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木材由来フミン酸と土壌由来フミン酸の

NICA-Donnan Modelを用いた解析による銅結合特性の評価

庄司 良・岩瀬鉄也

キーワード 人工腐植酸，重金属吸着，吸着等温線，カルボキシル基，フェノール性水酸基

1. は じ め に

鉱工業などの人間活動によって環境中に放出される重金

属汚染が深刻な問題となって久しい.重金属によって環境

生態系が受ける汚染の蓄積と毒性は非常に大きく，重金属

の有害性を正確に把握する必要がある(渡遺ら， 2011). 

一般的に，重金属の有害性を評価する場合，その土壌中

に含まれる重金属の総濃度を指標とする.しかし重金

属の濃度は土壌中の pH，共存物質によって変化する(Di

Toro etal.，2001， U. S. Environmental Protection Agency 

Office of Water，2007). 特に土壌に含まれる溶存有機物

中の 7"'-'9割を占める腐植物質は重金属と錯形成し，重金

属の生物に対する毒性を変化させる (Aleciaetal.，2014). 

腐植物質は生物の死骸が徴生物的・化学的作用を受けて分

解され生じた化学構造が特定されない有機物(非生体有機

物)の総称である(石渡ら， 2006). 腐植物質の構造は

不定形化合物であり，脂肪族，芳香族が多いことが知られ

ている(石渡ら， 2006). そのため，カルボキシル基や

フェノール性水酸基の水酸基が重金属と結合しうるサイト

であると推定することができる(Lingchenet al.，2015). 

さらに腐植物質分子の近傍では腐植物質の様々な静電気的

相互作用によって生じた負電荷によって周囲よりも陽イオ

ン濃度が高くなった領域(ドナン相)が存在する. した

がって，腐植物質のカルボキシル基， フェノール性水酸

基， ドナン相の 3か所に対し重金属は結合すると推定で

きる (Saitoet al.，2004). このような重金属の結合形態を

区別して結合量を計算できるモデ、ルとして NICA(Non 

Ideal Competitive Adsorption) -Donnam Modelが存在

する (Saitoetal.，2004). NICA -Donnan Modelはドナ

ン相内での陽イオン結合反応を考慮することでイオン強度

やpHに影響されずに腐植物質に対する陽イオンの結合量

を計算できるモデルである (Mingquanetα1.，2013). さ

らに， このモデルは腐植物質の性質を定量的に表現するこ

とができる (Mingquanetal.，2013). 

国立東京工業高等専門学校物質工学科 (193-0997八王子
市相田町1220-2)
Corresponding Author :庄司良

2015年 12月24日受付・ 2016年8月4日受理

日本土壌肥料学雑誌第 87巻第5号 p.348"'-'355(2016) 

フミン酸は生物的・化学的作用によって動植物が分解さ

れることによって生じその生成過程の性質上，原材料と

なる植生によっても官能基量や結合性が変化することが考

えられる (Montecchio，2006). 簡略化のため，本研究

ではモデ、ル物質として人工フミン酸を用いた.

人工フミン酸とは，腐植化の反応を実験室で再現して得

られる物質であり，有機物を酸やアルカリで処理すること

で得ることができる生成物のうち，酸で沈般しアルカリ

に可溶な物質を指す.人工フミン酸の光吸収の性質は原材

料ごとに異なるとされている(熊田， 1995). これを用い

て木材からフミン酸を生成することで，樹種の違いのみに

焦点を置いて生成されるフミン酸の比較が可能で、あると考

えられた.

本研究では樹種の異なる土壌由来のフミン酸と，その樹

種の木材由来フミン酸の水素イオンと土壌汚染物質の一

例として銅イオンの結合挙動の違いに着目し， コナラとヒ

ノキ，アラカシ，スギの植生下の土壌由来フミン酸，土

壌フミン酸との比較としてフミン酸の生成環境の影響を

受けない木材由来フミン酸に対し， NICA (Non-Ideal 

Competitive Adsorption Model) -Donnan Modelを用

いて各フミン酸の結合'性を比較及び検討した.

2. 試料および方法

1 )腐植物質の分離精製及び木材フミン酸の作製

木材フミン酸の材料として，コナラ，ヒノキ，アラカシ，

スギからフミン酸の作製を行った.木材はそれぞれコナラ

が東京都八王子市， ヒノキ，アラカシ，スギを山梨県大月

市より採取した.

