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(57)【要約】
【課題】安価かつ簡易に液相中のホルムアルデヒドを高
い感度で選択的に検出可能なホルムアルデヒド検出方法
を提供すること。
【解決手段】少なくとも表面に二酸化マンガンを備えた
作用電極及び対電極を、被検液を含む検出用電解液と接
触させた状態で所定の電位を印加して、検出用電解液中
のホルムアルデヒドを酸化し、該酸化反応により生じる
電気的変化を検出して被検液中のホルムアルデヒドを検
出することを特徴とするホルムアルデヒドの検出方法で
ある。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
液相中のホルムアルデヒドを検出する検出器であって、
少なくとも表面に二酸化マンガンを具備する作用電極と、
該作用電極におけるホルムアルデヒドの酸化反応により生じる電気的変化を検出する検
出手段と、
電極に所定の電位を印加する電圧供給手段と、
を備えたことを特徴とするホルムアルデヒド検出器。
【請求項２】
作用電極が、電極基体の表面に二酸化マンガン薄膜を備えた電極であることを特徴とす
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る請求項１記載のホルムアルデヒド検出器。
【請求項３】
検出手段が、電流変化を検出する電流検出手段であることを特徴とする請求項１又は２
記載のホルムアルデヒド検出器。
【請求項４】
電気的変化に基づきホルムアルデヒドの濃度を算出する演算手段を備えたことを特徴と
する請求項１〜３のいずれか記載のホルムアルデヒド検出器。
【請求項５】
印加電位が＋０．３Ｖ〜＋１．１Ｖ（対銀／塩化銀電極）であることを特徴とする請求
項１〜４記載のホルムアルデヒド検出器。
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【請求項６】
電極基体表面の二酸化マンガン薄膜が電気めっきにより形成された薄膜であることを特
徴とする請求項２〜５のいずれか記載のホルムアルデヒド検出器。
【請求項７】
二酸化マンガンが低結晶性二酸化マンガンであることを特徴とする請求項１〜６のいず
れか記載のホルムアルデヒド検出器。
【請求項８】
少なくとも表面に二酸化マンガンを備えた作用電極及び対電極を、被検液を含む検出用
電解液と接触させた状態で所定の電位を印加して、検出用電解液中のホルムアルデヒドを
酸化し、該酸化反応により生じる電気的変化を検出して被検液中のホルムアルデヒドを検
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出することを特徴とするホルムアルデヒドの検出方法。
【請求項９】
印加電圧が＋０．３Ｖ〜＋１．１Ｖ（対銀／塩化銀電極）であることを特徴とする請求
項８記載のホルムアルデヒドの検出方法。
【請求項１０】
検出用電解液が、所定の電解液及び被検液を混合した溶液であることを特徴とする請求
項８又は９記載のホルムアルデヒドの検出方法。
【請求項１１】
検出用電解液が、弱酸性〜中性であることを特徴とする請求項８〜１０のいずれか記載
のホルムアルデヒドの検出方法。
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【請求項１２】
少なくとも表面に二酸化マンガンを具備し、液相中のホルムアルデヒドの検出に用いる
ことを特徴とするホルムアルデヒド検出用電極。
【請求項１３】
電極基体の表面に二酸化マンガン薄膜を備えた電極であることを特徴とする請求項１２
記載のホルムアルデヒド検出用電極。
【請求項１４】
電極基体表面の二酸化マンガン薄膜が電気めっきにより形成された薄膜であることを特
徴とする請求項１３記載のホルムアルデヒド検出用電極。
【請求項１５】
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二酸化マンガンが低結晶性二酸化マンガンであることを特徴とする請求項１２〜１４の
いずれか記載のホルムアルデヒド検出用電極。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、液相中のホルムアルデヒドを検出するための検出器及びその検出方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
ホルムアルデヒドは、主に合板、ラッカー、建材に使われるフェノール・ウレア・メラ

