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HPLCによる定量法の基礎知識

定量分析を行うと，必ず「有効数字jや「誤差」が付きまとう。そして，統計学や推計学のやっかいにな

ることになるが，なかなか教科書を開く気になれない。本解説は，身近な実例を引きながら，分かり易くそ

れらの概念を紹介したもので，定量分析に関わる方に(私も含めて)，一読をお勧めしたい。

中屋慎・小谷口美也子・北村進一

はじめに

研究室では，代々の学生達が呑み代の足しにするた

めに l円玉貯金をしている。貯金箱代わりに手頃な大

きさの缶に貯めているのだが，ふと，いくら貯まって

いるのか気になった。ちょうど手隙の学生二人を捕ま

え，大量の l円玉をふたつに分けてそれぞれに渡して

数えてもらった。ひとりの学生は 1円玉を十枚重ねた

山を根気よく作り続けて枚数を求めた。もうひとりの

学生は与えられた 1円玉全体の重さを量り， 1円玉一

枚の重さを 1gとして枚数を求めた。「使い込まれて

軽くなったり汚れて重くなった l円玉もあるだろう」

と指摘すると，今度は何枚かの l円玉の重さをそれぞ、

れ量り， 1与えられた l円玉はOOO:tム枚です」と

報告してきた(第 l図)。

さて，この学生二人は l円玉の枚数を正確に求める

ことができたのであろうか。言うまでもなく，前者は

直接枚数を数えた訳であるから極めて正確であること

が期待できる。後者は 1円玉の枚数を求めるために，

一枚当りの重さという『重量と枚数の関係性jから枚

数を求めた。 l円玉それぞれの重さのばらつきが十分

に許容できる場合，この方法で求めた枚数は正確だと

考えて構わない。直接枚数を数える方法が極めて正確

だといえども ，1円玉がバケツ一杯分あったら後者の

方法を取るべきだろうし，量るものが分子のように直

接数えることができないものであれば後者の方法を取

らざるを得ない。日頃，我々が定量している物質は，

アミノ酸にしろ糖にしろ，分子をひとつひとつ数える

日owto Do Quantitative Analysis Using HPLC 

-. 
書量

一枚すつ鍛えるか 一枚当りの重さと全体の重さの
関係から求めるか

第 1図 大量にある l円玉の枚数を調べる方法

ことができないため，1円玉の『重量と枚数の関係

性jのような測定可能な別の指標を用いて定量するこ

とになる。

定量における基礎知識

測定可能な別の指標を用いて定量するとなると，

f定量の対象物と測定可能な指標との関係性jをでき

るだけ正確に把握することが必要だ。そのためにまず

理解しておくべきキーワードが3つある。有効数字，

誤差，そして検量線だ。

有効数字

1 mg/mlの標準試料を 3倍希釈した液の濃度はい

くらだろうか。電車に 11-7-3 = Jを入力すると

Makoto NAKAYA (Osaka Prefecture University， Research Organizaitonfor University-CommuniかCollaborations)
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10.3333...J と有りつ丈の桁で答えてくれる。さて，