人工フミン酸(以下木材由来フミン酸)の作製方法とし

ては熊田(熊田， 1995)の方法を参考に一部改編して行っ

た.まず， よく乾燥した木屑 3.0gを3つ口フラスコに秤

量し， 6.0M塩酸 100mLを添加し 5時間冷却管によっ

て還流しながら煮沸をした.徐冷の後，デカンテーション

及び遠心分離 (3000rpm， 15 min)で沈殿を得た.沈殿を

再び三角フラスコに移し， 5.0%水酸化ナトリウム水溶液

50mLを添加し，再び 5時間冷却管によって還流しなが

ら煮沸を行った.徐冷の後，デカンテーション及び遠心分

離 (3000rpm， 15 min)で上清を得た.上清に 6.0M塩酸

をかく枠しながら徐々に加え， pHが1.0以下になってい

ることを確認した.一晩振とうし，溶液を透析チューブ(10
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kDa)に移し，イオン交換水中にて透析し，電気伝導度計

でイオン交換水における測定値が 0.1μS/cm以下になる

までイオン交換水を交換し透析を続けた.透析後， 自然乾

燥を行い，木材由来フミン酸を得た.

土壌試料からのフミン酸の抽出は国際腐植物質学会の手

法 (Swift，1996)によって行った.土壌フミン酸の材料と

して， コナラ， ヒノキ，アラカシ，スギが主な植生である

土壌からフミン酸の抽出を行った.使用した土壌の採取地

点及び各種性質を表1に示す.

まず， 400Cの電気乾燥機によって 5日間以上試料を乾

燥させ，乾燥試料に1.0M塩酸を加えて pHが2.0以下に

なっていることを確認した.液量が試料1.0gに対して 10

mLになるように O.lM塩酸を添加し，一晩静置した.デ

カンテーションおよび遠心分離 (2000rpm， 15 min)で

沈殿を得た.沈殿に1.0M水酸化ナトリウム水溶液 50mL

を加えて懸濁させ， pHが7.0以上になっていることを確

認した.その後，液量が試料1.0g v;こ対して 10mLになる

ように O.lM水酸化ナトリウム水溶液を添加し， 3分間の

窒素置換後に4時間以上振とうした.一晩静置しデカン

テーションおよび3分間の窒素置換後の遠心分離 (3000

rpm， 15min)で、上清液を得た.上清液に 6.0M塩酸をか

く持しながら徐々に加え， pHが1.0以下になっているこ

とを確認した.一晩静置しデカンテーションおよび遠心

分離 (2000rpm， 15 min) で、沈殿を得た.沈殿に最小量

のO.lM水酸化カリウム水溶液/0.3M塩化カリウム溶液

を加えて溶解させ， pHが 12以上になっていることを確

認した.窒素置換後に 1時間振とうし遠心分離 (3000

rpm， 15min) によって上、清液を得た.上清液に 6.0M塩

酸をかく持しながら徐々に加え， pHが1.0以下になって

いることを確認した.一晩静置し遠心分離 (2000rpm，

15min)で沈殿を得た.沈殿に O.1M塩酸/0.3Mフッ化

水素酸混酸溶液を加え，室温で一晩振とうした.遠心分離

(2000 rpm， 15 min)で灰分を含む上清を除去した.沈殿

を透析チューブ (10kDa) に移し， イオン交換水中にて

透析し，電気伝導度計でイオン交換水における測定値が0.1

μS/cm以下になるまでイオン交換水を交換し透析を続け

た.透析後， 40oC電気炉で乾燥を行い，土壌由来フミン酸

を得た.

2)腐植化度の測定

腐植化度及び黒色度を評価するため，紫外・可視吸収スペ

クトルの測定は米林(米林， 1989)の方法を参考に行った.

試料はフミン酸 10.0mgを0.1%水酸化ナトリウム水溶

液に溶解し 100.0mLv;こメスアップしたものを試料とした.

作成した試料の可視光領域スペクトルを紫外可視光分光光

度計によって測定した.測定した吸光度のうち 400nmと

600nmの吸光度をそれぞれE400，E600とし， 1%吸光係数

El%600とL110gEを以下の式によって計算した.

E1為。=E600X 100 

L110gE = log E400 -log E600 

(1) 
(2) 

ここでL110gEはフミン酸における可視光吸収スペクトル

の傾きであり黒色度を示し， E1%600は一定濃度における

フミン酸の分子量を示す(米林， 1989). 

