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報文

次亜塩素酸ナトリウム処理したレチロシンより生成する

　　　クロロホルムの中問生成物質に関する検討

（平成19年1月9日受理）

日高利夫＊　石井敬子　 桐ヶ谷忠司　 神田　宏

Study　on　Intermediate　Products　in　Chloroform　Formation　from

　　　レTyrosine　Treated　with　Sodium　Hypochlorite

Toshio　HIDAKA＊，Keiko　IsHII，Tadashi　KIRIGAYA

　　　　and　Hiroshi　KANDA

Yokohama　City　Institute　of　Health：1－2－17Takigashira，Isogo－ku，

　　Yokohama235－0012，Japan；＊Corresponding　author

　Possible　intermediates　in　the　formation　of　chloroform　during　by　the　so（iium　hypochlorite

（NaClO〉treatment　ofレtyrosine　were　investigated　using　HPLC　and　LC／MS．One　product　showed

the　same　MS　characteristics　as　the　substance　formed　by　the　NaC10treatment　of4－hydroxybenzyl

cyanide（4－HBC），and　it　was　suggested　to　be窺一chloro－4－hydroxybenzyl　cyanide（卿一C－4－HBC）．

Sinceアn－C4HBC　is　not　commercially　available　it　was　synthesized　by　treating4－HBC　with　NaClO，

and　purified　by　extraction　with　ethyl　acetate，followed　by　HPLC　on　preparative　isolation　columns，

using　a　column　switching　method．The　product　was　confirmed　to　be3－chloro－4－hydroxybenzyl

cyanide（3－C－4－HBC），by　means　of　NMR　spectral　analysis．When　L－tyrosine　or4－HBC　was　treated

with　NaCIO，3〈）一4－HBC　and　CHCl3were　generated．When3〈〉4－HBC　was　treated　with　NaCIO，

CHC13was　generated．Judging　from　these　results，3－C－4－HBC　was　confirmed　to　be　an　intermediate

in　the　formation　of　CHC13from　L－ty・rosine．

　Thus，the　reaction　pathway　of　CHCl3formation　from　L－tyrosine　treated　with　NaC10is
concluded　to　be：L－tyrosine→4－HBC→3－C－4－HBC→CHCl3．