0.33 mg/mlか 0.333mg/mlか，はたまた 0.3333mg/ 

mlか。これを判断するためには有効数字を理解して

おく必要がある。

11と1.0は異なる値である。」私が有効数字につい

て説明する際こう言って切り出す。 lは有効桁数 lで

0.5 ~ 1.4という範囲を. 1.0は有効桁数2で 0.95~ 

1.04という範囲を意味する。 lより1.0の方が狭い範

囲を意味するため，より厳密な値だと言える。数値は，

その桁数で厳密さを表しているのだ。実験により得ら

れる数値を適切に処理し，過不足ない桁数で定量値を

示さなければならない。

有効数字とは「測定結果などを表わす数字のうちで

位取りを示すだけのゼロを除いた意味のある数字」で

あると. JIS K 0211の中で定義されている。測定に

より得られる数字から不確かな桁を取り除き，定量値

を正しい桁数で示す必要がある。そのためには，溶液

調製や秤量，測定など実験を通して得られる値は全て

有効桁数を意識して記録しておかなければならない。

メスフラスコなど許容誤差が表示されているものはそ

の桁数まで，メスシリンダーなど目盛が表示されてい

るものはその最少目盛の 1110までを読み取る。電子

天秤などのデジタルで表示されるものは表示の最小桁

までを読み取る。吸光光度計や HPLC検出器など PC

から制御する機器類では画面上に表示される桁数より

も大きい桁数を内部に記憶している機種もある。その

場合はデータのエクスポートや印刷により実測値を確

認することができる。得られた値を用いて計算する場

合，積商では最も小さい桁数に，和差では位取りの最

も大きいものに合わせる。計算を経て求められた値の

最小桁を不確かな数値として取り扱い，その桁をルー

ルに従い取り払った値が最終的に示す定量値となる

最小桁を取り払うためのルールは次の通りである。

最小桁を単純に四捨五入するだけでは数値を大きく見

積もる場合があるので，切捨てと切上げの割合を均等

にするために，最小桁とさらにその一桁下や一桁上の

数値を見て判断する方法がJISZ 8401で定められて

いる 1.2)。

ルール 1:最小桁の数字が5以外のとき，通常の四捨

五入をする。

第 110巻 第 5号

例(有効数字 3桁の場合); 12.34→ 12.3 

12.36→ 12.4 

1レール 2:最小桁の数字が5のとき，さらにその一桁

下の数値が明らかに Oでなければ通常の四

捨五入により切り上げる。

例(有効数字 3桁の場合); 12.351→ 12.4 

12.355→ 12.4 

1レール 3:最小桁の数字が5で，さらにそのー桁下の

数値が0または不明なとき，

ルール 3-1: :最小桁のこ担ょが偶数のとき，切り捨

てる。

例(有効数字 3桁の場合); 12.450→ 12.4 

ルール 3-2:最小桁の二虹ょが奇数のとき，切り上

げる。

例(有効数字3桁の場合); 12.350→ 12.4 

特にルール 3は特殊で、，コンピュータは通常行わな

い処理である。表計算ソフトの表示桁数を有効桁数に

設定してしまうと思わぬ過ちを犯すことにもなりかね

ないのでご注意頂きたい。

ちなみに. 1 mg/mlの標準試料を 3倍希釈した液

の濃度は 0.3mg/mlである。有効数字 1桁の標準試

料を用いて行う定量に意味はないので，実際はこんな

標準試料は調製しない。

誤差

誤差とは測定値と真の値との差のことであり，偏り

(系統誤差)とぱらつき(偶然誤差)に分けられる 1-3)。

系統誤差とは測定値の中心が真の値からどれだけ偏っ

ているかを表す成分である。測定機器や実験者の癖な

どに由来するものであるため，測定法の改良や校正に

よってその影響を小さく抑えることができる。偶然誤

差とは予測できない変動をする誤差の成分である。例

えば，メスシリンダーやメスフラスコの読み取り誤差

がこれに当たる。偶然誤差は理論上，同一試料におい

て測定回数を限りなく多くした場合，横軸に測定値，

縦軸にその測定値が表れる回数(出現確立)をプロッ

トすると真の値を中央とした正規分布が描ける(第 2

図)。つまり，系統誤差が無視できるほど小さい場合，

測定回数を増やすにつれて その平均値は真の値に近

づく。測定値の平均がどれだけ真の値に近いかを真度，

どれだけばらついているかを精度と言い，真度と精度
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測定値