また，フミン酸の結合形態を探る元素分析として CN比

を見るべく各フミン酸の炭素含量並びに窒素含量をチュー

リン法及びケルダール法を用いて算出した(農林水産省

農業環境技術研究所， 1992;土壌環境分析法編集委員会，

1997) . 

3)酸塩基滴定及び銅イオン滴定による吸着性評価

腐植物質と陽イオンの結合反応を解析する場合，フミン

酸溶液に対象となる陽イオンを滴下し，陽イオン濃度を

モニタリングする手法が一般的である.先行研究では，ア

ルミニウムイオンやマンガンイオン (YenLe et al.，2015 ; 

Liping etal.，2002)が用いられていたが，本実験では，フ

ミン酸に含まれるカルボキ、ンル基やフェノーノレ性水酸基と

いった陽イオンとの結合に関する官能基の性質を見るべく

水素イオンと，重金属の中でも毒性が高く，フミン酸との

錯結合の際にアーヴィング・ウィリアムス系列に従って結

合が安定しやすい銅イオンとした (Maetal.， 1999). 

O.lM水酸化ナトリウム水溶液， O.1M塩化ナトリウム

水溶液および超純水を用いてイオン強度が 0.005，0.01， 0.1 

M になるような 5.0X 10-3 M水酸化ナトリウム水溶液を

調製し， 1000mg/Lになるようにフミン酸を加え， 30分

聞かく押した.0.1M塩酸を用いて pHを4以下まで下げ，

窒素バプリングしながら 30分以上かく持した後，さらに

O.lM塩酸を用いて pHを3.5とした.

水素イオンとフミン酸の結合を解析する実験では， 5.0 

X 10-3 M水酸化ナトリウム水溶液のイオン強度を 0.005，

0.01， 0.1 M に調製し，フミン酸を最終濃度で 1000mg/L

になるように加えた水溶液を前述の方法でpHを3.5に

し窒素パプリングしながら O.lM水酸化ナトリウム水

溶液を用いて pHが 10以上になるまで滴定し，各滴下

量における pHを記録した. pHはpH複合電極 (GST-

5711C，東亜DKK) を用いて測定し，電極の使用前に

表 1 土壌フミン酸を採取した土壌の主要な性質

土壌種 CEC 土壌pH
土性

孔隙率 炭素含量
採取地点

[cmoUkg] [pH(H20)] [%] [%] 

コナラ土壌 褐色森林土 13.5 5.8 SiCL 61 3.2 東尽都八王子市

ヒノキ土壌 褐色森林土 21.2 6.1 SiC 63 4.8 山梨県大月市

スギ土壌 褐色森林土 21.2 6.2 SiC 64 4.6 山梨県大月市

アラカシ土壌 褐色森林土 18.3 6.0 SiCL 58 4.0 山梨県大月市

分類は日本ベドロジー学会第四次土壌分類命名委員会第一次案， 日本の統一的土壌分類体系(博友社)に従った.
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30分以上O.lM塩酸水溶液に浸した.記録した pHと， 0.1 

M塩酸水溶液およびO.lM水酸化ナトリウム水溶液の滴

下量から各イオンの濃度を算出し，電荷収支により各pH

におけるフミン酸の正味電荷量で、ある qを算出した.

銅イオンとフミン酸の結合を解析する実験では，水素

イオンの場合と同様に 1000mg/Lのフミン酸溶液を調製

し， O.1M水酸化ナトリウム水溶液を用いて目標の pHと

した.ここに1.0x 1O-2M硝酸銅水溶液を滴下し低下し

たpHを元の pHに戻すために O.lM水酸化ナトリウム水

溶液を滴下し， pHおよび銅イオン活量を測定した. この

操作を銅イオン活量が十分上昇するまで繰り返した. pH 

はpH複合電極 (GST-5741C，東亜 DKK)，銅イオン活

量はイオン選択電極 (Cu2+: CU-2021，東亜DKK) を

用いて測定した.なお，銅イオンの滴定は， pH 5.0， 7.0， 

9.0で行った.0.lM塩酸およびO.lM水酸化ナトリウム

水溶液， 1.0 X 10-2 M硝酸銅水溶液の滴下量から各イオン

の総濃度を算出し，各イオンの総濃度と，イオン選択電極

によって得られた銅イオン活量から [Cu2+]，[CuOH+]， 

[CU(OH)2]を算出した. ここで[ ]とはモル濃度で、あ

ることを示す.