10

ミン−ホルムアルデヒド樹脂の化学合成に用いられている。このホルムアルデヒドは、気
密性の高い住宅では、大気中に放出されて健康被害をもたらすことが知られており（シッ
クハウス症候群）、発ガン性も認められている。厚生労働省では、作業労働環境内のホル
ムアルデヒド濃度を０．２５ｐｐｍ以下に低減するようガイドラインを示している。
【０００３】
このホルムアルデヒドの分析法としては、ＧＣ／ＭＳ、検知管法、電気化学分析法、化
学発光法、分光学法等が知られているが、例えば、電気化学分析法としては、Ｐｔ，Ａｕ
，Ｐｄ等の貴金属触媒によるホルムアルデヒドの電極触媒酸化法が知られている（非特許
文献１〜３参照）。しかしながら、貴金属元素は高価であり、また、ホルムアルデヒドの
選択的分解ではないことから、センサー等の実用化には不向きである。また、これらの反
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応は、強酸又は強アルカリ中での反応であり、貴金属表面が被毒されて触媒活性が低下す
る等の問題がある。
【０００４】
また、酵素（ホルムアルデヒドデヒドロゲナーゼ）を用いるホルムアルデヒド用バイオ
センサーも提案されているが（非特許文献４〜５参照）、感度が低く、高価で実用には不
向きである上に、高温での失活など酵素特有の問題がある。
【０００５】
さらに、二酸化マンガンによる気相ホルムアルデヒドの触媒酸化法も知られているが（
非特許文献６〜７参照）、この方法は、気相反応にのみ有用であり、経時的な使用により
活性が低下する。また、ここで用いる二酸化マンガンは粉末であり、その導電性の低さか
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ら酸化反応の電子が電気回路に移動することは不可能であり、二酸化マンガン単独では電
流応答に基づく電気化学センサーに応用できない。さらに、気相反応の進行からホルムア
ルデヒドの濃度を決定することもできない。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明の課題は、安価かつ簡易に液相中のホルムアルデヒドを高い感度で選択的に検出
可能なホルムアルデヒド検出器（センサー）及びその検出方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者らは、環境中の有害なホルムアルデヒド、特に河川水、生活・工場廃水等の液
相中に含まれるホルムアルデヒドを検出するセンサーの実用化に向け鋭意検討した結果、
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電極触媒として二酸化マンガンを用いることにより、安価で低濃度のホルムアルデヒドを
高感度で検出することができるセンサーを提供できることを見いだし、本発明を完成する
に至った。
【０００９】
すなわち、本発明は、（１）液相中のホルムアルデヒドを検出する検出器であって、少
なくとも表面に二酸化マンガンを具備する作用電極と、該作用電極におけるホルムアルデ
ヒドの酸化反応により生じる電気的変化を検出する検出手段と、電極に所定の電位を印加
する電圧供給手段と、を備えたことを特徴とするホルムアルデヒド検出器や、（２）作用
電極が、電極基体の表面に二酸化マンガン薄膜を備えた電極であることを特徴とする上記
（１）記載のホルムアルデヒド検出器や、（３）検出手段が、電流変化を検出する電流検
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出手段であることを特徴とする上記（１）又は（２）記載のホルムアルデヒド検出器や、
（４）電気的変化に基づきホルムアルデヒドの濃度を算出する演算手段を備えたことを特
徴とする上記（１）〜（３）のいずれか記載のホルムアルデヒド検出器や、（５）印加電
位が＋０．３Ｖ〜＋１．１Ｖ（対銀／塩化銀電極）であることを特徴とする上記（１）〜
（４）記載のホルムアルデヒド検出器や、（６）電極基体表面の二酸化マンガン薄膜が電
気めっきにより形成された薄膜であることを特徴とする上記（２）〜（５）のいずれか記
載のホルムアルデヒド検出器や、（７）二酸化マンガンが低結晶性二酸化マンガンである
ことを特徴とする上記（１）〜（６）のいずれか記載のホルムアルデヒド検出器に関する
。
【００１０】
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また、本発明は、（８）少なくとも表面に二酸化マンガンを備えた作用電極及び対電極
を、被検液を含む検出用電解液と接触させた状態で所定の電位を印加して、検出用電解液
中のホルムアルデヒドを酸化し、該酸化反応により生じる電気的変化を検出して被検液中
のホルムアルデヒドを検出することを特徴とするホルムアルデヒドの検出方法や、（９）
印加電圧が＋０．３Ｖ〜＋１．１Ｖ（対銀／塩化銀電極）であることを特徴とする上記（
８）記載のホルムアルデヒドの検出方法や、（１０）検出用電解液が、所定の電解液及び
被検液を混合した溶液であることを特徴とする上記（８）又は（９）記載のホルムアルデ
ヒドの検出方法や、（１１）検出用電解液が、弱酸性〜中性であることを特徴とする上記
（８）〜（１０）のいずれか記載のホルムアルデヒドの検出方法に関する。
【００１１】
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また、本発明は、（１２）少なくとも表面に二酸化マンガンを具備し、液相中のホルム
アルデヒドの検出に用いることを特徴とするホルムアルデヒド検出用電極や、（１３）電
極基体の表面に二酸化マンガン薄膜を備えた電極であることを特徴とする上記（１２）記
載のホルムアルデヒド検出用電極や、（１４）電極基体表面の二酸化マンガン薄膜が電気
めっきにより形成された薄膜であることを特徴とする上記（１３）記載のホルムアルデヒ
ド検出用電極や、（１５）二酸化マンガンが低結晶性二酸化マンガンであることを特徴と
する上記（１２）〜（１４）のいずれか記載のホルムアルデヒド検出用電極に関する。
【発明の効果】
【００１２】
本発明のホルムアルデヒド検出器及びホルムアルデヒド検出方法によれば、液相中の低
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濃度のホルムアルデヒドを高感度で検出することができる。しかも、電極触媒としての二
酸化マンガンは安価であることから、安価な簡易センサーとして実用化を図ることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】ＭｎＯ２電極（実施例）及びＧＣ電極（比較例）のサイクリックボルタモグラム
を示す図である。
【図２】ＭｎＯ２電極（実施例）を用いた電解中のホルムアルデヒド濃度変化を示す図で
ある。
【図３】ｐＨ４の０．５Ｍ硫酸ナトリウム水溶液にＭｎＯ２電極（実施例）又はＧＣ電極