第 2図 正規分布のイメージ

dh 依存、
喧グ モグ

真度 良

精度良
真度 不良
精度 良
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精度 不良 精度不良

第3図 真度と精度のイメージ

的の中心が真の値，黒丸(・)が測定値。

を含めた総合的な測定値の質を精確さと言う。真度と

精度は射的の的 (まと)をイメージしていただければ

分かりやすいと思う (第3図)ト3)。

誤差はひとつひとつの操作において発生する。固体

の試料を秤量したときの誤差，メスフラスコを用いて

溶液を調製したときの誤差 ピペッ トを用いて希釈し

たときの誤差など，極端に言えば，ひとつ操作を行う

度誤差が発生する。各操作における誤差は次の操作に

伝播され，最終的に得られた測定値は足し算的あるい

は掛け算的に全ての誤差を含んだ値となる。そのため，

ひとつひとつの操作において誤差を小さくすることが

とても重要である。機器類を適正に扱うのはもちろん，

試料のサンプリングから分析までの実験系をなるべく

シンプルに構築するなど偶然誤差の伝播を最小に留め

る努力が必要だ。

誤差は統計学上重要な概念であるが， 真の値を実験

から求めることは特別な場合を除き不可能で、あるため，

29日

測定値の質 (精確さ)を表すには些か無理がある。近

年，原理的に不可知な真の値や誤差を用いない「不硲

かさ (uncertainty)Jという新しい指標が普及しつつ

ある。1993年に国際標準化機構 (ISO)を含む 7つの

国際機関から連名で出版された iGuideto the Ex-

pression of Uncertainty in Measurement (略称;

GUM，計測における不確かさの表現のガイド)Jの中

で「不確かさjとは 「測定の結果に付随した，合理的

に測定量に結び付けられ得る値のばらつきを特徴づけ

るパラメータ」と定義されている。測定の各手順にお

けるぱらつきや偏りを不確かさとして数値化し，測定

全体を通して伝播される不確かさを合成して測定値の

不確かさを算出するため，実験的に得られる測定値の

精確さを的確に表現できる 2.41。

検量線

さて，我々が日頃用いる定量法は対象物を直接量つ

てはいない。対象物の量に関連する別の指標を測定す

る事により対象物を定量 している。例えば，一般的な

ガラス電極を用いる pHメーターは水溶液の水素イオ

ン濃度を量っておらず，ガラス電極内部と水溶液に生

じる電圧の差(起電力)を測定し，予め記憶している

rpHと起電力の関係性jから pHを換算している 110

そのため，起電力を正しく測定しても，記憶されてい

る もHと起電力の関係性』が正しくなければ表示さ

れる pHは誤ったものとなる。pHを測定する前に pH

4とpH7あるいは pH7とpH9の標準液を用いて

pHメーターの校正を行うが， これはとりもなおさず，

正 しい rpHと起電力の関係性jを機械に記憶させて

いるのである。このように 『定量する対象物と実際

に測定する指標の関係性jは定量の精度を決定づける

重要な因子である。この関係性を表すグラフを検量線

あるいは標準曲線と言い，検量線を作成して定量する

方法を絶対検量線法と呼ぶ 2)。

検量線は既知濃度 (あるいは既知量)の対象物とそ

の測定値をグラフにプロットすることにより作成する。

一般的には濃度を横軸に測定値を縦軸にプロ ットする。

プロットした各点からのずれが最小となるよう最小二

乗法を用いて描いた近似線が検量線であり，近似線を

表す式 (近似式)に試料の測定値を代入することによ

り試料に含まれる対象物の量 (定量値)を求める (第

4図)ヘ 各濃度における測定値の分布と検量線の関

醸協 (2015)