pH滴定，銅イオン滴定は 20:t1 ocで行った.また，

pH電極の校正は]IS規定に基づ‘いたフタル酸塩標準液

(pH=4.01)，中性リン酸塩標準液 (pH=6.87)，ホウ酸

塩標準液 (pH=9.18) を用いて行った.銅イオン選択

電極の校正はAvdeefetal. (1983) の報告に従い，エチ

レンジアミンを用いた滴定によって行った.銅とエチレ

ンジアミンの滴定によって銅イオン活量1.0x 1O-19Mま

で検量線が直線性を示すことが知られている (Avdeefet 

al..1983). 1.0 X 10-4 M硝酸銅水溶液を撹枠しながら銅イ

オン選択電極， pH複合電極を浸し，銅イオン選択電極の

起電力， pHおよび水溶液の温度を測定した.その後， 5.0 

x 1O-2Mエチレンジアミン水溶液を滴下し， 5分間撹持

した後に同様に銅イオン選択電極の起電力およびpHを測

定し銅イオン選択電極の起電力が十分低下するまでこの

操作を繰り返した.その後，滴定結果から水溶液中の銅，

エチレンジアミン，硝酸イオンの総濃度を算出し， pH 

と温度から平衡濃度計算ソフト MINEQL+(version4.5， 

Environmental Research Software) を用いてエチレン

ジアミン滴下量における銅イオン活量を計算した.計算し

た銅イオン活量と測定した起電力の関係を検量線とした.

4) NICA-Donnan Modelによる角幹庁

腐植物質の金属イオンと結合するサイトは主にカルボキ

シル基とフェノール性水酸基で、ある.他にも窒素や硫黄

を含むサイトも考えられるが，これらは相対的に少量であ

るために無視できる (Saitoet al.，2004).腐植物質と陽イ

オンの結合反応をモデル化する場合， この主に2つの結

合サイトと陽イオンの結合は反応を考えればよいという

ことになる (Saitoet al.，2004). しかしながら，腐植物質

中に存在するカルボキ、ンル基やフェノーノレ性水酸基は周囲

に存在する官能基で陽イオンとの錯形成における安定度

定数が変化するため，腐植物質中の結合サイトと陽イオン

の安定度定数はある連続的な分布に従う. NICA (Non-

Ideal Competitive Adsorption) Model は， このような

安定度定数の分布を解析的な Sips分布という分布関数で

置き換えることによって考慮し，かつ陽イオンの競争的な

結合と化学量論比の寄与を取り入れた吸着等温モデ、ルであ

る (Saitoetal.，2004市 ililneetal.，2003). Sips分布とは，

ガウス分布に類似した分布であり ピークの位置と分布の

幅の 2つのパラメータで分布を特徴づけることができる

(Koopal etal.，2005). NICAモデルの式は Hill方程式を

もとに算出され，次式のとおりである.

[Q仏m附m、旬羽z見川司

QM=I剖d~卜一一→ x ;'，;u" ~，m!u ¥iiM.iX 1 I (¥ ... :;~'~ .J"''' ¥fiM，i司町 I(3お) l nH.i "I(KM.iCs.M.i)nM.i" 1 + {I(KM凡M.i)n
M
.
i
Yi1 

ここで QM[mollkg] は各結合サイトに結合した金属 M

の総量， Qmax [mollkg] は参照サイトの密度 nMは

金属M と結合サイトの平均的な化学量論比に関するパラ

メータ， KM [L/mo日は安定度定数の分布の中央値， Cs， 

M.i [M] は結合サイト近傍における金属イオン MZ+の濃

度 pは安定度定数の分布の幅に関するパラメータであ

る.腐植物質の酸塩基滴定の様に，結合に関与する化学

種が水素イオンのみである場合，式 (3)はLangmuir

Freundlich型の結合等温式となり，酸塩基滴定の結果か

らではnHとpを決定することができないため，その積で

ある mHが決定される.

