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競争吸着法によるイカ肝臓からのカドミウムの除去
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Removal of Cadmium from Squid Liver
by Competitive Adsorption Method
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Abstract: A new method (competitive adsorption method) for the removal of Cd from squid liver 
was proposed. In this method, the same weight of squid liver and citric acid solution were mixed 
with a cation-chelating resin for 24 h under weak acidic condition. The Cd concentration of the 
mixture was lowered from 12 ppm to 0.1 ppm by the addition of 10 wt-% of cation-chelating resin 
relative to the wet-weight of squid liver at about pH 4. The Cd adsorption behaviors of squid liver 
and cation-chelating resin were well explained by a bidentate binding model. The adsorption 
process of Cd onto cation-chelating resin was the rate-limiting process of competitive adsorption 
method.
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イカ肝臓やホタテガイ中腸腺は高度不飽和脂肪酸や
タンパク質を含むことから，養魚飼料などへの有効利
用が期待されているが（佐藤 2005），これらには有害
重金属であるカドミウムが含まれているため，希硫酸
浸出/電気分解法（若杉ら 2002; 嶋影ら 2003）や硫酸
還元菌を用いたカドミウム除去法（水谷ら 2003）が
検討されている。本研究では，イカ肝臓からのカドミ
ウム除去法として，イカ肝臓と吸着剤を混合撹拌する
ことにより，弱酸性条件でイカ肝臓と液相からカドミ
ウムを同時に除去する競争吸着法（関・川辺 2006）
について検討した。
カドミウムはイカ肝臓やホタテガイ中腸腺に可逆
的に結合しているので，競合する結合イオンである水
素イオンを加えることによりカドミウムが脱離するが
（栗原ら 1993），脱離によって液相のカドミウム濃度
が上昇するため，効率よくカドミウムを除去するには
硫酸などの強酸を用いて水素イオン濃度を高濃度（約
pH1）に保つ必要がある。
本研究の競争吸着法は，イカ肝臓と液相のカドミウ
ムの可逆的な吸着平衡関係に着目した除去法である。
具体的には，カドミウムに対してイカ肝臓と競争的な

立場となる吸着剤（競争吸着剤）を加えて混合撹拌す
ることにより，イカ肝臓から液相に脱離したカドミウ
ムを直ちに吸着除去する。これにより，液相のカドミ
ウム濃度が低濃度に保たれ，イカ肝臓からのカドミウ
ムの脱離が促進される。本方法によれば，温和な弱酸
性条件でイカ肝臓と液相からのカドミウムの同時除去
が期待できる。また，弱酸性条件で操作できることか
ら，食品添加物であるクエン酸などの有機酸を使用で
きるため，より安全性の高い養魚飼料や食品の原料と
しての利用が期待できる。
本報では，イカ肝臓と競争吸着剤へのカドミウム吸
着平衡を水素イオンとの交換反応に基づくモデルを用
いて解析した後に，競争吸着法によるイカ肝臓と液相
からのカドミウム同時除去における最適操作条件につ
いて検討する。

材料および方法

イカ肝臓中のカドミウム濃度測定
北海道浦河町産のスルメイカの肝臓を摘出し，ポリ
エチレン袋に入れて供試するまで－30℃で凍結保存し
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た。解凍したイカ肝臓試料を白金蒸発皿に入れ，80℃
恒温乾燥機で恒量になるまで乾燥し，乾燥前後の重量
から含水率を決定した。乾燥した試料をガスバーナー
で強熱灰化し，放冷した後に0.1 M硝酸10 mlに定容
し原子吸光光度計（日立製作所，原子吸光/炎光分光
光度計 A-1800形）でカドミウムを定量した。

イカ肝臓からのカドミウムの酸溶出
湿重量で約 9 gのイカ肝臓に同重量のクエン酸溶液

を添加し，撹拌翼を取り付けた撹拌機（東京理化器械
株式会社，ハイスターラー HI-15）を用いて 6± 1℃
または25±3℃で24時間撹拌した。pHを測定した後に
試料を3300 rpmで30分間遠心分離し，液相のカドミ
ウムを定量した。

競争吸着剤へのカドミウム吸着
競争吸着剤にはキレート樹脂（ミヨシ油脂株式会社，
エポラスMX-8C）を用いた。キレート樹脂は，純水
で 3回洗浄した後に分析篩（32 mesh，目合0.5 mm）
で湿式分級した篩上成分を純水中，5℃で保存した。
濾紙上で表面の水分を除去したキレート樹脂0.1 gを
480 cm3の純水に入れ，マグネチックスターラーで撹
拌しながら0.01 M硝酸カドミウム水溶液10 cm3とク
エン酸溶液10 cm3を添加した。所定時間後，pHを測
定した後に撹拌を止め，5分間静置した後に採取した
液相のカドミウムを定量した。キレート樹脂へのカド
ミウム吸着量は液相のカドミウム濃度変化から算出し
た。