高速液体クロマトグラフイー (HPLC)法は分析時

間が短く再現性が高いうえ，サンプルも少量で済むこ

とから定量に良く用いられる手法のひとつである 7)O

HPLC法による定量を行う際の分析条件は次の 3点を

満たすことが重要で、ある。1つ目は測定の精度が良い

こと。同一試料を複数回連続して分析しそのピーク

面積のばらつきが十分に小さくなければならない。相

対標準偏差 (RSD;標準偏差を平均値で、割った値)が

大きくとも数%であることが望ましい。2つ目は定

量の対象物のピークがベースライン分離していること。

解析ソフトを使った谷渡り処理やベースライン水平処

理により日本アルプスさながらの峰々が連なるクロマ

トグラムから対象物のピークを決定し定量することも

できるが，定量値の信頼性を高めるためには，やはり

対象物が単一のピークとして検出される分析条件を確

立することが望ましい。3つ目は対象物のピークの対

称性が良好で、単一ピークとみなせることだ。クロマト

グラフィーの原理に従い，ピークはシンメトリーに描

濃度 かれるはずである。そうでない場合，分析条件が対象

第5図 各濃度における測定値の分布と検量線の関係 物に最適化されていない，装置に不具合がある，試料

係を第 5図に示す。理想的には各濃度における真の値

を結んだ線が検量線となる。検量線の良し悪しは近似

式から求められる計算値と測定値とのずれ具合を示す

決定係数R2により評価できる。R2はOから lの値を

取り ，1に近ければ近いほどプロットした点に対して

検量線がより正確であると言える 3.5)。私の研究室で

はR2
= 0.995以上の検量線を用いて定量するよう指

導している。ここでは数式を用いた解説を避けるが，

興味がある読者は統計学の専門書を開いてより深く理

解されることをお勧めする。

さて，検量線と言えば直線で描かれているものをよ

く見るが，実際の測定値によくフィットするなら，対

数や多項式で近似しても良い。どのような線形モデル

が測定値に最も良くフィッ卜するか，R2値を参考に

実験者が選択すれば良い。広い濃度範囲で検量線を描

くと，多 くの場合，直線ではなく曲線となる。ただ，

坦
似
一
一
照

第4図 検量線のイメージ

黒丸(・):各濃度における測定値

一一一一 近似線

坦
似
一
-
照

どのような曲線も微視的には直線に近似できるので，

十分に狭い濃度範囲ではよりシンプルな式である一次

近似式が好まれ用いられている。定量法や対象物によ

り良好な直線を与える濃度範囲は異なるので，事前に

十分な予備的試験を行い，理解を深めておくことが肝

要である。実際に定量に使用する検量線を作成する場

合，まず十分に広い濃度範囲で予備的な検量線を作成

し良好な直線性が認められる濃度範囲を探索する。

次いで，その範囲で 5点程度の異なる濃度の対象物を

測定し検量線を作成する 。 このとき，同一濃度で 2~

3回測定を行い，測定のばらつきを検量線に加味すべ

きである。私の研究室では，濃度 5点，同一濃度 3回

測定の計 15点を用いた検量線を標準としている。同

時に，最も低濃度の測定値がその分析系における定量

下限界以上であることを確認しておく必要がある。

HPLCの場合，簡便的にはシグナルとノイズの比 (S/

N比)が 10のときの濃度を定量下限界とみなす。つ

まり ，ピークの高さがベースラインのノイズの幅と比

べて 10倍以上あれば良い 6)。このようにして，正確

で信頼性の高い検量線が作成できる。

HPLC法による定量

第 110巻 第 5号 291 



をオーバーロードしている などが考えられる 6)。新

規に分析・定量系を構築する際は複数の分析条件でピ

ークの単一性を確認しておく方が良いだろう。

日PLC法では，試料に含まれる成分を分離するカラ

ムと溶出した成分を感知する検出器の組み合わせによ

り測定を行う。そのため，定量する対象物を効率よく

測定できる HPLCシステムを構築しなければならな

い。特に，適切な検出器を選択することが重要で、ある。

例えば，糖質は紫外~可視領域に吸収帯を持たないた

め，誘導体化なしでは紫外一可視 (UV-VIS)検出器

や蛍光検出器は使えず，示差屈折率 (RI)検出器が

広く用いられている。しかし RI検出器は測定時の

安定性維持や検出感度が問題となることがあり，また

グラジエント溶離法が困難であるなど分析条件の制約

がある 7.8)。これらの問題を克服した検出器がいくつ

か開発され，近年，その有用性が注目されている。こ

こでは， HPAEC-PAD法と HPLC-CAD法による糖質

の定量について実例を交え紹介する。

HPAEC-PAD ~去

HP AEC-P AD (High-Performance Anion Exchange 

Chromatography-Pulsed Amperometric Detection) 

