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(54)【発明の名称】ホルムアルデヒド測定用試薬及びそれを用いたホルムアルデヒドの測定方法
(57)【要約】
【課題】

ホルムアルデヒドを簡便に検出又は定量する

ことができる、ホルムアルデヒド測定用試薬を提供する
こと。
【解決手段】

3‑アミノ‑4‑ジフェニルプロプ‑2‑エン‑1

‑オンのような、カルボニル基を有する特定の芳香族ア
ミンを有効成分として含有するホルムアルデヒド測定用
試薬を提供した。
【効果】

本発明の試薬を用いることにより、簡便かつ

十分正確に被検試料中のホルムアルデヒドを測定するこ
とができる。特に、固相に不動化した形態では、試薬の
取り扱いや持ち運びが容易で、しかも室内空気等の被検
試料中に固相化試薬を放置するだけで極めて簡便にホル
ムアルデヒドの測定を行うことができる。
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【特許請求の範囲】

【請求項７】

【請求項１】

薬。

下記一般式[I]で示される構造を有する

前記固相がろ紙である請求項６記載の試

化合物を有効成分として含有するホルムアルデヒド測定

【請求項８】

請求項１ないし７のいずれか１項に記載

用試薬。

の試薬と、被検試料とを接触させ、生成した色素を検出

【化１】

又は定量することを含むホルムアルデヒドの測定方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、ホルムアルデヒド
測定用試薬及びそれを用いたホルムアルデヒドの測定方

（式中、Ｒ

１

は水素、炭素数１〜１０の直鎖若しくは分

10

法に関する。

枝アルキル基又はフェニル基（ただし、該フェニル基上

【０００２】

の各水素原子は、炭素数１〜１０の直鎖若しくは分枝ア

【従来の技術】近年、「シックハウス症候群」と呼ばれ

ルキル基、ハロゲン、水酸基、ニトロ基、カルボキシル

る住宅内装材の化学物質が原因とされる目や喉の痛み、

基若しくはアミノ基（４級アンモニウム塩も含む）で置

あるいはアトピー性皮膚炎の悪化といった健康被害が問

換されていてもよく、該フェニル基上に前記置換基が複

題にされている。シックハウス症候群と関連する化学物

数存在する場合には、それぞれの置換基は同一でも異な

質として、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パ

っていてもよい）、Ｒ

２

は、水素又は炭素数１〜１０の

ラジクロロベンゼンが挙げられる。中でもホルムアルデ

直鎖若しくは分枝アルキル基、Arはフェニル基、ナフチ

ヒドは、シックハウス症候群の原因物質として最も問題

ル基又はアントラセニル基（ただし、これらの基上の各

視されている。ホルムアルデヒドは、樹脂や高分子合成

水素原子は、炭素数１〜１０の直鎖若しくは分枝アルキ

20

の原料として大量に使用されると共に、それらの製造工

ル基、ハロゲン、水酸基、ニトロ基、カルボキシル基若

程や製品から大気中に放出され、例えば、新築住宅、リ

しくはアミノ基（４級アンモニウム塩も含む）で置換さ

フォーム後の住宅で許容範囲をはるかに超える高濃度の

れていてもよく、これらの基上に前記置換基が複数存在

ホルムアルデヒドが検出された事例がある。また、種々

する場合には、それぞれの置換基は同一でも異なってい

の燃焼過程や光化学過程によっても生成する。さらにホ

てもよい）を示す。）

ルムアルデヒドは水に溶けやすいため、大気中の水滴に

【請求項２】

移行し、亜硫酸と安定な付加体の形成、還元剤としての

前記一般式[I]で示される化合物は、下

記一般式[II]で表される請求項１記載の試薬。

作用による酸化体(過酸化水素など)の消費、ラジカル機

【化２】

構で進行する亜硫酸酸化におけるラジカル捕捉など、降
水の酸性化を促進させる物質としても指摘されている。
30

このため、室内空気中および大気中のホルムアルデヒド
濃度を正確に見積もる必要がある。
【０００３】これまでに利用されている室内空気中の化
学物質を測定する方法として、標準的測定法、検知管
法、蒸気拡散式分析法、化学発光法、電気化学分析法な