　　　　　　　　　　　（Receive（i　Junuary9，2007）

Key　words：次亜塩素酸ナトリウムsodium　hypochlorite；L一チロシンL－tyrosine；クロロホルムchlo－

　roform；3一クロロー4・ヒドロキシベンジルシアニド3－chloro－4－hydroxybenzyl　cyanide；高速液体ク

　ロマトグラフィー／質量分析法LC／MS

はじめに
水道の消毒には塩素や次亜塩素酸ナトリウムが用いられ

ており，浄水処理過程でクロロホルムが生成することはよ

く知られている．一方，魚介類加工品や野菜類の殺菌にも

次亜塩素酸ナトリウムが食品添加物として使用されてい

るD．

著者らは既報において，次亜塩素酸ナトリウムで処理し

た野菜よりクロロホルムが生成することを報告2）～4）した．

また，もやしにおけるクロロホルム前駆物質と考えられ

る成分の1っとして，レアスパラギン，レアラニンおよび

レチロシンなどのアミノ酸の存在を明らかにした5）．

　さらに，キャベッにおけるクロロホルム前駆物質の検討

を行い，その主要なクロロホルム前駆物質はレアラニン

であることを明らかにした6〉．

＊連絡先

横浜市衛生研究所：〒235－0012横浜市磯子区滝頭1－2－17

そこで本報告では，もやしの前駆物質と考えられる成分

のうち，次亜塩素酸ナトリウムで処理したときに短時間に

クロロホルムが生成したレチロシンを用いて，次亜塩素

酸ナトリウム処理して生成した中間生成物質の同定を試

み，レチロシンからクロロホルムの生成に至る反応機構に

っいての推定を試みた．

検討にあたっては，レチロシンに次亜塩素酸ナトリウム

処理を行い，中間生成物と考えられる物質について高速液

体クロマトグラフ質量分析計などを用いて調べたところ，

新しい知見が得られたので報告する．

実験方法

　1．試　　料
レチロシンについて，クロロホルムを除いた精製水で適

宜希釈して用いた。
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　2．試　　　薬

　1）精製水：日本ミリポア（株）製MILLI－Qより得た精

製水を30分間煮沸後，冷却したものを用いた．

　2）次亜塩素酸ナトリウム：和光純薬工業（株）製，化学

用を用いた。

　3）・レチロシン：シグマ社製を用いた．

　4）4一ヒドロキシベンジルシアニド（4－HBCと略す）：

東京化成（株）製試薬一級を用いた．

　5）　3一クロロー4一ヒドロキシベンジルシアニド（3－C－4－

HBCと略す）標準溶液：林純薬工業（株）に調製を依頼し

た3－C－4－HBC標準原液（5mg／mL）を，酢酸エチルで希

釈して用いた．

　6）クロロホルム標準原液：関東化学（株）社製，トリハ

ロメタン分析用（1mg／mL〉を用いた。

　7）クロロホルム標準液：クロロホルム標準原液1．O

mLをメスフラスコに採り，π一ヘキサンを加えて正確に

100mLとし，用時，％一ヘキサンで希釈して用いた．

　8）L一チロシン溶液：L一チロシン50mgを精ひょうし

て精製水に溶かし，正確に50mLとして1，000ppmとし
た．

　9）モル濃度レチロシン溶液1レチロシン溶液の濃度が

0．25mmQ1／Lおよび0．05mmo1／Lとなるように精製水

に溶かして調製した．

10〉4－HBC溶液：4－HBC50mgを精ひょうして精製水

に溶かし，正確に50mLとして1，000ppmとした．用
時，精製水で希釈して用いた．

11）次亜塩素酸ナトリウム溶液：次亜塩素酸ナトリウム

溶液はあらかじめヨウ素滴定法7）で定量し，用時，有効塩

素濃度が1，000ppmとなるように精製水で希釈して用い
た．

　その他，η一ヘキサン，ジエチルエーテルは和光純薬工業

（株）製残留農薬分析用を，酢酸エチル，アセトニトリル

は和光純薬工業（株）製高速液体クロマトグラフ用を，亜

硫酸ナトリウム，塩酸は和光純薬工業（株）製試薬特級を

用いた．

3．装置および測定条件

1）高速液体クロマトグラフ（HPLC）：Agilent社製

　1100Series