先に述べたとおり Cs加は結合サイト近傍の金属イオ

ンMZ+の濃度である.腐植物質はカルボキシル基やフェ

ノール性水酸基などの結合サイトにおけるプロトンの結

合，脱離反応によって負の電荷が生じ，腐植物質の周囲に

存在する電荷量は， pH，イオン強度に依存する.そのポ

テンシャルのために，フミン酸分子近傍で、のイオン濃度は

水溶液全体のイオン濃度とは異なったものとなっている.

この様な分子近傍のイオン濃度を測定するのは不可能で

あるため，モデル計算に頼るしかない.そのモデルとして

様々なものが考えられているが，その中でも最も広く用い

られているモデ、ルとして DonnanModelがある (Saitoet 

al.， 2004). Donnan Modelでは，腐植物質の電荷がその

内部で中和されるような体積九 [L/kg]のドナン相を仮

定しその内部ではポテンシャルおよびイオン濃度が一定の

値をとるというドナン平衡を利用して，ポテンシャルを評

価し，次式のようなボルツマン因子を考慮した式によって

Donann体積内部のイオン濃度を計算する.

-zMFIf/D 
，M，i = Cb，M，iexP(一一一一一)RT 

(4) 

ここで Cb.M.i [M]は水溶液全体の金属イオン MZ+の濃度，

ZMは金属イオン MZ+の電荷， F [C/mol] はファラデ一

定数， If/D [V] はドナン相内の静電ポテンシャル， R 日/
molK]は気体定数， T [K]は絶対温度である.
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Benedettiら (1996) は イオ ン強度 10-zM 以上での

流体力学的体積が主にイオン強度によって決まり， pH依

存性が小さいという 測定結果から， log九 がイオン強度

の対数に比例すると した経験式を立てている.その関係式

において， イオン強度 10Mに外挿すると log九 が一点に

収束することから， logVDは次式によって算出される.

度と，式 (3)で予測されるカルボキシル基とフェノール

性水酸基に結合 した銅イオンの総量 Qcuと式 (4) で得

られるドナン相内の銅イオンの濃度を合わせたフミン酸

と結合した銅イオンの濃度の差が最も小さくなるような

logKcul， nCub logKcuz， ncuz， Pb PZを採用 した.

庄司・岩瀬・木材由来フミン酸と土壌由来フミン酸のNICA-DonnanModelを用いた解析による銅結合特性の評価

結果と考察

1)腐植度の測定

フミン酸溶液を紫外可視分光光度計で測定し， 式 (1)

及び式 (2) にてAlogE El%600を算出した.得られたA

logEを横軸， E1%600を対数表示にした logE1%600を縦軸

として散布図を作成し，土壌由来フミン酸と木材由来フミ

ン酸に分けて直線回帰した.散布図を図 1に示す.

図 1の土壌由来フミン酸と木材由来フミン酸はそれぞれ

の回帰線で高い相関性が得られた.また，相関係数は木材

由来フミン酸に比べて土壌由来フミン酸の値が大きいこと

が示された.回帰線が直線になることは米林 (1989) の

研究結果と一致した.また米林 (1989) によると，回帰

線から外れたフミン酸は光吸収機構が異なるとされてお

り，フミン酸の光吸収は多くの不飽和結合の存在によるも

のと考えられる. よって，土壌由来フミン酸と木材由来フ

ミン酸はフミン酸を構成する主要な結合が異なることが示

唆された.

また， .L11ogEが高いほど腐植化が進んでおらず， EI96 
600 

が低いほど分子量が少ないことを示すことから， ヒノキ材

フミン酸は他のフミン酸と比べて腐植化が進行していない

ことが示唆された. またスギ土壌フミン酸は E196600が低

いことから今回用いたフミン酸のうち，最も分子量が少な

いことが示唆された. .L11ogEは黒色度を示しその値が

0.65以下であれば黒ボク土由来のフミン酸に該当すると

されていることから(大羽ら，1984)， コナラ土壌フミン

酸の構造が黒ボク土フミン酸に類似であることが示唆され

たフミン酸の CN比を表2に示す.土壌由来フミン酸の

CN比は 25前後であるのに対して，木材由来フミン酸の

CN 比は約 70~600 と樹種によって大きく異なり ， かっ

全て土壌由来フミン酸よりも大きい結果となった.

2) 水素イオンと銅イオンの吸着性評価及び NICA一

Donnan Modelによる角草木庁

図 2に各フミン酸の正味電荷量変化を示す酸塩基滴定曲

線を示す.いずれのフミン酸も pHの上昇に伴いフミン酸

から水素イオンが解離し，正味電荷の絶対値が増加した.