20

（比較例）を浸漬し、ホルムアルデヒドを滴加していったときの電流応答、及び濃度と電
流密度の関係を示す図（分極電位＋０．９Ｖ）である。
【図４】ｐＨ４の０．５Ｍ硫酸ナトリウム水溶液にＭｎＯ２電極（実施例）を浸漬し、エ
タノール、メタノール、酢酸、ギ酸、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒドを順次滴加し
ていったときの電流応答を示す図（分極電位＋０．９Ｖ）である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
本発明のホルムアルデヒド検出器としては、液相中のホルムアルデヒドを検出する検出
器であって、少なくとも表面に二酸化マンガンを具備する作用電極と、該作用電極におけ
るホルムアルデヒドの酸化反応により生じる電気的変化を検出する検出手段と、電極に所
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定の電位を印加する電圧供給手段とを備えたものであれば特に制限されるものではなく、
本発明のホルムアルデヒド検出器は、液相中の低濃度のホルムアルデヒドを高感度で検出
することができる。しかも、電極触媒としての二酸化マンガンは安価であることから、安
価な簡易センサーとして実用化を図ることができる。さらに、本発明の作用電極に用いる
二酸化マンガンは活性が低下しないことから、本発明の検出器は繰り返し使用することが
可能である。
【００１５】
本発明のホルムアルデヒド検出器における作用電極（本発明のホルムアルデヒド検出用
電極）としては、少なくとも表面に二酸化マンガンを具備していれば特に制限されるもの
ではなく、全体が二酸化マンガンからなる電極でもよいが、電極全体の電気抵抗を小さく
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するために、電極基体の表面に二酸化マンガン薄膜を備えた電極とすることが好ましい。
電極基体としては、導電性の高い不活性な材料からなるものが好ましく、例えば、炭素（
グラッシーカーボン）、白金等からなる電極基体を挙げることができる。電極基体表面へ
の薄膜の形成は、電気めっき（電解めっき）、無電解めっき等、種々の方法で形成するこ
とができるが、電気めっきで行うことが容易に均一な薄膜を形成することができることか
ら好ましい。また、本発明の二酸化マンガンは、結晶性のもの、非晶質のものであっても
よいが、低結晶性又は非晶質のものが好ましい。なお、結晶性については、Ｘ線回折等に
より確認することができる。
【００１６】
上記作用電極におけるホルムアルデヒドの酸化反応により生じる電気的変化を検出する