①　分析条件，カラム：Inertsi10DS－2，内径4．6mm，

　長さ150mm，カラム温度：40℃，移動相：アセトニ

　トリルー水（50：50v／v），検出波長：254nm（定量

　波長：280nm），流速：1．O　mL／min，注入量：20μL．

②　分取条件，カラムl　Inertsil　ODS－2，内径7．6mm，

　長さ150mm，カラム温度：40℃，移動相：アセトニ

　トリルー水（25：75v／v），検出波長：254nm，流速：

　2．O　mL／min，注入量：1，000μL．

③・カラムスイッチング条件二分取用試験溶液をバイア

　ル瓶に1．5mL詰めて，その1，000μLをHPLCに注

　入し，HPLCに付属しているカラムスイッチングを

食衛誌　Vo1．48，No．4

　　用いて，11分から13分にバルブを切り替えること

　　により分取を行った（リテンションタイム20分）．

　　同様のバイアル瓶をほかに9本用意して，この操作

　　を10回繰り返して中間生成物質の分取（40mL〉を

　　行った．

　2）高速液体クロマトグラフ／質量分析計（LC／MS）l

　　Agilent社製LC／MS1100
　測定条件：大気圧化学イオン化（APCI〉，カラム：Inertsil

ODS・2，内径4．6mm，長さ150mm，カラム温度；40℃，

測定モード：ネガティブモード，移動相：アセトニトリルー

水（50150v／v），流速：0．8mL／min，ドライガスIN2

350℃，4．O　L／min，ネブライザー圧力：N260psi，注入量：

20μL。

　3）ガスクロマトグラフ（GC）：Hewlett　Packard社製

　　HP589011（ECD63Ni）

　カラム：DB－624（J＆W社製），0．53mm×30m，膜厚3．0

μm，カラム温度：40℃（4min）→25℃／min→200℃（5min），

注入口温度：220℃，検出器温度：240℃，キャリヤー

ガス：He，4．O　psi，流速：5．7mL／min，注入量：2μL．

　4。試験溶液の調製

　1）レチロシンより生成する中間生成物質の検索用試験

　　溶液の調製

　L一チロシンの0．05mmol／L溶液10mLをビーカーに採

り，精製水70mLを加えて80mLとした，これに次亜

塩素酸ナトリウム溶液1，000ppmを20mL加え（pH
lO。1），15～120秒間反応後，亜硫酸ナトリウム0．05gを

加えて反応を中止した。この反応液を塩酸で中和（pH

7．0）後，ジエチルエーテル50mL，30mLを加えて2回

抽出し，エバポレータで濃縮した．この残留物にアセトニ

トリルー水（50：50v／v）を2mL加えて，HPLCによる中

間生成物質の検索用試験溶液とした。

　2）中問生成物質の確認用試験溶液の調製

　4－HBCの100ppm溶液1mLを試験管に採り，精製水

を加えて5mLとした．これに次亜塩素酸ナトリウム溶液

1，000ppmを2mL加えて10秒間反応後，直ちに亜硫酸

ナトリウム0．05gを加えて反応を中止した．この反応液

にジエチルエーテル5mLを加えて抽出し，エバポレータ

で濃縮した．残留物にアセトニトリルー水（50：50v／v〉を

2。O　mL加えたものをHPLCおよびLC／MSによる確認用

試験溶液とした．

　また，レチロシンの0．25mmo1／L溶液100mLをビー

カーに採り，精製水700mLを加えて800mLとした．

これに次亜塩素酸ナトリウム溶液1，000ppmを200mL

加えて120秒間反応後，亜硫酸ナトリウム6gを加えて

反応を中止した．この反応液を塩酸で中和（pH7．0）後，

ジエチルエーテル200mL，200mL，100mLを加えて3
回抽出し，エバポレータで濃縮した．残留物にアセトニト

リルー水（50：50v／v）をL5mL加えたものをHPLCおよ

びLC／MSによる確認用試験溶液とした．
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Stand　for10sec　at　room　temp．（20℃）

