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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プラスチック基材中に既知の元素が既知量分散した薄膜からなるプラスチック標準物質
において、
このプラスチック標準物質の複数箇所に所定の励起ビームを照射し前記元素から発生す
る蛍光Ｘ線のＸ線強度のばらつきが、相対標準偏差１０％以下に抑えられたものであるこ
とを特徴とするプラスチック標準物質。
【請求項２】
前記元素が、金属元素であることを特徴とする請求項１記載のプラスチック標準物質。
【請求項３】
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プラスチック基材中に既知の元素が既知量分散した薄膜からなるプラスチック標準物質
の製造方法において、
常温下において液状のプラスチック基材、既知の元素を既知量含む標準溶液及び硬化剤
を混合する混合工程と、
前記混合工程を実施することで得られた混合溶液が硬化する前に、該混合溶液から薄膜
を形成する形成工程と、
前記形成工程を実施することで得られた薄膜を硬化させる硬化工程と、
硬化された薄膜の複数個所に所定の励起ビームを照射し前記元素から発生する蛍光Ｘ線
のＸ線ばらつきが相対標準偏差で１０％以下であるものを合格とする判断工程と
を有することを特徴とするプラスチック標準物質の製造方法。
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【請求項４】
前記標準溶液が、金属塩類および有機金属化合物の少なくともいずれか一方を用いて調
整されたことを特徴とする請求項３記載のプラスチック標準物質の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、既知の元素がプラスチック基材中に既知量分散し、所定の厚さを有するプラス
チック標準物質、およびその製造方法に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
重合を促進するため、あるいは物理的、化学的な特性を付与するため、プラスチックには
微量の金属が添加されていることが多い。ところが、この金属が所定量を超えて添加され
ていると、添加された金属が、人体や環境にとって有害なものとして問題になる。そのた
め、今日では、プラスチック中に金属を所定量以上添加することを規制する動きが出てき
ており、これに伴い、プラスチック製品に含まれる金属元素の濃度を正確に求めることが
望まれる。
【０００３】
ところで、従来より、プラスチック製品に含まれる金属元素の定量には、原子吸光光度法
が用いられている。しかしながら、この原子吸光分析法では、試料が分析後に原形を留め
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ておらず、また、前処理が煩雑である。
【０００４】
そこで、プラスチック製品に含まれる金属元素の定量に、前処理が比較的簡単で、試料が
分析後でも原形を留めている蛍光Ｘ線分析法を用いることが考えられる。この蛍光Ｘ線分
析法の中には、既知の標準試料から得た、分析元素の濃度とＸ線強度との対応関係を表す
検量線を用いる検量線法や、既知の標準試料を測定することで得た測定Ｘ線強度と、その
標準試料から理論的に算出した理論Ｘ線強度との比（装置感度係数）を用いるファンダメ
ンタルパラメータ法（以下、ＦＰ法と称する）がある。これらいずれの方法においても、
既知の標準試料、すなわち分析対象試料の基材と同じ基材に、分析元素を既知量添加した
試料が必要になる。
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【０００５】
既知の元素をプラスチック基材に既知量添加したプラスチック標準試料としては、ポリエ
チレンパウダーに分析元素を添加し、２００℃でポリエチレンパウダーを融解させながら
混合、撹拌を行い、押出成型によって得られたブロック状のプラスチック標準試料が知ら
れている（例えば、非特許文献１、非特許文献２参照）。
【０００６】
【非特許文献１】
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【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、ポリエチレンを融解状態にしてもある程度の粘度は残り、混合、撹拌を行
っても添加した分析元素が均一に分散しにくい。そのため、これらの非特許文献に記載さ
れた標準試料から得た検量線は直線性が劣り、また装置感度係数には誤差が生じやすく、
正確な分析結果を得られない恐れがある。
【０００８】
本発明は、上記事情に鑑み、正確な分析結果を得ることができるプラスチック標準物質、
およびその製造方法を提供することを目的とする。