3. 

(5) 

ここでbはドナン体積のイオン強度依存性に関するパラ

メータ， 1 [M]はイオン強度で、ある. bは様々なイオン

強度の酸塩基滴定の結果を mastercurve法によって整理

することで決定する.任意の bにおける九を算出し，式

(4)より結合サイト近傍における水素イオン H+の濃度ら

町を算出する.横軸に logcs，H，i，縦軸に qをとったグラフを

作製し，様々なイオン強度における滴定曲線が一本の曲線

(master curve) に収束するような bを採用する.

本研究では，酸塩基滴定においては算出された qと式

(5) における九を式 (4) に代入することで， lfI Dを算

出した.算出された lfIDから式 (4) よりドナン相内の水

素イオンの濃度 CD，Hを算出した. C及Hを式 (3) の結合サ

イト近傍における化学種 iの濃度 Cs.iVこ代入し，式 (3)に

よって予測されるカルボキシル基とフ ェノール性水酸基に

結合した水素イオンの総量 QHと，カルボキ 、ンル基とフ エ

ノ一ル性水酸基の密度 Q，叫Y

出した各 pHVにこおける qをヲ|いて算出し7たこフミン酸と結合

した水素イオンの総量の差が最も小さくなるような Qma凶x山1， ， 

logKH1臼1，mHbQmaxψlogKH回Z，mH由z，bを採用した.また銅イオ

ン滴定においては，銅の総濃度より [Cuz+]，[CuOHつ，

[Cu(OH)z] をヲ|いて得られたフミン酸と結合した銅の濃
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表2 各フミン酸の炭素含量並びに窒素含量及びCN比

Sample C含量 [%J N含量 [%J C/N比

コナラ土壌 42.28 1.64 25.8 
コナラ木材 49.25 0.08 593 
ヒノキ土壌 28.09 1.36 20.7 
ヒノキ木材 53.36 0.33 160 
アラカシ土壌 32.64 1.23 26.5 
アラカ シ木材 48.84 0.69 70.5 
スギ土壌 26.45 1.16 22.7 
スギ木材 50.18 0.48 104 
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フミン酸の紫外可視光分析における !ogEl%600値と

L1!ogE値と各回帰線(実線が土壌由来フミン酸，破線

が木材由来フミン酸の回帰線を示す)

土壌由来フミン酸 y = 2.60 -2.08x 
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図 1
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また正味電荷の増加は低 pH側 と高 pH側に変曲点が存

在した. NICA -Donnan Modelの基準となるパラメータ

の決定の際に，精製アルドリッチ社製フミン酸 CSaitoet 

al.， 2004)やピートモス由来フミン酸 CKinniburgetal.， 

1999)を用いて同様の実験が行われており，これらも 同

様に pHの上昇に伴い正味電荷の絶対値は増加し，低 pH

側に1つ，高 pH側に1つの変曲点が存在しており.本研

究で得られた実験結果と一致した.

図2より各 pHにおける正味電荷量が異なることからフ

ミン酸の生成起源の違いにより 正味電荷の増加量が異な

ることが分かった.低 pH側では主にカルボキシル基由来

の水素イオンが，高 pH側では主にフェノール性水酸基由

来の水素イオンが解離することで正味電荷が生じることが

知られている(庄司 ・黒川，2014). 土壌由来フミン酸は

低 pH側では類似しているが，高 pH側で相違が生じてい

ること，木材由来フミン酸は低 pH側と高 pH側ともに大

きな違いが見られることが NICA-Donnan Modelによっ

て分かった.このことから，土壌由来フミン酸はフェノー

ノレ性水酸基の結合サイト量に生成環境の違いが，木材由来

フミン酸はフェノール性水酸基とカルボキ、ンル基の両方に

材料による違いが生じていることが示唆された.

フミン酸の主な結合サイトであるカルボキシル基とフェ
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図2 土壌及び木材由来フミン自主におけるドナン相内 pHに

伴う正味電荷量の変化

ノール性水酸基は，その官能基周辺の環境が不均一であ

るため，酸解離定数は連続的な分布となり，正味電荷量

をpHで微分することで第 1次近似として，固有親和定数

の分布関数が得られることが知られている CAvenaetα1.， 

1999). よって，図2の滴定曲線の傾きが最大となる点，

つまり変曲点が酸解離定数を示すと考えることができる.