ド　q69

Stand　for5min　at　room　temp．（20℃）

←一Ethyl　acetate500mL，300mL，200mL

Ethyl　acetate　layer

←一Water100mL×4

Ethyl　acetate　layer

←一Evaporate

Residue

← Acetonitrile－water（25：75）20mL

HPLC（inj．volume：1，000μL）

Scheme1．Synthesis　of窺一chloro－4－hy（1roxy－

　　　　benzyl　cyanide

　3）モノークロロー4一ヒドロキシベンジルシァニド（窺一C－

　　4－HBCと略す）の合成および分取用試験溶液の調製

　Scheme1に示したとおり，4－HBCの1，000ppm溶液

50mLをビーカーに採り，精製水を加えて500mLとし

た．これに次亜塩素酸ナトリウム溶液1，000ppmを200

mL加えて10秒間反応後，亜硫酸ナトリウム6gを加え

て反応を中止した．この反応液700mLに酢酸エチル

500mL，300mL，200mLを加えて3回抽出し，抽出液

を合わせて精製水100mLで4回洗浄した後，酢酸エチ

ル層を濃縮した．残留物にアセトニトリルー水（25：75v／

v〉を20mL加えたものを，窺一C－4－HBCの分取用試験溶

液とした．

　4）3－C－4－HBC生成量測定用の試験溶液の調製

　L一チロシンおよび4－HBCが50μg相当量となるように，

それぞれの1，000ppm溶液を0．05mL試験管に採り，こ

れらに精製水を加えて8mLとした．これに次亜塩素酸ナ

トリウム溶液1，000ppmを2mL加えて20℃で1分間
反応させた後，亜硫酸ナトリウム0．05gを加えて反応を

中止した．この反応液10mLに酢酸エチルを3mL，2

mL，2mL加えて3回抽出し，抽出液を合わせてエバポ

レータで濃縮した．残留物にアセトニトリルー水（50：50

v／v）を2mL加えたものを，HPLCによる3－C－4－HBC生

成量測定用の試験溶液とした．

　5）クロロホルム生成量測定用の試験溶液の調製

　レチロシンおよび4－HBCの1，000ppm溶液をそれぞれ

O。05mL試験管に採り，ならびに3－C－4－HBCの500ppm

溶液を0．1mL試験管に採り，これら各50μ9相当量の試

料に精製水を加えて8mLとした．次に，それぞれに次亜

塩素酸ナトリウム溶液1，000PPmを2mL加えて20℃

で1分間反応させた後，亜硫酸ナトリウム0．05gを加え

て反応を中止した．この反応液にη一ヘキサン2mLを加

えて振とうした．静置後にπ一ヘキサン層を採り，GCによ

るクロロホルム生成量測定用の試験溶液とした．

　実験結果および考察

　著者らは既報において，次亜塩素酸ナトリウムで処理し

た野菜よりクロロホルムが生成することを報告2〉～4）し，も

やしにおけるクロロホルム前駆物質と考えられる成分の1

っとして，レアスパラギン，L一アラニンおよびL一チロシン

などのアミノ酸の存在を明らかにした5）．

　そこで本報告では，もやし中の前駆物質と考えられる成

分のうち，次亜塩素酸ナトリウムで処理したときに短時間

にクロロホルムが生成した5）レチロシンを用いて，次亜塩

素酸ナトリウム処理して生成した中間生成物質の同定を試

み，L一チロシンからクロロホルムの生成に至る反応機構に

ついて推定を試みた．

　1．レチロシンを次亜塩素酸ナトリウム処理して生成す

　　る中間生成物質の推定

　レチロシンに次亜塩素酸ナトリウム処理を行い，中間生

成物と考えられる物質についてHPLCおよびLC／MSを
用いて調べた．

　1〉中問生成物質のHPLCクロマトグラムおよびUV
　　吸収スペクトル

　4L試験溶液の調製の項1）により，L一チロシンを次亜塩

素酸ナトリウムで15秒，30秒，60秒および120秒間処

理した試験溶液を用いて，生成物質のHPLCクロマトグ

ラム上のピークについて調べた．この結果はFig．1に示

したように，ピーク保持時間約2．6分に，時間とともに増

加するピークが認められた．そこで，このピークについて

UV吸収スペクトルを調べたところ，285nm付近に極大

吸収のあるスペクトルが得られた．なお，ピーク保持時間

約2．2分に経時的に増大しているピークが認められたが，

時間とともに保持時間が2．1分に近づき，また，UV吸収

スペクトルも一定のものは得られなかった．

　2）中間生成物質の検索

　このピーク保持時間約2．6分の生成物質がどのような化

学物質であるかにっいて検討を行った．レチロシンは化学

構造にフェノール基を持っことから，まず，フェノールお

よびフェノールの複数の塩素系化合物にっいてHPLCを

用いて調べた．この結果はFig．2に示したように，オル

ト，メタ，パラ位に塩素のある3っのクロロフェノール

異性体，また2，6一ジクロロフェノールなど5つの異性体，

さらには2，4，6一トリクロロフェノールなど2っの異性体に

っいては，すべてクロマトグラム上のピーク保持時間が3