法は糖質を高感度で直接検出することができる。

1200 

1000 .Glc 

にBJ 800 
oSuc 

tC J 

';;; 600 
Z田」古

間

tE由L S400nG • 
• 

200 '.・
。事。。 。
。 200 400 

• 

。

HPAEC-PAD法は陰イオン交換クロマトグラフィー

により物質を分離し電気化学検出器により物質を検出

するもので，糖質やアミノ酸を特異的に直接定量でき

る有用な方法である 8)0 HPAEC-PAD法によるグル

コースとスクロースの検量線を第 6図に示す。この検

量線は 10.0μg/ml~ 1.00 mg/mlと幅の広い濃度範囲

で作成した。この図を見るとグルコースとスクロース

では濃度変化に伴うピーク面積の変化が異なることが

分かる。物質の電気化学的性質はそれぞれ異なるため，

濃度が同じであってもそのピーク面積は異なる。その

ため，定量するためには標準物質を用いて物質毎に検

量線を作成する必要がある。さて，ここではグルコー

スの検量線を作成する。グルコースは 10.0~ 50.0μ 

g/mlあるいは 100~ 500μg/mlの濃度範囲で直線性

が認められるように思われる。そこで，それぞ、れの濃

度範囲で 5点取り，測定を行った(第 7図A. B)。

低濃度においても S/N比は十分高く，また，高濃度

においてもほぼシンメトリーなピークが得られた。各

濃度につき 3回測定し，より詳細な検量線を作成した

ところ，共に一次近似式に対して R2
= 0.998である

良好な検量線が得られた(第 8図A.B)o Aでは検

量線の傾きが 2.43とBに比べ大きく高感度で定量が

できるが定量可能な濃度範囲は狭い。一方， Bでは定

• 

。

600 800 1000 1200 
Concentration ( 1J9 / ml ) 
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第6図 HPAEC-PAD法によるグルコース (Glc，.)とスクロース (Suc，0)の検量線

分析条件・ Column:Carbopac P A1 

(4 mm  I.D. x 250 mm， Thermo Fisher Scientific ) 

Mobile phase: 100 mM  NaOH 

Flow rate: 1.0 ml/min 

Injection volume: 25μl 

Column temperature: 35"C 

Detection temperature: 25"C 

醸協 (2015)
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第7図 HPAEC-PAD法によるグルコースのピーク形状

A 10.0 -50.0μg / ml. B 100 -500μg/ml 

分析条件は第 6図と同じ。

量可能な濃度範囲がAに比べて広く，対象物の濃度

が大きく異なるような複数の試料を定量するのに適し

ているが検量線の傾きが 0.585と小さく感度は Aに劣

る。どちらの検量線を選択するかは希釈の手間や必要

な感度，試料数などを考慮し実験者が決めれば良いが，

定量を行う上で重要な要因である感度の高さと濃度範

囲のどちらかを犠牲にしなければならいのは辛い。実

際の定量では，定量したい各成分について検量線を作

成し，検量線の範囲に入るように各成分について検体

の希釈率をそれぞれ決めて，やっと検体の分析に取り

掛かる。多数の検体に含まれる複数成分の定量を行う

場合，膨大な労力と時聞が必要となってしまう。定量

可能な濃度範囲と感度の両立は HPAEC-PAD法だけ

なく HPLC法による定量を行う場合しばしば直面す

る問題である。

第 110巻 第 5号

HPLC-CAD 法;

この問題を解決しうる方法として，近年，荷電化粒

子検出器 (ChargedAerosol Detector， CAD) を用

いた HPLC-CAD法が注目されている。 CADの測定

原理を簡単に説明する。カラムから出た対象物を含む

溶出液は窒素ガスと共に噴霧され液滴となる。液j商は

乾燥され対象物は中性微粒子を形成する。次に，この

中性微粒子と荷電化された窒素が衝突し窒素の電荷

が中性微粒子へと移行する。荷電化した微粒子は高感

度エレクトロメータによってその電荷量を測定され，

シグナルとして検出される。ここで生じる荷電化粒子

の量は分析対象物質の種類によらず正確で一貫性があ

るため，不揮発性物質であれば化学構造を問わず高感

度な定量が可能である 7-10)。広いダイナミックレンジ

が特徴のひとつであり，例えば，第 9図に示すように，

今回の条件ではグルコース 10μg/mlから 2000μg/

293 
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第8図 HPAEC-PAD法によるグルコースの検量線