【０００９】
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【課題を解決するための手段】
上記目的を達成する本発明のうちのプラスチック標準物質は、プラスチック基材に既知
の元素が既知量分散した薄膜からなるプラスチック標準物質において、
このプラスチック標準物質の複数箇所に所定の励起ビームを照射し前記元素から発生す
る蛍光Ｘ線のＸ線強度のばらつきが、相対標準偏差１０％以下に抑えられたものであるこ
とを特徴とする。
【００１０】
本発明のプラスチック標準物質によれば、上記相対標準偏差というパラメータを用いて、
上記元素が均一に含まれていることを定義しており、このプラスチック標準物質を用いる
ことで、良好な直線性を有する検量線や、ＦＰ法に用いる正確な装置感度係数を得ること
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ができる。したがって、このプラスチック標準物質から得た検量線や装置感度係数を用い
ることで正確な分析結果を得ることができる。
【００１１】
ここで、本発明のプラスチック標準物質は、蛍光Ｘ線分析において試料の厚さの影響が出
る有限厚の厚さであっても、試料の厚さの影響が出ない無限厚の厚さであってもよく、公
的機関等で厚さの保証を得られる程度に厚さのバラツキが抑えられたものであることが好
ましい。
【００１２】
また、本発明のプラスチック標準物質において、上記元素は、金属元素であってもよい。
【００１３】
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上記元素が金属元素であることで、このプラスチック標準物質を、プラスチック製品に含
まれる有害な金属元素の定量分析用の検量線や装置感度係数を求めるための標準試料とし
て使うことができる。
【００１４】
上記目的を達成する本発明のうちのプラスチック標準物質の製造方法は、プラスチック
基材中に既知の元素が既知量分散した薄膜からなるプラスチック標準物質の製造方法にお
いて、
常温下において液状のプラスチック基材、既知の元素を既知量含む標準溶液及び硬化剤
を混合する混合工程と、
上記混合工程を実施することで得られた混合溶液が硬化する前に、その混合溶液から薄
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膜を形成する形成工程と、
上記形成工程を実施することで得られた薄膜を硬化させる硬化工程と、
硬化された薄膜の複数箇所に所定の励起ビームを照射し前記元素から発生する蛍光Ｘ線
のＸ線強度のばらつきが、相対標準偏差１０％以下であるものを合格とする判断工程と
を有することを特徴とする。
【００１５】
本発明のプラスチック標準物質の製造方法によれば、上記プラスチック基材への上記元
素の混合が、常温下において液状の状態で行われるため、上記元素の混合が均一に行われ
る。また、相対標準偏差１０％以下としたことによって、プラスチック標準物質の精度が
大幅に改善される。したがって、本発明のプラスチック標準物質の製造方法によって製造
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したプラスチック標準物質から得た検量線や装置感度係数を用いることで正確な分析結果
を得ることができる。また、上記形成工程では、有限厚の厚さに正確に調整することがで
きる。したがって、本発明のプラスチック標準物質の製造方法によって製造されたプラス
チック標準物質は、厚さについて正確であることが保証される。
【００１６】
ここで、上記混合工程が、金属塩類および有機金属化合物の少なくともいずれか一方を用
いて調整された上記標準溶液を混合する工程であってもよい。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について説明する。
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【００１８】
図１は、本発明のうちのプラスチック標準物質の製造方法の一実施形態を示すフローチャ
ートである。
【００１９】
本実施形態のプラスチック標準物質の製造方法は、混合工程１１、形成工程１２、および
硬化工程１３を、この記載順に実施する方法である。
【００２０】
まず、混合工程１１を実施する前に、常温下で液状のプラスチック基材と、既知の元素を
既知量含む標準溶液と、液状の硬化剤との３つの溶液を用意する。標準溶液は、塩化カル
シウムにより脱水処理を施したキシレンに、分析元素を含む試薬を溶解することで得る。
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分析元素を含む試薬をキシレンに溶解するにあたっては、標準溶液中の分析元素の濃度が
把握できるよう、試薬を秤量してからキシレンに溶解する。この試薬としては、有機金属
化合物あるいは金属塩類が用いられる。