分を超えていた．このため，これらの物質は生成物質の保

持時間約2．6分と一致せず，生成物質でないことが分かっ

た．一方，フェノールにっいては，クロマトグラム上の

ピーク保持時間が約2．6分と生成物質と同様の保持時間で

あった．しかし，UV吸収スペクトルを調べたところ，

270nm付近に極大吸収があり，生成物質の285nm付近

の吸収とはスペクトルが一致せず，フェノールも中問生成
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HPLC　chromatograms　and　UV　spectra　of　phenol　an（i　intermediate　product

Conditions，column：InertsilODS－2（4，6mmi．d．×150mm）；columntemp．：40℃；mobilephase二acetonitrile－water（50：50）；

detection　wavelength；254nm；flow　rate：LO　mL／min；inj．volume：20μL
①：Phenol②：〇一Chlorophenol③：ヵ一Chloropheno1④：窺一Chlorophenol⑤：2，6－Dichloropheno1⑥：2，5－Dichlorophenol

⑦；3，4－Dichlorophenol⑧；2，4－Dichiorophenol⑨3，5－Dichloropheno1⑩12，4，6－Trichloropheno1⑪＝2，4，5－Trichloro－

phenol
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瞼C＞　器ミ認○螺N
　　レTyr・sine　　　　CO2曲d「oxyben型lcyanide

Fig．3．Structural　formulae　ofレtyrosine　an（14－hy（1roxybenzyl　cyanide

物質と同一ではないことが分かった．

　3）4－HBCに次亜塩素酸ナトリウムを反応させて生成

　　する物質のHPLCおよびLC／MS分析

　レチロシンが次亜塩素酸ナトリウムにより塩素化される

と考え，フェノールおよびフェノールの塩素系化合物につ

いて検討を行ったが，中間生成物質と同一の物質を見っけ

ることはできなかった．そこで，次亜塩素酸ナトリウムは

酸化剤でもあることから，レチロシンを酸化して得られる

物質，すなわち，L一チロシンを脱水および脱炭酸して得ら

れる物質について調べた．その結果，Fig．3に示したよ

うに4－HBCという物質が考えられた．この4・HBCは劇

物に指定されて，試薬メーカーより販売されていることが

分かった。そこで，この4・HBCを塩素化して得られる化

学物質について検討を行った．

　検討に当たっては，4．試験溶液の調製の項2）により調

製した試験溶液を用いて，HPLCを用いて測定を行った．

この結果はFig．4に示したように，4－HBCに次亜塩素酸

ナトリウムを反応させて生成する物質（A）とレチロシンに

次亜塩素酸ナトリウムを反応させて生成する物質（B）の

HPLCクロマトグラム上のピーク保持時間2．6分が一致す

るとともに，UVスペクトルも一致した．そこで，調製し

た試験溶液を用いて，さらにLC／MS分析を行った．この

結果はFig．5に示したように，4－HBCに次亜塩素酸ナト

リウムを反応させて生成する物質（A）と中間生成物と考え

られる物質（B）のトータルイオンクロマトグラム（TIC〉上

のピーク保持時問3．4分が一致するとともに，隅／z166

の擬似分子イオンを主イオンとするマススペクトルも一致

した．本測定条件はネガティブモードで測定していること

から，この物質（B）は親ピークが［M－H］一166の物質，

すなわち，分子量167の物質であると推定された．なお，

これらの物質にっいてポジティブモードでの測定を試みた

が，ネガティブモードに比較して感度が低く，測定するに

は至らなかった．

　4－HBCは分子量133の物質であり，4－HBCの水素原子

1っが塩素原子に置換した物質は分子量167であること

から，このレチロシンを次亜塩素酸ナトリウム処理して

生成する中間生成物質（B）は解一C－4－HBCと推定された．

　なお，Fig．4のHPLCクロマトグラム上のピーク保持

㎞歪μ劃・・一｛〉
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Fig．4　HPLC　chromatograms　and　UV　spectra　of　product　A，formed　from4－hydroxybenzyl　cyani（1e　by　sodium　hypo－

　　　chlorite　treatment，an（1intermediate　pro（1uct　B

　　　Conditions，column：InertsilODS－2（4．6mmi．d．×150mm）；columntemp．：40℃；mobilephase：acetonitrile－water（50：50）；

