４）

式に書き換えることができる。

ln S＝ln fn－ln fm （４）

ここで fnは，液相中のCl－（H２O）n同位体分子に

関 し て，３７Cl－（H２O）nのRPFRを３５Cl－（H２O）nの

RPFRで割った値である。一方 fmは，樹脂相

中のCl－（H２O）m同位体分子に関して，同様な２

同位体分子のRPFRを同様に割った値である。

そこで，（４）式は（５）式のように書き直すことが

できる。

ln S＝ln（fn/fm）－ln（fm/fm）

＝ln Shydration－ln Sphase （５）

（５）式は，一段の分離係数 S が，水和効果 Shydration

と相変化効果 Sphase に基づく同位体効果とから

なることを示している。水和効果は，液相中に

おいて水和数が m から n に変化することに起

因する同位体効果である。水和数 n は通常 m

より大きいので１２），ln Shydration の値は通常は正で

あると予想できる。一方，定義から Sphase は，

単純な水和化合物Cl－（H２O）mが溶液相から樹脂

相へ移動した場合の同位体分離係数であること

を意味している。２次以上の水和圏の水分子に

より水和され，樹脂のイオン交換基と静電的に

相互作用している水和塩化物イオンのRPFR

が，同様な水和圏の水分子によって単純に水和

された塩化物イオンのRPFRよりもわずかに

大きいと考えられるので，ln Sphase の値は正の

値をとると考えられる。したがって本実験の結

果は，ln Shydration＞ln Sphase という関係を与える。

すなわち水溶液系における塩素同位体効果は，

相変化の効果よりも水和の効果のほうが大きか

ったと考えられる。

４． 結 論

陰イオン交換クロマトグラフ法により，塩素

同位体分離係数を精度良く求めた。展開距離

１５０cmによって得られた塩素の溶離曲線と同

位体濃縮曲線とから，塩素同位体分離係数（S

＝１＋ε）を算出した。その結果，ε の値が２．３
×１０－４（先端部分）であり，前回報告した展開

距離３０cm及び４５０cmの実験結果から得られ

た ε の値とよく一致した。このことはすなわ
ち，少なくとも３０cmから４５０cmの間で塩素

同位体分離が安定して行われていることを示し

ている。また本実験でも前回の実験と同様に，

塩素の軽い同位体（３５Cl）が樹脂中に濃縮し，

一方重い同位体（３７Cl）が溶液中に濃縮する結

果が得られた。一般的には安定な分子構造に重

い同位体が濃縮する傾向がある，という同位体

効果の理論に基づけば，この実験結果は，塩化

物イオンが樹脂との結合構造に比べて水和構造

でより安定した構造を形成していることを示し

ている。
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Abstract

Experimental Determination of Chlorine Isotope Effect

by Ion-exchange Technique
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The separation factor of chlorine isotopes was precisely determined by using anion-exchange chroma-

tographic technique, which employed a 1.5 m-long column. Hydrochloric acid（0.1 mol/L）solution was fed

into the column with the flow rate of 1.5 mL/min. The magnitude of the factor obtained was 1.00023±

0.00006（1σ）at 25 ℃. The result was in good agreement with the results obtained in previous works, and

showed that the lighter isotope（３５Cl）was preferentially fractionated into the resin phase, while the heavier

one（３７Cl）was enriched into the aqueous phase. This trend suggested that Cl－ ions hydrated in the aqueous

phase were slightly more stable than the hydrated Cl－ ions interacting with the ion-exchange sites of the resin.
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