A 10.0 - 50.0μg I ml. B 100 - 500μg/ml 

分析条件は第 6図と向じ。

mlと広い濃度範囲で良好なピークが得られた。分析

条件を最適化すれば， もうー桁低い濃度からでも定量

できる。第 10図Aにグルコースとスクロースの検量

線を示す。両対数グラフを描くと 10.0μg/ml-2.00 

mg/mlと広い濃度範囲で共に R2
= 0.997である良好

な検量線が得られた。 HPLC-CAD法と HPAEC-PAD

法による検量線を比較すると，物質に依らず一定な応

答性や広いダイナミックレンジなどHPLC-CAD法の

優れた点が良く分かる(第 10図A.B)。ただし，

CADは不揮発性物質であれば高感度で検出できるが

故に注意すべき点がある。使用カラムから常に不揮発

性物質が溶出するような場合，ベースラインは安定せ

ず極端に感度が低下する。また，移動相に用いる試薬

に含まれる不純物の影響も大きい。 HPLCグレードと

して市販されている試薬でも CADでは使い物になら

294 

ないものもあった。当然，分析に用いる器具類の汚染

も十分に注意しなければならない。

HPLC-CAD法を用いた食品中のグルコース定量例

ここでは市販のある穀物酢と純米酒に含まれるグル

コースの HPLC-CAD法による定量を例に，実際の定

量時の注意点やテクニックを紹介する。

まず適正な試料の希釈倍率を検討する。いきなり原

液を HPLCに供してしまうと試料に含まれる未知物

質がカラムを劣化させるかもしれないからだ。穀物酢

や純米酒はもちろん，食品や植物，動物組織からの抽

出液など我々が日頃定量する試料はほぼ例外なく未知

物質が含まれている。未知物質が含まれる試料を分析

する場合，カラム内の担体に未知物質が吸着すること

により，カラムの分離能が低下するリスクがあること

醸協 (2015)
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第9図 HPLC-CAD法によるグルコースのピーク形状

分析条件:Column: Asahipak NH2P 40-3E 

(3 mm I.D. X 250 mm. Shodex) 