　　　（letection　wavelength：254nm；flow　rate：LO　mL／min；inl．volume：20μL
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LC／MS　a血alysis　of　product　A，formed　from4－hydroxybenzyl　cyanide　by　sodium　hypochlorite　treatment，and

intermediate　pro（1uct　B

Conditions，ionization：atmospHeric　pressure　chemical　ionization（APCI）；columnl　Inertsil　ODS－2（4，6mm　i，d。×150

mm）l　column　temp．：40℃；mode：negativel　mobile　phase：acetonitrile－water（50：50）；flow　rate：0．8mL／min；gas

temp，：350℃；drying　gas：N24．O　L／min；nebulizer　pres，：N260psi；inj。volume：20μL

時間2．2分付近のピークについてUV吸収スペクトルで確

認を行ったが，4－HBCは認められなかった．また，Fig．

5のTIC上のピーク保持時間約2．6分および4．2分に反応

生成物と見られるピークが認められたが，これらのピーク

についても確認を行ったが，4－HBCは認められなかった．

その理由としては，レチロシンに次亜塩素酸ナトリウムを

反応させた場合，4・HBCから同時あるいは速やかに規一C－

4－HBCに反応するため，4・HBCが検出されないと考えら

れた．

　2．’ルC－4一｝IBCの合成および精製方法の検討

　中間生成物質が窺一C－4－HBCと推定されたことから，こ

の物質にっいての詳細な情報を得るために，科学技術デー

タベース（STN〉により検索を行った結果，同物質にっい

ての情報や文献は見当らなかった．また，規一C－4－HBCの

試薬にっいても調べたが，メーカーから販売されていない

ことが分かった．そこで，この中間生成物質と推定された

窺一C・4－HBCの合成，精製を行い，同定を試みた．

　1〉，n－C－4－HBCの合成方法の検討

　解一C・4－HBCの合成方法にっいて検討を行った．まず，

4－HBCに加える次亜塩素酸ナトリウムの反応時間にっい

て，1秒，10秒，30秒および60秒後を調べた．この結

果，10秒後に隅一C－4－HBCの生成量が最大となり，それ

以降は時間とともに生成量が低下したことから，反応時間

は10秒間とした．次に，窺一C－4・HBCの抽出溶媒につい

て，ジエチルエーテル，酢酸エチル，ルヘキサンなどを調

べた．この結果，酢酸エチルの抽出効率が一番良好であっ

たことから，抽出溶媒は酢酸エチルとした．これらのこと

から，Scheme　lに示したように，4－HBCを次亜塩素酸

ナトリウムで10秒間反応させ，亜硫酸ナトリウムを加え

て反応を中止し，この反応液に酢酸エチルを加えて抽出し

て精製水で洗浄した後，酢酸エチル層を濃縮する方法が

窺一C4－HBCの合成方法として効率的であった．

　2）規一C－4－HBCの精製方法の検討

　合成した解・C－4－HBCの溶液中には，原料とした4－HBC

も同程度含まれていた．このため，m－C－4－HBCを単離す

る精製方法について検討を行った．窺一C－4－HBCと4－HBC

を分離する方法として，極性の異なる溶媒抽出による方法

や，シリカゲルカラムと各種溶出液を用いた分画による方

法にっいて検討を行ったが，いずれの方法においても，こ

れら構造式の近い2っの物質を分離することはできな

かった．

　そこで，Fig．4に示したように，HPLCの測定におけ

る4－HBCのクロマトグラム上のピーク保持時問は2．2分

であり，窺一C－4－HBCのピーク保持時問は2．6分とHPLC

のカラムにより両者がわずかに分離されていることから，

HPLCを用いたカラムスイッチングによる精製方法につ

いて検討を試みた．なお，Fig．4のL一チロシンを次亜塩