図 2 より各フミン酸はそれぞれ pHD3~6 および pHD6~

10に変曲点が存在することからカルボキシル基及びフェ

ノール性水酸基それぞれの結合サイトに関する酸解離定数

を持つことが示唆された.

フミン酸の水素結合における NICA-Donnan Modelノf

ラメータを表3に示す.フミン酸は主に低pH付近に酸解

離定数の分布を持つカルボキシル基，高 pH付近に酸解離

定数の分布を持つフェノール性水酸基に由来する 2つの陽

イオン結合サイトを持つことが知られており CSaitoetal.， 

2004)，本研究結果と一致した.また土壌由来フミン酸に

おいてはカルボキシル基の酸解離定数はlogKH1= 2 .60~ 

4.02であり，フェ ノール性水酸基の酸解離定数は logKH2

= 6.l 5~8.33 とカルボキシル基に比べて試料による違いが

大きいことから，原料の違いは主にフェノール性水酸基の

酸解離定数に影響することが示唆された.木材由来フミン

酸はカルボキシル基の酸解離定数はlogKHl= 3.07 ~6.l7， 

フェノール性水酸基の酸解離定数は logKH2= 7.02~10.54 

と， ともに酸解離定数に試料による違いを生じていること

から，原材料の違いが両官能基の酸解離定数に作用するこ

とが示唆された.酸解離定数は官能基周辺の電子吸引基お

よび電子供与基によって変化する電子密度の大きさに依存

する.また，フミン酸はアミノ基などの窒素を含む官能基，

チオール基などの硫黄を含む官能基やメチル基などが存在

することから CFujisawaetal.， 2012)，これらの官能基が

土壌由来フミン酸のフェノール性水酸基，木材由来フミン

酸カルボキシル基及ひ、フェノール性水酸基に電子吸引基及

び電子供与基として作用していることが示唆された.

カルボキシル基の酸解離定数を示す logKHlの試料によ

る違いが木材由来フミン酸においては大きく，フェノー

ル性水酸基の酸解離定数を示す logKH2の試料による違い

が木材及び土壌由来フミン酸の両方で、大きい.またフェ

ノール性水酸基の官能基密度を示す Qmω の試料による違

いが Qmaxlに比べて大きいことから土壌タイプ及び樹種の

表3 水素結合における NICA-Donnan Modelノ4ラメータ

Carboxylic site Phenolicsite 
Qmaxl logKH1 Q~":.2 ， LOIlK b R2 

[mol/kg] mHl [mol/kg] LOg1¥.H2 町lH2

コナァ土 2.75 2.60 0.53 3.06 8.33 0.41 0.418 0.992 
コナラ材 1.94 3.80 0.86 1.36 7.02 0.66 0.489 0.989 
ヒノキ土 1.36 2.66 0.85 5.26 7.51 0.23 0.265 0.958 
ヒノキ材 1.56 6.17 0.42 2.41 10.54 0.70 1.253 0.974 
アラカシ土 1.55 2.52 1.00 2.42 6.15 0.31 0.148 0.973 
アラカシ材 1.36 3.07 0.83 5.51 8.89 0.34 0.195 0.992 
スギ土 0.80 4.02 1.00 2.99 8.18 0.29 0.551 0.972 
スギ材 2.68 5.50 0.47 2.03 9.43 0.74 2.917 0.928 
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を算出した.カ ルボキシル基における変化を図 4に示す.

図4より，木材由来フミン酸及び土壌由来フミン酸におい

て結合サイトごとの結合量割合はフミン酸ごとに異なるこ

とから，木材由来及び、土壌由来フミン酸の結合形態は起源

ごとに大きく変化するこ とが示唆された.しかしながら，

銅イオン結合性は類似であることから，木材由来フミン酸

の結合割合の違いはカルボキシル基及びフェノール'性水

酸基といった官能基ではなく ドナン相が示すフミン酸の

構造やフミン酸の電子雲の状態に起因することが示唆され

たしかしドナン相自体の吸着の絶対量は大きくない.

本研究では， 土壌由来フミン酸の結合サイト量はカルボ

キシル基において類似であること，木材由来フミ ン酸は銅

イオンの結合性が類似であることが示唆された. また，木

材ごとに作成した木材由来フミン酸を比較するとそれぞれ

結合性が異なることから フミン酸は木材ごとの化学的構

造の違いによって銅イオンの結合性が異なることが示唆さ

れた.