（式中、Ｒ
しＲ

７

１

２

及びＲ

は、一般式[I]と同義、Ｒ

３

ない

どが挙げられる。これらの方法は厳密な測定結果を得る

はそれぞれ独立に水素、炭素数１〜１０の直鎖若

ことが出来ると期待される反面、i) 精密な分析装置と

しくは分枝アルキル基、ハロゲン、水酸基、ニトロ基、

高度な技術が必要とされる、ii) 結果の判定までにある

カルボキシル基若しくはアミノ基（４級アンモニウム塩

程度の時間を要する、iii) 反応に用いる物質(溶媒、触

も含む）を示す）。
【請求項３】

媒など)が環境に不適切である、iv)妨害物質の影響を受

前記一般式[I]又は[II]中のＲ

１

が炭素

40

けやすく、測定結果に誤差が生じるという問題点も指摘

数１〜１０の直鎖若しくは分枝アルキル基又はフェニル

されている。一方で、消費者あるいは住宅生産者の間で

基である請求項１又は２記載の試薬。

は、原因とされる化学物質の濃度を手軽に知りたいとい

【請求項４】

前記一般式[I]又は[II]中のＲ

２

が水素

う要求が急速に増しており、既存の分析装置および分析

である請求項３記載の試薬。
【請求項５】

前記一般式[II]中のＲ

試薬にとってかわる新しい手法が切望されている。
３

ないしＲ

７

は水

【０００４】

素である請求項２ないし４のいずれか１項に記載の試

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的

薬。

は、ホルムアルデヒドを簡便に検出又は定量することが

【請求項６】

前記一般式[I]又は[II]で示される化合

できる、ホルムアルデヒド測定用試薬及びそれを用いた

物が、固相に不動化されている請求項１ないし５のいず
れか１項に記載の試薬。

ホルムアルデヒドの測定方法を提供することである。
50

【０００５】

( 3 )
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3

4

【課題を解決するための手段】本願発明者らは、鋭意研

は、水素又は炭素数１〜４の直鎖若しくは分枝アルキル

究の結果、特定の構造を有するアミン化合物がホルムア

基であり、さらに好ましくは水素である。

ルデヒドと反応すると有色の化合物が生成することを見

【００１３】一般式[I]中、Arはフェニル基、ナフチル

出し、これを利用してホルムアルデヒドの測定が可能で

基又はアントラセニル基であり、これらの基上の各水素

あることに想到して本発明を完成した。

原子は、炭素数１〜１０の直鎖若しくは分枝アルキル

【０００６】すなわち、本発明は、下記一般式[I]で示

基、ハロゲン、水酸基、ニトロ基、カルボキシル基若し

される構造を有する化合物を有効成分として含有するホ

くはアミノ基（４級アンモニウム塩も含む）で置換され

ルムアルデヒド測定用試薬を提供する。

ていてもよく、これらの基上に前記置換基が複数存在す

【０００７】

る場合には、それぞれの置換基は同一でも異なっていて

【化３】

10

もよい。Arは、フェニル基又は置換フェニル基であるこ
とが好ましい。従って、一般式[I]で表される化合物に
包含される好ましい化合物として、下記一般式[II]で表
される化合物を挙げることができる。
【００１４】

【０００８】（式中、Ｒ

１

は水素、炭素数１〜１０の直

【化４】

鎖若しくは分枝アルキル基又はフェニル基（ただし、該
フェニル基上の各水素原子は、炭素数１〜１０の直鎖若
しくは分枝アルキル基、ハロゲン、水酸基、ニトロ基、
カルボキシル基若しくはアミノ基（４級アンモニウム塩
も含む）で置換されていてもよく、該フェニル基上に前