素酸ナトリウム処理して得られたHPLCクロマトグラム

上のピーク保持時間2．2分付近の物質について，UV吸収

スペクトルを調べたところ，4・HBCとは異なるスペクト

ルであった．

　4－HBCと解一C－4－HBCのクロマトグラム上のピークをさ
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らに分離するために，HPLCの移動相のアセトニトリル

と水の割合を50：50v／vから25：75v／vにするととも

に，流速をLO　mL／minから2．O　mL／minに変更した．

この結果，クロマトグラム上の約7分後に4－HBCのピー

クが，また，約12分後に？n－C・4－HBCのピークが認めら

れ，両者を十分に分離することができた．このことから，

HPLCに付属しているカラムスイッチングを用いて，11

分後にバルブを切り替えて規一C－4－HBCをフラスコに捕集

し，さらに，13分後にバルブを戻すことにより，解一C－4－

HBCの分取による精製が可能であることが分かった，

　3）解一C－4－HBCの大量分取方法の検討

　解一C－4－HBCの大量分取を行うため，HPLCの分析用カ

ラムから分取用カラムヘのスケールアップの検討を行っ

た．この結果，測定条件のうち，カラムの内径を4．6mm，

長さ150mmから7．6mm，長さ150mmに変更し，注入
量を20μLから1，000μLと多くした．また，分取用試験

溶液1．5mLのバイアル瓶をほかに9本用意し，この

HPLCカラムスイッチングの分取操作を10回繰り返すこ

とにより，約40mLの窺一C－4－HBCを含む溶液を分取す

ることができた．Fig．6にHPLCカラムスイッチングに

よる精製前後のクロマトグラムを示したが，分取した

吻一C・4－HBCには原料の4－HBCおよびピーク保持時間約

6．5分，20分の反応生成物と見られる物質は含まれてい

ないことが分かった．

　これらのことにより，冊C－4・HBCを同定するための合

成，精製および大量分取のための条件を確立することがで

きた．

　3．’π一C－4－HBCの標準品の調製および同定

　この合成，精製および大量分取を行って得られた，約

40mLの郷一C・4－HBCを含む溶液をフラスコに移し，酢酸

エチルで抽出後，エバポレータで濃縮した結果，フラスコ

の底にわずかに白い物質が認められた．しかし，mg単位

での雛C－4－HBC標準品の調製には至らなかった．

　レチロシンに次亜塩素酸ナトリウム処理を行い，このと

きに生成すると考えられる雛C－4－HBC量を明らかにする

ためには，既知濃度の冊C4HBC標準品が必要不可欠で

ある．このため，今回は窺一C－4HBCの合成，精製および

大量分取の条件を試薬メーカーに提供し，この標準品の調

製と，併せてNMRによる構造解析を依頼することとし

た，この結果，試薬メーカーより5mg／mLの標準品を入

手することができた．また，NMRによる構造解析の結

果，Fig．7に示したように，ベンゼン環部分のプロトン

が6。55ppm，6。77ppmおよび6．90ppmに3水素原子分

あること，および，フェノール基部分はオルト，パラ位の

順に塩素化されやすく，すでにパラ位にはメチレン基が存

在していることから，塩素原子はオルト基に置換されると

考えられ，窺一C－4－HBCは3－C－4・HBCであると確認され

た、

　3－C－4－HBCは，劇物として指定されている4－HBCのオ

ルト位の水素原子が塩素原子に置換した物質である．そこ

で，3－C－4・HBCにっいて毒性などの詳細な情報を得るた

めに，科学技術データベース（STN）により検索を行った

が，同物質についての情報や文献は見当たらなかった．こ

のことから，同物質にっいての生体に対する影響が十分に
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Fig，6．Purification　of窺一chloro－4－hydroxybenzyl　cyani（1e　by　HPLC　with　column　switching