ヒノキ，コナラ，アラカ シ，スギが主要な植生である褐

色森林土由来のフミン酸と，同種の木片から生成した木材

由来フミン酸に対して， NICA -Donnan Modelで酸塩基

滴定曲線を回帰した.その結果，土壌由来フミン酸で、は水

素イオン結合性及び銅イオン結合性は原料となる土壌の植

生が異なる場合でも類似であるが木材由来フミン酸では

原材料となる樹種によって水素イオン結合性は大きく異な

り，銅イオン結合性には類似が見られた.その原因として，

結合サイトの割合が大きく異なることから，カルボキシル

基及びフェノ ール'性水酸基といったフミン酸における主要

な官能基ではなく ， ドナン相の影響が大きいことが示唆さ

れた.

庄司 ・岩瀬・木材由来フミン酸と土壌由来フミン酸のNICA-DonnanModelを用いた解析による銅結合特性の評価

括4. 

違いはフェノ ール性水酸基に大きな影響を与えることが

示唆された.カルボキシル基の変動に比べてフェノール

性水酸基の変動が大きいという結果は黒ボク土や褐色森

林土，河川底質といった土壌タイプごとに比較した先行

研究の結果と一致した(庄司・黒川，2014). この結果は，

Montecchioら (2006) の土壌表面の植生によって芳香

環量が変化するという結果とも一致した.また， ヒノキ木

材由来フミン酸とスギ木材由来フミン酸は双方ともにドナ

ン相体積を示すbが大きく ，カルボキシル基とフェノール

性水酸基の酸解離定数が高い値を示すことから，その性質

が類似していることが示唆された.

pH7.0の条件下における各フミン酸の銅結合等温線と

NICA -Donnan Modelの回帰結果を図 3に示す.

各種フミン酸において，銅イオン活量の増加に伴い銅イ

オンの結合量が増加していることが示された.また NICA

-Donnan Modelによる予測値と実測値は類似しているこ

とから，土壌由来フミン酸，木材由来フミン酸共に NICA

Donnan Modelによって生成起源の異なるフミン酸に対

する銅の結合量を予測可能であることが示唆された.また

木材由来フミン酸の銅イオン活量における銅イオン結合の

変化が土壌フミン酸，木材フミン酸ごとに類似しているこ

とから，木材由来フミン酸及び、土壌フミン酸の陽イオン結

合性はそれぞれ類似していることが示唆された.またスギ

木材フミン酸の銅イオン活量における銅イオン結合の変化

は他の木材由来フミン酸と異なるが，表3に示したドナン

相体積のイオン強度依存性に関するパラメ ータ bが 2.91

と特に大きい値を示していることから，スギ木材フミン酸

におけるドナン相の電気的中性条件が塩基性に偏っている

ことが影響していることが示唆された.

次に， pH7.0において各結合サイトに結合した銅結合

量を 100%とした各結合サイトの銅結合量の割合の変化
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Evaluation of the heavy metal binding properties of wood and soil humic acids 

by the NICA-Donnan Model 

Ryo SHO]I and Tetsuya IWASE 

Department ofChemica1 Science and Engineering， National Institute ofηchnology， Tokyo College 

The properties of humic substances， which account for the majority of organic matter in water and soil， depend on their 

origin. To estimate heavy metal toxicity in soils， it is important to understand which characteristics of humic substances 

determine the speciation of heavy metals， and to examine whether interactions among soil partic1es， humic substances， 

and heavy metal ions affect toxicity. We extracted four sets of humic acids from wood and soils and analyzed the binding 

of protons and cupric ions to three types of binding sites on the humic acids. The results were fitted to the NICA (non-ideal 

competitive adsorption)-Donnan model and compared directly with predictions based on generic parameters. Copper-

binding data， which provided quantitative estimates for functional groups， showed that the properties of soil humic acids 

of diverse origin are homogeneous， whereas those of wood humic acids vary widely. Consistent differences between soil 

and wood humic acids are revealed at the level of functional group concentrations. 

Key words: Artificial humic acid， Heavy-metal adsorption， Adsorption isotherm， Carboxyl group， Phenolic group 

(Jpn.]. Soil Sci. Plant Nutr.， 87， 348-355， 2016) 
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