【００２１】
混合工程１１では、液状のプラスチック基材に標準溶液を所定の濃度で添加し、３０秒程
度の撹拌を行うことで、用意した液状のプラスチック基材と、標準溶液と、液状の硬化剤
を混合し、混合溶液を得る。
【００２２】
形成工程１２では、混合工程１１を実施することで得られた混合溶液が硬化する前に、そ
の混合溶液から所望の厚さの薄膜を形成する。
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【００２３】
図２は、図１に示す形成工程で用いられる簡易型の形成器を示す図である。
【００２４】
図２に示す形成器２００は、表面が平坦なガラスプレート２１０と、アプリケータ２２０
とを備えている。アプリケータ２２０は、ガラスプレート２１０の幅方向に延在する丸い
棒体２２１と、その棒体２２１の両端に設けられたリング状の膜厚調整具２２２を有する
。膜厚調整具２２２は、ガラスプレート２１０の上に載置されており、ガラスプレート２
１０の表面と棒体２２１との間には隙間が生じている。まず、アプリケータ２２０を、ガ
ラスプレート２１０の長手方向一端側に寄せてから、混合溶液をガラスプレート２１０の
上に垂らす。次いで、膜厚調整具２２２をガラスプレート２１０に接触させた状態で、ア
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プリケータ２２０をガラスプレート２１０の長手方向他端側に向かってスライドさせる。
すると、ガラスプレート２１０上の混合溶液が棒体２２１によって掻き取られ、ガラスプ
レート２１０の表面には、その表面と棒体２２１との隙間分の厚さを有する薄膜が残る。
この形成器２００では、リング状の膜厚調整具２２２の径を変更することで、所望の厚さ
の薄膜を得ることができる。蛍光Ｘ線分析では、試料の厚さがある一定未満の厚さになる
と測定Ｘ線強度に試料の厚さの影響が表れるため、試料の厚さを把握しておくことが重要
になる。ここでは、試料の厚さの影響が出ない厚さを無限厚と称し、反対にその影響が出
る厚さを有限厚と称することにする。ファンダメンタルパラメータ法（ＦＰ法）を用いた
分析では、実際に測定した測定Ｘ線強度と理論的に算出した理論Ｘ線強度との比（装置感
度係数）を得る際に、プラスチック標準試料の厚さを正確に把握しておくことができれば
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、厚さによる影響の補正が容易である。食品に触れるプラスチック製品にはシート状のも
のが多く、試料の厚さの影響が出やすい。シート状のプラスチック製品を分析するにあた
り、プラスチック標準試料の正確な厚さが不明である場合には、無限厚のプラスチック標
準試料（ブロック状のプラスチック標準試料）を作成し装置感度係数を求めてから、分析
対象であるシート状のプラスチック製品を何枚も重ね無限厚にしてＸ線強度を測定する。
一方、本実施形態のプラスチック標準物質の製造方法では、形成工程１２において、有限
厚の厚さに正確に調整することができる。したがって、本実施形態のプラスチック標準物
質の製造方法によって製造されたプラスチック標準物質は、厚さについて正確であること
が保証され、シート状のプラスチック製品を何枚も重ねなくても、ＦＰ法を用いた分析に
よって、１枚のシート状のプラスチック製品から正確な分析結果を得ることができる。
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【００２５】
図１に示す硬化工程１３では、形成工程１２を実施することで得られた薄膜を硬化させプ
ラスチック標準物質を得る。薄膜の硬化は自然乾燥によって行う。
【００２６】
このようにして製造されたプラスチック標準物質は、既知の金属元素がプラスチック基材
中に既知量分散し、所定の厚さを有するものであり、装置感度係数や、分析元素の濃度と
Ｘ線強度との対応関係を表す検量線を得るために用いられる。
【００２７】
装置感度係数や検量線を得るためには、まず、このプラスチック標準物質を試料ホルダに
セットし、プラスチック標準物質のＸ線強度を蛍光Ｘ線分析装置で測定する。
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【００２８】
図３は、図１に示すフロチャートに従って製造されたプラスチック標準物質を試料ホルダ
にセットする様子を示す図である。
【００２９】
図３には、図１に示すフロチャートに従って製造されたプラスチック標準物質１と、試料
ホルダ２と、ホルダマスク３と、アクリル板４が示されている。アクリル板４は、試料ホ
ルダ２の中に挿入される。プラスチック標準物質１は、試料ホルダ２からの散乱を抑える
ため、試料ホルダ２内のアクリル板３の上に載置され、試料ホルダ２にセットされる。プ
ラスチック標準物質１のセットが完了すると、試料ホルダ２に上からホルダマスク３が嵌
められる。