競争吸着法
湿重量で約30または200 gのイカ肝臓に同重量のク
エン酸溶液と所定量のキレート樹脂を加え，撹拌翼を
取り付けた撹拌機（東京理化器械株式会社，ハイスター
ラー HI-15）を用いて 6±1℃または25±3℃で撹拌し
た。所定時間後，pHを測定した後にキレート樹脂を
分析篩（32 mesh，目合0.5 mm）で回収し，試料と試
料を遠心分離した液相のカドミウムを定量した。

結果および考察

イカ肝臓をクエン酸溶液中，6±1℃で24時間撹拌
混合した後の pH（●）とカドミウム除去率（○）を
Fig. 1に示す。横軸はイカ肝臓湿重量に対するクエン
酸添加量である。イカ肝臓10試料について測定した含
水率は乾量基準で57±5％であり，カドミウム含有量
は湿量基準で23±4 ppmであった。イカ肝臓に対し
て約 3％のクエン酸を加えると約 pH 3.5となり90％以
上のカドミウムが脱離した。10％添加では約 pH 3と

なり99％のカドミウムが脱離した。
酸性条件における生物素材への 2価金属イオンの吸

着メカニズムは，結合サイトと金属イオンが 1：1で
結合するMonodentate型と

－SH＋M2＋↔－SH＋＋H＋ (1)

2：1で結合するBidentate型に大別できる。

2 (－SH)＋M2＋↔ (－S)2 M＋2H＋ (2)

－SHは水素イオンが結合した金属結合サイト，M2＋

は 2価金属イオンである。金属結合サイト密度が高く
フレキシブルな構造をもつポリマーゲルや海藻類へ
の 2価金属イオンの結合は Bidentate型であり，結
合サイト密度が低く固い構造をもつ微生物や無機系
吸着剤への結合の多くがMonodentate型である。ま
た，Bidentate型結合は飽和吸着量がMonodentate型
結合の1/2であるが，結合サイトの種類が同じであれ
ば Monodentate型結合に比べて結合力が非常に強い
（Seki and Suzuki 1999, 2002;  鈴木・関 1999）。
イカ肝臓へのカドミウム結合定数を KLとおくと，
式 1の平衡関係からmonodentate型結合の場合のカド
ミウム吸着量 q（mol/g）は次式で表すことができる
（Seki and Suzuki 2002）。

q＝NKL CM/(CH＋KL CM) (3)

CHと CM (mol/dm3) は，それぞれ液相の水素イオンと
カドミウムの平衡濃度，N (mol/g) はイカ肝臓のカド
ミウム結合サイト数である。一方，bidentate型結合
の場合のカドミウム吸着量は式 2の平衡関係から次式
で表すことができる（Seki and Suzuki 2002）。

q＝N (P－   P2－4 )/4 (4)

ただし，

P＝ 2＋C 2
H/KL CM (5)

さらに，系中のカドミウムの物質収支から次式の関係
が得られる。

CM＝CMT－(m/V)q (6)

CMT (mol/dm3) は系中の全カドミウム濃度，m (g) は
イカ肝臓の重量，V (dm3) は液体積である。式 3と 6

（monodentate型結合）または式 4，5と 6（bidentate

型結合）に任意の KLとNの値を与え，算出した液相
のカドミウム平衡濃度と Fig. 1の実験結果との残差平
方和が最小となるKLとNの値を決定した。

Fig. 1の実験結果を pHとカドミウム除去率の関係
として Fig. 2に示した。図中の点線はmonodentate型
モデル，実線は bidentate型モデルによる予測値であ
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る。予測値と実験値の相関係数はmonodentate型モ
デルが0.983，bidentate型モデルが0.996であり，イカ
肝臓とカドミウムの吸着平衡関係が bidentate型モデ
ルに従うことがわかった。イカ肝臓のカドミウムに対
する結合定数は KL＝1.70×10－5 (mol/dm3)，結合サ
イト数は NL＝4.09×10－7 (mol/g)であった。比較の
ために，25±3℃での実験結果（●）をあわせて示した。
25±3℃におけるカドミウム除去量は約 pH 4.5以上で
理論値より高い値となった。これは，微生物による分
解や自己消化によりカドミウムを結合したタンパク質
が液相に溶出し，遠心分離されなかったことが原因で
あると考えられる。
競争吸着剤として用いたキレート樹脂へのカドミ
ウム吸着実験の結果を Fig. 3に示す。キレート樹脂の
金属結合サイトであるカルボキシル基の酸解離定数
が pKa＝3～ 4であるため，pH 3～ 4でカドミウム吸
着量が大きく変化する。酸性溶液中の金属イオンの