20

記置換基が複数存在する場合には、それぞれの置換基は
同一でも異なっていてもよい）、Ｒ

２

１

は、水素又は炭素

【００１５】一般式[II]中、Ｒ 及びＲ

２

は、一般式

数１〜１０の直鎖若しくは分枝アルキル基、Arはフェニ

[I]と同義であり、好ましい基も一般式[I]について上記

ル基、ナフチル基又はアントラセニル基（ただし、これ

した通りであり、Ｒ

らの基上の各水素原子は、炭素数１〜１０の直鎖若しく

素、炭素数１〜１０の直鎖若しくは分枝アルキル基、ハ

は分枝アルキル基、ハロゲン、水酸基、ニトロ基、カル

ロゲン、水酸基、ニトロ基、カルボキシル基若しくはア

ボキシル基若しくはアミノ基（４級アンモニウム塩も含

ミノ基（４級アンモニウム塩も含む）を示す。なお、一

む）で置換されていてもよく、これらの基上に前記置換

般式式[II]中のフェニル基は、特に置換されている必要

基が複数存在する場合には、それぞれの置換基は同一で

はないので、Ｒ

も異なっていてもよい）を示す。）
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３

３

７

ないしＲ はそれぞれ独立に水

ないしＲ

７

が水素のものが合成が簡便

で好ましい。

【０００９】また、本発明は、上記本発明の試薬と、被

【００１６】一般式[II]で示される化合物の好ましい具

検試料とを接触させ、生成した色素を検出又は定量する

体例として、下記式[III]で表される化合物１及び下記

ことを含むホルムアルデヒドの測定方法を提供する。

式[IV]で表される化合物５を挙げることができる。

【００１０】

【００１７】

【発明の実施の形態】上記の通り、本発明のホルムアル

【化５】

デヒド測定用試薬は、上記一般式[I]で示される化合物
を有効成分として含有する。
【００１１】一般式[I]中、Ｒ

１

は水素、炭素数１〜１

０の直鎖若しくは分枝アルキル基又はフェニル基を示
し、該フェニル基上の各水素原子は、炭素数１〜１０の

40

直鎖若しくは分枝アルキル基、ハロゲン、水酸基、ニト

【００１８】

ロ基、カルボキシル基若しくはアミノ基（４級アンモニ

【化６】

ウム塩も含む）で置換されていてもよく、該フェニル基
上に前記置換基が複数存在する場合には、それぞれの置
換基は同一でも異なっていてもよい。Ｒ

１

は、炭素数１

〜１０の直鎖若しくは分枝アルキル基又はフェニル基で
あることが好ましく、特に炭素数１〜４の直鎖若しくは
分枝アルキル基又はフェニル基であることが好ましい。
【００１２】一般式[I]中、Ｒ