40

【００３０】
試料ホルダ２にセットされたプラスチック標準物質１は、不図示の蛍光Ｘ線分析装置によ
って、励起ビーム（Ｘ線ビーム）が照射され発生する蛍光Ｘ線強度が測定される。
【００３１】
以下、各種の実施例を用いて説明する。
【００３２】
まず、各溶液の調整について説明する。液状のプラスチック基材としては、エポック社製
のクリアポリエステルを用いた。また、液状の硬化剤には、エポック社製のパーメックＮ
を１ｍｌ用いた。
【００３３】
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標準溶液の調整では、分析元素を含む試薬を溶解するキシレン溶液として、純正化学社製
の特級キシレンを塩化カルシウムによって脱水処理したものを用いた。
【００３４】
Ｃｒ（クロム）を含む試薬としては、ＡＣＲＯＳ社製のクロムアセチルアセトナト９７％
（Ｃ15Ｈ21ＣｒＯ6）を用いた。この試薬を１．２２８９ｇ秤り取り、常温下でキシレン
１００１ｍｌに溶かし、Ｃｒ濃度が２０４４ｍ／ｍｐｐｍの標準溶液とした。
【００３５】
Ｃｏ（コバルト）を含む試薬としては、和光純薬社製のＴｒｉｓ２，４−ペンタンジオネ
ートコバルト（ＩＩＩ）（Ｃ15Ｈ21ＣｏＯ6）を用いた。この試薬を０．４０１３ｇ秤り
取り、常温下でキシレン１００ｍ１に溶かし、Ｃｏ濃度が７５０ｍ／ｍｐｐｍの標準溶液

10

とした。
【００３６】
Ｎｉ（ニッケル）を含む試薬としては、ＡＣＲＯＳ社製のニッケルアセチルアセトナト・
二水和物９９％（Ｃ10Ｈ14Ｏ4Ｎｉ・２Ｈ2Ｏ）を用いた。この試薬を０．２１４５ｇ秤り
取り、常温下でキシレン１００ｍｌに溶かし、Ｎｉ濃度が５００ｍ／ｍｐｐｍの標準溶液
とした。
【００３７】
Ｇｅ（ゲルマニウム）を含む試薬としては、東京化成工業社製のテトラフェニルゲルマニ
ウム（（Ｃ6Ｈ5）4Ｇｅ）を用いた。この試薬を０．４３９０ｇ秤り取り、８０℃の湯浴
中でキシレン１００ｍ１に溶かし、Ｇｅ濃度が１０００ｍ／ｍｐｐｍの標準溶液とした。
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【００３８】
Ａｓ（ヒ素）を含む試薬としては、和光純薬社製のトリフェニルアルシン９５％（Ｃ18Ｈ
15Ａｓ）を用いた。この試薬を０．２５８１ｇ秤り取り、常温下でキシレン１００ｍｌに