分離には pH 2以上で金属吸着量がほとんど変化しな
い強酸性イオン交換樹脂を用いることが多いが，吸
着操作後の樹脂の再生（金属イオンの脱着）に高濃
度の酸（pH＜1）を必要とするため，本研究では再生
が容易なキレート樹脂を競争吸着剤として用いた。
Fig. 3の実験結果について，イカ肝臓と同様の解析を
行った結果を点線（monodentate型）と実線（bidentate

型）で Fig. 3に示した。実験値と予測値の相関係数
はmonodentate型モデルが0.879，bidentate型モデル
が0.988であり，キレート樹脂とカドミウムの吸着平
衡関係も bidentate型モデルに従うことがわかった。
キレート樹脂のカドミウムに対する結合定数は KR＝
3.79×10－3 (mol/dm3)，結合サイト数は NR＝1.87×
10－3 (mol/g)であった。Fig. 3中の黒丸は pH 4～ 5に
おいて吸着操作を行った後に塩酸を加えて pHを下げ
ることによりカドミウムを脱着させた結果である。脱
着操作後のカドミウム吸着量も理論線によく従ったこ
とから，式 4，5と 6によりキレート樹脂の再生条件
を決定できることがわかる。
ホモジナイズしたイカ肝臓からのカドミウムの脱着
速度は比較的速く，約 2時間で平衡に達するので（栗
原ら 1993），競争吸着法によるカドミウム除去プロセ
スではキレート樹脂のカドミウム吸着速度が操作時間
を決定すると考えられる。そこでキレート樹脂へのカ
ドミウムの吸着速度実験を行った。結果を Fig. 4に示
す。カドミウム初期濃度，キレート樹脂量，pHにか
かわらず，12～24時間で吸着平衡に達した。Fig. 4は
約100 rpmで溶液を撹拌したときの結果であるが，撹
拌しない場合には48時間を経過しても吸着平衡に達し
なかった。
キレート樹脂へのカドミウムの吸着は bidentate型

Fig. 1. Solution pH (●) and percent Cd removal (○) 
from squid liver as a function of citric acid dosage. Squid 
liver, 9.0 wet-g; citric acid solution, 9 cm3; initial Cd con-
centration in squid liver, 23 ppm (wet weight basis).
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Fig. 2. Cd removal from squid liver as a function of pH at 
6±1℃ (○) and 25±3℃ (●). Dotted curve, monodentate 
model prediction; solid curve, bidentate model prediction; 
squid liver, 9.0 wet-g; citric acid solution, 9 cm3; initial Cd 
concentration in squid liver, 23 ppm (wet weight basis).

Fig. 3. Cd adsorption (○) and desorption (●) of cation-
chelating resin as a function of pH. Dotted curve, mono-
dentate model prediction; solid curve, bidentate model 
prediction; cation-chelating resin, 0.2 wet-g/dm3; initial Cd 
concentration, 0.2 mM.
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モデルに従い，金属結合サイトについての 2次反応で
あることから，Fig. 4の実験結果に次式の擬 2次速度
式を適用した（Antunes et al. 2003）。

d (q/qe)
dt

＝k (1－q/qe)
2 (7)

q＝qe 
kt

1＋kt
 (8)

qe (mol/g) は平衡吸着量，k (h－1) は速度定数である。
すべての実験結果と式8による予測値の残差平方和が
最小となる速度定数を決定した結果，k＝0.754 (h－1)

が得られ，式 8による予測値（実線）は実験結果とよ
く一致した。
イカ肝臓とキレート樹脂のカドミウムに対する結合
定数と結合サイト数が得られたので，それぞれについ
ての式 4と 5および式 6を用いて任意の操作条件（CH, 
CMT, m, V）におけるイカ肝臓と液相のカドミウム濃度
を推算することができる。イカ肝臓湿重量200 g，ク
エン酸溶液0.2 dm3，キレート樹脂湿重量 2 g，イカ肝
臓の初期カドミウム濃度20 ppm（湿量基準）として，
pH 2～ 5におけるイカ肝臓（点線），液相（実線）お
よびこれらの混合物（破線）のカドミウム濃度を推算
した結果を Fig. 5に示す。イカ肝臓のカドミウム濃度
は pH 2～ 3で pHの上昇とともに増加するがその濃
度はきわめて低く，液相と混合物のカドミウム濃度は
pH 2～ 3で pHの上昇とともに減少し pH＞3でほぼ
ゼロとなる計算結果が得られた。
湿量基準で23 ppmのカドミウムを含むイカ肝臓