２

【００１９】なお、一般式[I]で表される化合物自体は

は、水素又は炭素数１

〜１０の直鎖若しくは分枝アルキル基であり、好ましく

公知であり、公知の方法（例えば、Synthesis, 1983, 9
50

02‑903に記載の方法等）により容易に合成することがで

( 4 )
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5

6

き、また、下記実施例にも好ましい化合物の合成方法が

ヒド１分子が次のように反応して、色素化合物を生じ

詳細に記載されている。

る。

【００２０】一般式[I]で表される化合物は、ホルムア

【００２１】

ルデヒドと接触すると、該化合物２分子とホルムアルデ

【化７】

【００２２】例えば、上記化合物１及び化合物５は、ホ

【００２３】

ルムアルデヒドとそれぞれ次のように反応し、色素２及

【化８】

び色素６を生成する。

【００２４】

【００２５】従って、一般式[I]で示される化合物と、

【化９】

30

セトニトリル、両者の混合溶媒等を挙げることができる

ホルムアルデヒドとの反応により生成される色素を測定

がこれらに限定されるものではなく、一般式[I]で示さ

することにより、被検試料中のホルムアルデヒドを測定

れる有効成分を溶解することができ、ホルムアルデヒド

することができる。生成される色素は、一般式[I]で示

との反応を阻害しないいずれの溶媒をも用いることがで

される化合物がほとんど吸光しない波長領域において吸

きる。溶液として使用する場合、溶液中の一般式[I]で

光ピークを有するので、生成される色素を測定すること

示される有効成分の濃度は、特に限定されず、被検試料

により、被検試料中のホルムアルデヒドを測定すること

の種類や予定する反応時間等に応じて適宜選択すること

ができる。例えば、上記色素２及び６は、波長４２０ｎ

ができるが、通常、１〜５０ｍＭ程度であり、５〜１０

ｍ〜４２５ｎｍ付近に吸光ピークを有しており黄色に着

ｍＭ程度が好ましい。

色しているが、化合物１及び５は、波長４２０ｎｍ〜４
２５ｎｍ付近の光を全く吸収しないので、新たに生成し

【００２８】試薬を固相に不動化する場合、固相の好ま
40

しい例としては、ろ紙、シリカシート、アルミナシート

たこれらの黄色の色素を容易に測定でき、それによって

等を挙げることができる。固相化は、特に限定されない

ホルムアルデヒドを測定することができる。なお、本明

が、一般式[I]で示される有効成分の溶液（好ましい溶

細書において、「測定」とは検出と定量の両者を包含す

媒及び濃度は上記と同じ）をろ紙等の固相に含浸させ、

る意味で用いている。

乾燥することにより容易に達成することができる。含浸

【００２６】本発明の方法では、一般式[I]で示される

は、溶液中への固相の浸漬又は溶液の固相への噴霧等に

上記化合物と、被検試料中のホルムアルデヒドとを接触

より行うことができる。

させ、上記色素を生成させる。

【００２９】被検試料としては、その中に含まれるかも

【００２７】本発明の試薬は、溶液の形態にあっても、

しれないホルムアルデヒドを測定しようとするあらゆる

固相に不動化された形態でも使用することができる。溶

試料であってよく、気体でも液体でもよい。被検試料と

液として用いる場合、好ましい溶媒の例として、水、ア

50

しては、例えば、新たに内装を施した家の中の空気等を

( 5 )
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7

8

例示することができる。

られた溶液の吸光度を測定することにより行うことがで

【００３０】測定は、溶液の形態又は固相に不動化され

きる。この場合の溶媒としては、特に限定されないが、

た形態にある本発明の試薬と、被検試料を単に接触さ

試薬の溶液調製に用いられる上記溶媒を用いることがで

せ、生じた色素を測定することにより行うことができ

きる。

る。検出の場合には、目視により本発明の試薬が着色す

【００３１】反応時間は、特に限定されず、被検試料中

るか否かを調べることにより、被検試料中にホルムアル

のホルムアルデヒド濃度や、所望する測定感度等に応じ

デヒドが含まれるか否かを調べることができる。また、

て適宜選択できるが、通常、５分〜１０分間程度でよ

定量の場合には、好ましくは、生成する色素の吸光ピー

い。また、反応温度も特に限定されず、室温で行うのが

ク又はその近傍の波長において、吸光度を測定すること
により生成した色素を定量することができ、ひいては被

最も簡便で好ましい。
10

【００３２】

検試料中のホルムアルデヒドを定量することができる。

【実施例】以下、本発明を実施例に基づきより具体的に

試薬が溶液の形態にある場合、定量は、試薬の吸光度を

説明する。もっとも、本発明は下記実施例に限定される

そのまま、あるいは、必要に応じて測定に適した濃度に

ものではない。

希釈した後、測定することにより行うことができる。ま

【００３３】実施例１

た、固相に不動化された形態にある場合には、被検試料

プ‑2‑エン‑1‑オン（化合物１）の合成

との接触後、固相上に生じた色素を溶媒中に溶出し、得

【化１０】

【００３４】ディーンスタークトラップを取付けた200

を用いて行った。

ml三口フラスコに、1,3‑ジフェニル‑1,3‑プロパンジオ

【００３５】収率：80%

ン4.50 g(0.02 mol)、乾燥ベンゼン60 ml、酢酸アンモ

1

ニウム3.08 g (0.04 mol)、酢酸1.0 mlを加え、窒素気

H), 7.3‑7.6(m,10H), 10.1(br.s,1H)

流下、12時間還流した。放冷後、水で洗浄し、無水硫酸

ESI‑TOFMS(+) [M+Na]

ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去後、カラムクロ

【００３６】実施例２

マトグラフィー(SiO2 , CHCl3 :AcOEt = 4:1 v/v)で精製

‑2‑オン（化合物５）の合成

1

し、目的化合物を得た。同定は、 H‑NMR及びESI‑TOFMS

30

3‑アミノ‑4‑ジフェニルプロ

H‑NMR (CDCl3, 300 MHz, TMS, r.t.,δ/ppm) 5.7(s,1
+

= 246
4‑アミノ‑4‑フェニル‑3‑エン

【化１１】

【００３７】ディーンスタークトラップを取付けた200

との反応による吸収スペクトルの変化

ml三口フラスコに、1‑フェニル‑1,3‑ブタンジオン3.24

実施例１で合成した化合物１を、溶媒(MeCN:リン酸緩衝

g(0.02 mol)、乾燥ベンゼン60 ml、酢酸アンモニウム3.
08 g(0.04 mol)、酢酸1.0 mlを加え、窒素気流下、12時

溶液(pH5.0) = 1.1 v/v)に２０μＭの濃度になるように
40

溶解し、吸収スペクトルを測定した。この溶液1.0 ｍｌ

間還流した。放冷後、水で洗浄し、無水硫酸ナトリウム

に、5.0μＭのホルムアルデヒド溶液（溶媒は化合物１

で乾燥した。溶媒を減圧留去後、カラムクロマトグラフ

の溶媒と同じ）1.0 ｍｌを混合し、室温で放置した。混

ィー(SiO2 , CHCl3 :AcOEt = 4:1 v/v)で精製し、目的化

合後、５分後に吸収スペクトルを測定した。

1

合物を得た。同定は、 H‑NMR及びESI‑TOFMSを用いて行

【００４０】結果を図１に示す。図１に示されるよう

った。

に、化合物１は波長350 nm付近に吸収ピークを有し、一

【００３８】収率：85%

方、波長約410 nm以上の領域には吸収がない。しかし、

1

これをホルムアルデヒドと反応させると、波長350 nm付

H‑NMR (CDCl3, 300 MHz, TMS, r.t.,δ/ppm) 2.0(s,3

H), 5.7(s,1H), 7.5(m,5H), 10.1(br.s,1H)

近のピークが激減すると共に波長425 nm付近に新たな吸

+

収ピークが生じてくる。従って、この波長425 nm付近で

ESI‑TOFMS(+) [M+Na]

【００３９】実施例３

= 184
化合物１とホルムアルデヒド

50

吸光度を測定することにより、被検試料中にホルムアル

( 6 )

特開２００３−２０７４９８

9

10

デヒドが含まれるか否かを容易かつ高感度に測定するこ

【００４３】実施例５

とができる。また、この反応により、透明であった溶液

アルデヒドとの反応

が、はっきりと視認できる程度に黄色に着色した。

化合物５を、溶媒（MeCN:リン酸緩衝溶液(pH5.0) = 4.1

【００４１】実施例４

化合物５とホルムアルデヒド

化合物５の固相化及びホルム

v/v）中に6.0 mMの濃度で溶解した。ろ紙をこの溶液中

との反応

に含浸し、乾燥させた。次いで、このろ紙を、ホルムア

実施例３と同様にして、化合物５（実施例２で合成）の

ルデヒドガスで飽和したビニール袋の中に入れ、室温で

溶液とホルムアルデヒド溶液とを室温で反応させた。1.

５分間放置した。その結果、白色であったろ紙が、はっ

0μＭ又は5.0μＭのホルムアルデヒド溶液1.0mlと化合

きりと視認できる程度に黄色に着色した。

物５を混合し、それぞれ室温で放置した。混合後、５分
後に吸収スペクトルを測定した。

【００４４】
10

【発明の効果】本発明により、ホルムアルデヒドを簡便

【００４２】結果を図２に示す。なお、図２において、

に検出又は定量することができる、ホルムアルデヒド測

波長325 nm付近の吸収ピークが上から２番目の曲線は、

定用試薬及びそれを用いたホルムアルデヒドの測定方法

ホルムアルデヒド濃度が1.0μＭの場合の結果を示し、

が初めて提供された。本発明の試薬を用いることによ

波長325 nm付近の吸収ピークが最も低い曲線（「ホルム

り、簡便かつ十分正確に被検試料中のホルムアルデヒド

アルデヒドとの反応後（色素６）」と記した曲線）は、

を測定することができる。特に、固相に不動化した形態

ホルムアルデヒド濃度が5.0μＭの場合の結果を示す。

では、試薬の取り扱いや持ち運びが容易で、しかも室内

図２に示されるように、化合物５は波長325 nm付近に吸

空気等の被検試料中に固相化試薬を放置するだけで極め

収ピークを有し、一方、波長約380 nm以上の領域には吸

て簡便にホルムアルデヒドの測定を行うことができる。

収がない。しかし、これをホルムアルデヒドと反応させ

【図面の簡単な説明】

ると、波長325 nm付近のピークが激減すると共に波長42

20

【図１】本発明の試薬に用いられる化合物の１実施例で

0 nm付近に新たな吸収ピークが生じてくる。従って、こ

ある化合物１とホルムアルデヒドとの反応による吸収ス

の波長420 nm付近で吸光度を測定することにより、被検

ペクトルの変化を示す図である。

試料中にホルムアルデヒドが含まれるか否かを容易かつ

【図２】本発明の試薬に用いられる化合物の１実施例で

高感度に測定することができる。また、この反応によ

ある化合物５とホルムアルデヒドとの反応による吸収ス

り、透明であった溶液が、はっきりと視認できる程度に

ペクトルの変化を示す図である。

黄色に着色した。
【図１】

( 7 )

特開２００３−２０７４９８

【図２】
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