溶かし、Ａｓ濃度が６９３．２ｍ／ｍｐｐｍの標準溶液とした。
【００３９】
Ｐｂ（鉛）を含む試薬としては、ＡＣＲＯＳ社製のテトラフェニル鉛９７％（Ｃ15Ｈ21Ｃ
ｒＯ6）を用いた。この試薬を０．１４２６ｇ秤り取り、常温下でキシレン１００ｍｌに
溶かし、Ｐｂ濃度が６４４１０ｍ／ｍｐｐｍの標準溶液とした。
【００４０】
Ｓｂ（アンチモン）を含む試薬としては、和光純薬社製の塩化アンチモン（ＳｂＣｌ3）
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を用いた。この試薬を０．３９３５ｇ秤り取り、常温下でキシレン１００ｍｌに溶かし、
Ｓｂ濃度が１９４７ｍ／ｍｐｐｍの標準溶液とした。
【００４１】
キシレン溶液、分析元素を含む試薬、および硬化剤の混合にあたっては、これら３つの溶
液を混合することによって得られる混合溶液中に含まれる分析元素が所望の濃度になるよ
うに調整し、図１に示す混合工程１１において、これら３つの溶液を一つにして３０秒程
度撹拌した。
【００４２】
次に、図２に示す形式器を用いて薄膜を形成し、図１に示す硬化工程１３を実施すること
でプラスチック標準物質を得た。分析元素を含む試薬は、１つのプラスチック標準物質を
作製するにあたり１種類しか用いなかった。したがって、ここでは、Ｃｒ，Ｃｏ，Ｎｉ，
Ｇｅ，Ａｓ，Ｐｂ，およびＳｂの７元素のうちのいずれか１つの元素を含む計７種類のプ
ラスチック標準物質を得た。
【００４３】
まず、表１から表７に、これらのプラスチック標準物質の厚み再現性を確認した結果をＣ
ｒ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｇｅ，Ａｓ，Ｐｂ，Ｓｂの順に示す。
【００４４】
【表１】
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【００４５】
【表２】
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【００４６】
【表３】
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【００４７】
【表４】
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【００４８】
【表５】
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【００４９】
【表６】
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【００５０】
【表７】

(9)

JP 4154689 B2 2008.9.24

10

【００５１】

20

Ｓｂのプラスチック標準物質を除いた各プラスチック標準物質については、厚さが異なる
５通りのサンプルを５つずつ作製し、Ｓｂのプラスチック標準物質については、厚さが異
なる１０通りのサンプルを５つずつ作製した。作製したいずれのサンプルについても、マ
イクロメータを用いて厚さを測定した。各表には、横一列ごとにサンプルＮｏ，厚み（単
位；μｍ），相対標準偏差（Ｒ．ｓ．ｄ（単位；％））が示されている。各表に示す相対
標準偏差から、作製したサンプルの厚さのバラツキは、厚さ１０００ｕｍ程度のもので３
％程度であり、厚さ１００ｕｍ程度のものでも５％程度に抑えられている。この結果から
、本実施形態の形成工程１２において、有限厚の厚さに正確に調整することができること
が確認された。
【００５２】

30

続いて、表８に、３種類のプラスチック標準物質それぞれにおける分析元素の分散具合を
確認した結果を示す。
【００５３】
【表８】

40

【００５４】
ここでは、分析元素の分散具合は、プラスチック標準物質の厚さに関係ないことから、十
分な蛍光Ｘ線強度を得るため、無限厚（５ｍ厚のブロック状）のプラスチック標準物質を
作製した。このブロック状のプラスチック標準物質の作製では、図１に示す形成工程１２
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に代えて、混合溶液を、直径４５ｍｍ，深さ５ｍｍの鋳型に流し込む工程を実施し、その
後６時間ほど放置して硬化させた。
【００５５】
分析元素の分散具合を確認する実験では、Ｃｒを４８．１ｍａｓｓ
Ｃｏを３７．５１ｍａｓｓ