Mobile phase: CH3CN I water = 75125 

Flow rate: 0.35 ml/min 

Injection volume: 5μl 

Column temperature: 35
0

C 

を知っておいて頂きたい。適切な洗浄による性能の回

復も期待できるが，基本的にはカラムは消耗品である。

カラムを長期間使用するためには不必要な劣化は避け

たい。そのために，適正な希釈倍率を調べる予備試験

が必要なのだ。試料を 10倍. 100 倍と希釈したサン

プルを準備して，希釈倍率の高い(濃度の薄い)サン

プルから順に分析し検量線の範囲に収まるピーク面

積が得られる希釈倍率を決定する。希釈溶媒には分析

時の移動相と同じ組成の溶媒を用いれば良い。今回は

予備試験の結果から 10倍希釈液を分析に供すること

とした。また，希釈液は孔径 0.45μmのフィルターを

通すことも忘れてはならない。この処理により，移動

相に不溶な物質を除去できる。次いで. HPLCシステ

ムの送液を開始し，検出器をモニターしながら分析可

能な状態であることを確認する。少なくとも分析に必

要な時間以上をモニターしその問ベースラインがフ

ラットであることを確認することが望ましい。ベース

ラインが安定していることを確認したら，いよいよ試

料をインジ、エクトするのだが，マニュアルインジ、エク

ターを使用して定量する場合，サンプルループの容量

以上の試料を一定量インジ、エクトする全量注入方式を

お勧めする。サンプルループの容量の 3~5 倍量がひ

とつの目安となる 11)。インジェクシヨンパルフ守を In-

第 110巻 第 5号

jectから Loadに切り替えたとき，サンプルループ内

は移動相で満たされている。ここに試料を導入して移

動相と置き換えるのだが，試料導入時は試料と移動相

が混ざり合うため，サンプルループの容量と同量を導

入しでも試料の置換率は 100%にはならない。また，

導入の速度によって置換率にばらつきが生じる。定量

するためには導入する試料の量が実質的に一定でなけ

ればならないので，全量注入方式を用いて常に十分な

量を導入するのが望ましい。オートサンプラーにはイ

ンジ、エクションの方法がメーカーや機種により異なり，

それぞれに短所長所がある。近年は以前に比べ導入量

制御の精度が高くなったように感じるが，気になる方

は一度お持ちの機種の精度を検証されてはいかがだろ

うか。今回は容量 5μiのサンプルループを備えたマ

ニュアルインジェクタ -1吏用したため，シリンジに

15μiを量り取りインジェクトした。分析終了後，得

られたクロマトグラムを確認し，検出した複数のピー

クから定量の目的物質であるグルコースのピークを同

定する。このとき，標準物質の溶出時間と一致するピ

ークをグルコースのピークと判断したくなるが，結論

を急がずに，試料に既知濃度のグルコースを適量加え

たものを分析しグルコースだと思われるピークの面

積が加えたグルコース量分増加したか，肩が表れるな
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第 11図 HPLC-CAD法による純米酒とグルコース (Glc)標準品のクロマトグラム

分析条件第 9図と同じ
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どピークの形状に変化がないかを確認した上でそのピ

ークをグルコースだと同定するべきだろう(第 11図)。

さて，今回希釈した試料を 3回測定して得られたグル

コースのピークの面積値 (mV'sec;フルスケール 500

pA) は穀物酢ではそれぞれ4898.98. 5016.39. 

4944.06. 純米酒ではそれぞれ4083.56.4184.16. 

4245.87であった。今回用いた検量線(第 10図A)の

近似式は (1)式と表されるので，得られた面積値を

(1)式に代入し，試料の希釈率を掛けることで，試料

中のグルコース濃度が算出される。なお，今回の実験

系における有効数字は 3桁である。

Rog(ピーク面積)= 0.8659 x Rog(グルコース濃度

(μg/ml)) + 0.9474 (1) 

各測定のピーク面積値を代入して算出されたグルコ

ース濃度は穀物酢では 14.70mg/ml. 15.11 mg/ml. 

14.86 mg/ml. 純米酒では 11訓 mg/ml. 12.25 mg/ml. 

12.46 mg/mlであった。最後に有効数字を考慮し定量

値を求めるのだが，定量値は数値だけでなくその数値

の意味を共に記し，必要に応じて試料数や測定回数を

表す n数を添える。今回は平均値±標準誤差 (St叩-

dard error of the mean. SEM)で定量値を表記し，

測定回数を意味する in= 3Jを記載する。定量の結

果，穀物酢および純米酒に含まれるグルコース濃度は

それぞれ 14.9:t 0.1 mg/ml.純米酒 12.4:t 0.1 mg/ml 

(mean :t SEM. n = 3)であった。

おわりに

定量は試料に含まれる対象物の量を可能な限り正確

に求める行為である。当然，同一試料を誰がどこでい

っ測定しでも必ず同じ値でなければならない。そのた

めに，重要な対象物に関して公定法が定められている。

J1S規格や 1SO規格，米国の AOACなど，何らかの

規格法に従い定量することがよくある。しかし，規格

として提示されたプロトコールにただ従い決まった手

順を機械的に行うだけでは十分とは言えない。やはり，

実験者はプロトコールにあるひとつひとつの操作の意

第 110巻 第 5号

味や必要性を理解するべきであるし，測定機器類の原

理や特徴を知っておく必要もある。また，測定機器類

が定量に適した状態であるかの確認(バリデーシヨ

ン)を常日頃から行うことも大切だ。定量はプロトコ

ールがあればできるというものではない。実験者の知

識と技術に裏打ちされてこそ，定量値は信頼され意味

を持つ。本コラムは基礎的な内容を解説したに過ぎな

いが，読者の知識と技術向上の一助となれば私にはこ

の上ない喜びである。

最後に，冒頭の l円玉の話の後日談を記して筆を摘

く。二人の学生が“定量'してくれた 1円玉を銀行で

両替してもらった。驚いたことに，重さから枚数を算

出した学生の答えが合っており，枚数を数えた学生の

答えが間違っていた。どのような手法を取るにせよ，

実験者が忍耐を持ってひとつひとつの操作を正確に行

うことが定量を行う基本であり大切なことなのだ。

〈大阪府立大学地域連携研究機構〉
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