200 g（湿重量）に200 cm3のクエン酸溶液とキレート
樹脂を加え，pH4に調整し混合撹拌した時の液相と混
合物のカドミウム濃度の経時変化を Fig. 6に示す。モ
デルによる推算では 2 gのキレート樹脂を加えること
で十分なカドミウム除去効果が得られるという結果を
得たが，イカ肝臓にはキレート樹脂へのカドミウムの
吸着を妨害する亜鉛や銅が含まれるため，本実験では
湿重量で40 gのキレート樹脂を加えた。液相と混合物
のカドミウム濃度は数時間で急速に低下し，24時間で
約0.1 ppmとなった。

Fig. 6に示したカドミウム除去速度がキレート樹脂
のカドミウム吸着速度に支配されていると仮定する
と，式 8の関係からカドミウム濃度の経時変化を次式
で表すことができる。

 
kt

1＋kt

⎛　　　 　 ⎞
C＝C0 ｜1－　  　  ｜ (9)

⎝　　　 　 ⎠

Cと C0 (ppm) は，それぞれ液相または混合物の時間
t (h) におけるカドミウム濃度と t＝0 におけるカドミ
ウム濃度である。Fig. 6 の実線は Fig. 4の結果から決

Fig. 4. Time course of Cd adsorption onto cation-chelat-
ing resin. Resin concentration, 0.4 (○, □, △) and 0.2 (●) 
wet-g/dm3; initial Cd concentration, 0.2 (○, □, △) and 0.1 
(●) mM. Solid curves represent the pseudo-second order 
model predictions. 

Fig. 5. Model prediction of Cd distribution in a com-
petitive adsorption system. Dashed curve, liquid phase; 
dotted curve, squid liver (wet weight basis); solid curve, 
squid liver-liquid mixture. Calculation conditions: squid 
liver, 200 wet-g; citric acid, 0.2 dm3; cation-chelating resin, 
2 wet-g, initial Cd concentration in squid liver, 20 ppm 
(wet-weight basis).

Fig. 6. Cd concentration in liquid phase (●) and squid 
liver-liquid mixture phase (○) during competitive adsorp-
tion treatment as a function of time. Squid liver, 200 wet-g; 
cation-chelating resin, 40 wet-g; citric acid solution, 
0.2 dm3; initial Cd concentration in squid liver, 24 ppm 
(wet-weight basis). Solid curves represent the pseudo-
second order model predictions. 
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定した速度定数，k＝0.754 (h-1) と式 9を用いて算出
した予測値である。実験値は予測値とよく一致し，
競争吸着法によるカドミウム除去速度がキレート樹脂
のカドミウム吸着速度に支配されていることがわかっ
た。湿量基準で23 ppmのカドミウムを含むイカ肝臓
30 g（湿重量）に30 cm3のクエン酸溶液と 3または
6 g（湿重量）のキレート樹脂を加え，24時間混合撹
拌した後の混合物のカドミウム濃度を Fig. 7に示す。
イカ肝臓に対して湿量基準で10％のキレート樹脂を加
え，約 pH 4で24時間撹拌混合することにより，イカ
肝臓中のカドミウムを約0.1 ppmまで除去できること
がわかった。

要　　約

イカ肝臓からのカドミウム除去法として，イカ肝
臓にクエン酸とキレート樹脂を加え弱酸性条件で撹
拌混合し，イカ肝臓と液相からカドミウムを同時に
除去する競争吸着法を提案した。イカ肝臓に湿量基準
で同重量のクエン酸溶液と10％のキレート樹脂を加え

約 pH 4で撹拌混合することにより，イカ肝臓とクエ
ン酸溶液の混合物のカドミウム濃度を約0.1 ppmまで
除去することができた。イカ肝臓およびキレート樹脂
とカドミウムの吸着平衡は bidentate型結合モデルに
従った。競争吸着法によるイカ肝臓からのカドミウム
除去過程はキレート樹脂へのカドミウム吸着反応が律
速段階であった。
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Fig. 7. Cd concentration in squid liver-liquid mixture 
phase after 24 h of competitive adsorption treatment. 
Squid liver, 30 wet-g; citric acid solution, 30 cm3; cation-
chelating resin, 3 (○, △) or 6 (●) wet-g; initial Cd con-
centration in squid liver, 18 ppm (wet-weight basis).
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