ｐｐｍ含むものと、

ｐｐｍ含むものと、Ｇｅを２３．７ｍａｓｓ

ｐｐｍ含むも

のとの３種類のブロック状のプラスチック標準物質について元素マッピングを行った。こ
こでの元素マッピングでは、Ｘ線ビームを走査することで、１つのプラスチック標準物質
につき１４５箇所にわたって分析元素から発生するＫα線を測定した。表８には、縦１列
ごとに、測定したＫα線のＸ線強度が示されている。ここに示すＫα線のＸ線強度は、上
から順に、平均Ｘ線強度，最大Ｘ線強度，最小Ｘ線強度（単位はいずれもｋｃｐｓ（ｃｏ
ｕｎｔｓ

ｐｅｒ

10

ｓｅｃｏｎｄ））である。また、１４５箇所にわたって計測したＫα

線のＸ線強度の分布は正規分布になったことから、これらのＸ線強度の下には、３σの値
が示されている。さらに一番下には、相対標準偏差（Ｒ．ｓ．ｄ）（単位；％）の値が示
されている。表８に示す相対標準偏差から、いずれのプラスチック標準物質においても、
Ｋα線のＸ線強度のばらつきは、相対標準偏差１０％以下に抑えられていることがわかる
。なお、ＣｒのＸ線強度とＣｏのＸ線強度に３σを超えるものがあったが、１４５箇所中
いずれも１箇所のみであった。以上のことから、本実施形態のプラスチック標準物質の製
法方法によって製造されたプラスチック標準物質には、分析元素が均一に含まれているこ
とがわかる。
20

【００５６】
次に、Ｃｒ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｇｅ，Ａｓ，およびＰｂの各プラスチック標準物質については
、分析元素の濃度が異なる５通りの薄膜状のサンプルを作製し、Ｓｂのプラスチック標準
物質については、Ｓｂの濃度が異なる１０通りの薄膜状のサンプルを作製し、作製したサ
ンプルに含まれる分析元素の濃度と、それぞれのＫα線の測定Ｘ線強度との関係を表す検
量線を作成した。しかしながら、作製したプラスチック標準物質はいずれも有限厚（数μ
ｍ）であり、このため、厚さの影響により検量線の直線性が劣っていた。そこで、作製し
たプラスチック標準物質の理論Ｘ線強度を公知の理論計算により算出し、測定Ｘ線強度と
算出した理論Ｘ線強度との関係を表す感度校正曲線を作成した。
【００５７】
図４から図１０までは、それぞれ、Ｃｒ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｓｂ、およびＰｂの
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プラスチック標準物質を用いて作成した検量線、および感度校正曲線を示す図である。
【００５８】
これらの各図には、左右それぞれに１つずつグラフが示されているが、左側に示すグラフ
は検量線のグラフであり、その縦軸は測定Ｘ線強度（単位；ｋｃｐｓ）を表し、その横軸
は分析元素の濃度（単位；ｍａｓｓ

ｐｐｍ）を表す。各図に示すように、いずれの検量

線も直線性が悪いことがわかる。一方、右側に示すグラフは感度校正曲線のグラフであり
、その縦軸は測定Ｘ線強度（単位；ｋｃｐｓ）を表し、その横軸は理論Ｘ線強度（単位；
ｋｃｐｓ）を表す。各図に示すように、いずれの感度校正曲線も直線性が良好であり、こ
の感度校正曲線の傾きを装置感度係数として、ＦＰ法を実施すれば、正確な分析結果を得
ることができる。
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【００５９】
最後に、本実施形態のプラスチック標準物質の製造方法によって製造したプラスチック標
準物質の保存安定性について説明する。ここでは、Ｃｒの濃度が異なる１０通りのサンプ
ルを作製しておき、２００日間にわたって計４２回、Ｋα線のＸ線強度を測定した。サン
プルには、十分な蛍光Ｘ線強度を得るため、無限厚（５ｍ厚のブロック状）のプラスチッ
ク標準物質を用いた。
【００６０】
図１１は、Ｃｒのプラスチック標準物質の保存安定性を確認した結果を示すグラフである
。
【００６１】
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図１１に示すグラフの縦軸はＫα線の測定Ｘ線強度（単位；ｋｃｐｓ）を示し、横軸は時
間（単位；日）を示す。また、図１１の右上の枠内に、各サンプルにおけるＣｒの濃度（
単位；ｍａｓｓ