50

(6)

JP 2014‑25749 A 2014.2.6

検出手段としては、ホルムアルデヒドの酸化反応により生じる酸化電流に基づく電流変化
を検出する電流検出手段や、酸化反応に基づく電位変化を検出する手段を例示することが
でき、簡易かつ精密に電気的変化を検出できることから、酸化電流に基づく電流変化を検
出する電流検出手段が好ましい。また、電流変化等の電気的変化に基づきホルムアルデヒ
ドの濃度を算出する演算手段を備えることが好ましく、これにより、ホルムアルデヒドの
有無といった定性的な検出のみならず、自動的にホルムアルデヒド濃度を数値化してホル
ムアルデヒドの定量的な検出が可能となる。すなわち、本発明における検出とは、定性的
な検出及び定量的な検出の両者を意味する。
【００１７】
電極に所定の電位を印加する電圧供給手段としては、従来公知の手段を挙げることがで
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き、その印加電位は、ホルムアルデヒドを高選択的に検出できるよう適宜調整することが
できるが、例えば、＋０．３Ｖ〜＋１．１Ｖ（対銀／塩化銀電極）であることが好ましく
、＋０．５Ｖ〜＋１．０Ｖ（対銀／塩化銀電極）の電位であることがより好ましい。
【００１８】
本発明のホルムアルデヒド検出器における電気回路は、従来と同様の構成とすることが
でき、電極は、三電極系であってもよいし、二電極系であってもよい。
【００１９】
また、本発明のホルムアルデヒドの検出方法としては、少なくとも表面に二酸化マンガ
ンを備えた作用電極及び対電極を、被検液を含む検出用電解液と接触させた状態で所定の
電位を印加して、検出用電解液中のホルムアルデヒドを酸化し、該酸化反応により生じる
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電気的変化を検出して被検液中のホルムアルデヒドを検出する方法であれば特に制限され
るものではなく、具体的には上記本発明のホルムアルデヒド検出器を用いて実施すること
ができる。
【００２０】
本発明の被検液としては、例えば、河川水、生活・工場廃水等を例示することができ、
この被検液を硫酸ナトリウム等の電解質を含む所定の電解液と混合して検出用電解液とし
て用いることができる。例えば、所定の電解液からなる検出用電解液を用いて検出される
電気的値を基準として電気的変化量を測定することができ、測定される電気的変化（電流
の変化）とホルムアルデヒド濃度との検量線を予め作成しておくことにより定量的な測定
が可能となる。このような定量的な測定は、上記のように、電流変化等の電気的変化に基
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づきホルムアルデヒドの濃度を算出する演算手段を検出器に組み込むことにより自動的な
検出が可能となる。なお、被検液が電解質を含んでいる場合はそのまま検出用電解液とし
て用いることもできる。
【００２１】
本発明において用いる検出用電解液は、弱酸性〜中性の溶液（ｐＨ３〜８）であること
が好ましく、弱酸性（ｐＨ３〜６）であることがより好ましく、特にｐＨ３〜５であるこ
とが好ましい。従来の貴金属触媒を用いたセンサー（電極）の多くが強酸或いは強塩基で
動作する中で、本発明では、弱酸性〜中性での検出が可能である。
【００２２】
本発明の方法における所定の電位としては、例えば、印加電圧が＋０．３Ｖ〜＋１．１
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Ｖ（対銀／塩化銀電極）であることが好ましく、＋０．５Ｖ〜＋１．０Ｖ（対銀／塩化銀
電極）であることがより好ましい。
【実施例】
【００２３】
［ホルムアルデヒド検出用電極の作製］
５ｍｍφのグラッシーカーボン電極（電極基体）を２ｍＭ過マンガン酸カリウム水溶液
に浸漬し、０Ｖ（ｖｓ銀／塩化銀）で３０分間電気化学分解し、ＧＣ電極上に低結晶性の
二酸化マンガン薄膜を形成した。この二酸化マンガン薄膜が形成された電極を洗浄、真空
乾燥を行うことにより、作用電極としてのホルムアルデヒド検出用電極（ＭｎＯ２電極）
を得た。
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【００２４】
［サイクリックボルタモグラムの測定］
上記作製した作用電極としてのＭｎＯ２電極（対極：白金板）を用いて、まず０．５Ｍ
硫酸ナトリウム水溶液中で定常状態になるまでサイクルさせた（掃引速度 20 mV/sec．）
。引き続き、１０ｍＭのホルムアルデヒドを含む０．５Ｍ硫酸ナトリウム水溶液中で２０
サイクルさせた。また、作用電極としてグラッシーカーボン電極（ＧＣ電極）を用いて同
様の試験を行った。この結果を図１に示す。
【００２５】
図１に示すように、ＭｎＯ２電極上では０．３Ｖ付近から酸化電流が現れる。この電流
はＭｎＯ２のみではみられないことからホルムアルデヒドの酸化によるものである。また
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、この特徴は、裸のＧＣ電極の場合はみられないことから、ＭｎＯ２上でホルムアルデヒ
ドが触媒酸化されたことは明らかである。
【００２６】
［ホルムアルデヒド酸化分解の確認］
また、上記作製した作用電極としてのＭｎＯ２電極（対極：白金板）を用いて、０．５
Ｍ硫酸ナトリウム（支持電解質）に１ｍＭホルムアルデヒドを加えた体積２５ｍＬの電解
液を、＋０．９Ｖ（ｖｓ銀／塩化銀）にて電気分解を行った。所定の電解時間におけるホ
ルムアルデヒド濃度をアセチルアセトン吸光光度法（ＪＩＳ Ｋ ０１０２ 工場排水試験
方法）により測定した。この結果を図２に示す。
【００２７】