ｐｐｍ）と、各サンプルごとの、計４２回の測定におけるＸ線強度の相

対標準偏差（Ｒ．ｓ．ｄ）（単位；％）を上下２段に示す。図１１に示すように、Ｃｒの
濃度が低いサンプルほど測定Ｘ線強度も低いが、２００日経過したサンプルでも測定Ｘ線
強度はほとんど変化していない。また、各サンプルの相対標準偏差は０．９４％〜１．４
％であり、Ｘ線計数の統計的な誤差範囲内に収まっている。さらに、サンプルには、Ｘ線
ビームの照射による若干の変色は見られたものの、変形やひび割れなどの損傷は認められ
なかった。これらのことから、本実施形態のプラスチック標準物質の製造方法によって製
造したプラスチック標準物質の保存安定性は良好であることが確認された。
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【００６２】
なお、標準溶液の調整において、Ａｌ、Ｓｉ、またはＶを含む試薬を用いてもよい。Ａｌ
（アルミニウム）を含む試薬としては、和光純薬社製のＴｒｉｓ２，４−ペンタンジオネ
ートアルミニウム（Ｃ10Ｈ14Ｏ5Ａｌ）を用い、この試薬を１．０３９７ｇ秤り取り、常
温下でキシレン１００ｍｌに溶かし、Ａｌ濃度が１０００ｍ／ｍｐｐｍの標準溶液とすれ
ばよい。また、Ｖ（バナジウム）を含む試薬としては、純正化学社製のバナジルアセチル
アセトナト９９％（Ｃ10Ｈ14Ｏ5Ｖ）を用い、この試薬を０．２２６５ｇ秤り取り、７０
℃の湯浴中でキシレン１００ｍｌに溶かし、Ｖ濃度が５００ｍ／ｍｐｐｍの標準溶液とす
ればよい。さらに、Ｓｉ（ケイ素）を含む試薬としては、東京化成工業社製のテトラエチ
ルオルトクイ酸（（Ｃ2Ｈ5）4Ｓｉ）を用いればよい。
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【００６３】
【発明の効果】
以上、説明したように、本発明によれば、正確な分析結果を得ることができるプラスチッ
ク標準物質、およびその製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のうちのプラスチック標準物質の製造方法の一実施形態を示すフローチャ
ートである。
【図２】図１に示す形成工程で用いられる簡易型の形成器を示す図である。
【図３】図１に示すフロチャートに従って製造されたプラスチック標準物質を試料ホルダ
にセットする様子を示す図である。
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【図４】Ｃｒのプラスチック標準物質を用いて作成した検量線、および感度校正曲線を示
す図である。
【図５】Ｃｏのプラスチック標準物質を用いて作成した検量線、および感度校正曲線を示
す図である。
【図６】Ｎｉのプラスチック標準物質を用いて作成した検量線、および感度校正曲線を示
す図である。
【図７】Ｇｅのプラスチック標準物質を用いて作成した検量線、および感度校正曲線を示
す図である。
【図８】Ａｓのプラスチック標準物質を用いて作成した検量線、および感度校正曲線を示
す図である。
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【図９】Ｓｂのプラスチック標準物質を用いて作成した検量線、および感度校正曲線を示
す図である。
【図１０】Ｐｂのプラスチック標準物質を用いて作成した検量線、および感度校正曲線を
示す図である。
【図１１】Ｃｒのプラスチック標準物質の保存安定性を確認した結果を示すグラフである
。
【符号の説明】
１

プラスチック標準物質

２

試料ホルダ

３

ホルダマスク

50

(12)
４

アクリル板

【図１】

【図３】

【図２】

【図４】
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【図８】

【図６】

【図９】

【図７】

【図１０】

【図１１】
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