20

図２から、ホルムアルデヒドが減少していることが明らかであり、このことからも、Ｍ
ｎＯ２電極上でホルムアルデヒドが触媒酸化していることが裏付けられた。
【００２８】
［ホルムアルデヒドの酸化反応により生じる酸化電流に基づく電流変化］
上記作製した作用電極としてのＭｎＯ２電極（対極：白金板）を、硫酸でｐＨ＝４に調
整した０．５Ｍ硫酸ナトリウム水溶液中に浸漬し、＋０．９Ｖ（ｖｓ銀／塩化銀）の電位
を印加した。分極電流が一定になったのを確認し、ホルムアルデヒドを連続的に滴加した
。水溶液中のホルムアルデヒド濃度は、０．０２〜０．２０ｍＭ（図３Ａ）及び０．２〜
２．０ｍＭ（図３Ｂ）で変化させた。また、作用電極としてＧＣ電極を用いて同様の試験
を行った。
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【００２９】
各ホルムアルデヒド濃度での定常状態電流をプロットすることで検量線を得たが、いず
れの濃度領域においても良好な直線性が得られた。応答時間（９０％応答）は約６秒であ
った。
【００３０】
［ホルムアルデヒド酸化分解の選択性］
上記作製した作用電極としてのＭｎＯ２電極（対極：白金板）を、０．５Ｍ硫酸ナトリ
ウム水溶液中に浸漬し、＋０．９Ｖ（ｖｓ銀／塩化銀）の電位を印加した。分極電流が一
定になったのを確認し、エタノール、メタノール、酢酸、ギ酸、アセトアルデヒド及びホ
ルムアルデヒド（すべて０．５ｍＭ）を順次滴下した。そのときの電流応答の結果を図４
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に示す。
【００３１】
図４から明らかなように、エタノール、メタノールにはまったく応答しない。酢酸、ギ
酸では還元電流によるスパイクがみられるが、定常状態電流は観察されない。これは、ギ
酸又は酢酸との直接的な電子移動ではなく、ｐＨが変化し、二酸化マンガンの活性が上が
ったためと考えられ、このスパイクは、緩衝液を用いることにより解消できると考えられ
る。また、アセトアルデヒドにはわずかに応答するが、定常状態電流はゼロである。これ
に対して、ホルムアルデヒドは、高感度で応答すると共に定常状態電流も高い値が示され
ており、ホルムアルデヒドを選択的に検出できることがわかる。
【産業上の利用可能性】
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【００３２】
本発明のホルムアルデヒド検出器及びその方法は、河川水、生活・工場廃水等に含まれ
る有害なホルムアルデヒドの検出を簡易に行うことができ、産業上の利用可能性は高い。
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【図１】

【図２】
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【図３】
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