　　　Conditions，column：Inertsil　ODS－2（7．6mm　i．（1．×150mm）；column　temp．：40℃；mobile　phase：acetonitrile－water
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　　　　　ドフア　　　　　ヨじ　フ

　　　　CI　　cy㎝ide

Table1． Amounts　of　intermediate　product　an（l　of
chloroform　formed　from　L－tyrosine，4－hydroxy－

benzyl　cyanide　and3－chloro－4－hy（1roxybenzyl

cyani（1e　by　sodium　hypochlorite　treatment

Chemical
Amomts　formed

3－C－4－HBC（μg） Chloroform（ng）

CH213・67

CH．6．ア7

OH＝5．00
＝6．90 CH＝6．55

L－Tyrosine

4－HBC
3－C－4－HBC

0．6±0．1

41．9±0．3

53．1±2，8

19．1ニヒ0．3

26、6±4，7

C

　　　　　　　ppm
Fig。7．NMR　spectrum　of3－chloro・4－hydroxybenzyl

　　　cyani（1e

は明らかになっていない部分もあり，今後さらに検討する

必要があると思われた．

　4．次亜塩素酸ナトリウム処理したL一チロシンから生

　　成するクロロホルムの反応機構の推定

　3－C－4－HBCがL・チロシンから生成するクロロホルムの

反応経路における中問生成物質であることの確認を試み
た．

　検討にあたっては，4．試験溶液の調製の項4）および

5）により調製した試験溶液を用いて，レチロシンおよび

4HBCの各50μg相当量に次亜塩素酸ナトリウム濃度が

200ppmとなるように60秒間反応させ，このときに生

成する3－C－4－HBC量およびクロロホルム量の測定を行っ

た．また，3－C－4－HBCの50μg相当量に次亜塩素酸ナト

リウムを同様に反応させ，このときに生成するクロロホル

ム量の測定を行った．この結果はTable　lに示したよう

に，レチロシンに次亜塩素酸ナトリウムを反応させた場

合，3－C－4・HBCが0．6μgおよびクロロホルムが53ng生

成した．また，4－HBCに次亜塩素酸ナトリウムを反応さ

せた場合，3－C－4－HBCが42μgおよびクロロホルムが19

Chemicals50μg，Free　chlorine（lose200μg／mL，l　min，

　20℃
Values　are　the　mean（±S．D．）of　three　trials

ng生成した．さらに，3－C－4－HBCに次亜塩素酸ナトリウ

ムを反応させた場合，クロロホルムが27ng生成した．

以上のことから，3－C－4－HBCはL一チロシンから生成する

クロロホルムの反応経路における中問生成物質であること

が確認された．

　今回，L一チロシンが次亜塩素酸ナトリウムにより酸化さ

れて，脱水および脱炭酸して4－HBCになることが推定さ

れ，さらに塩素化されて3－C－4－HBCとなることが明らか

になった．そこで，3－C4－HBCからクロロホルムの生成

経路について文献調査を行ったところ，フェノール基を持

つ化学物質（レゾルシノール）に次亜塩素酸ナトリウムを

反応させた場合の，クロロホルムに至る反応経路がすでに

Rookにより提示されている8L9）ことが分かった．この反

応経路を参考にすると，Fig．8に示したように，3－c－4－

HBCの芳香族環が次亜塩素酸ナトリウムにより酸化され，

解裂後に塩素置換を受け，さらに分解してクロロホルムが

生成すると考えられた．

　以上のことより，L一チロシンに次亜塩素酸ナトリウムを

反応させることにより，4－HBCから3－C－4－HBCを経てク

ロロホルムに至る，塩素処理副生成物の反応機構を推定す

ることができた．

　レチロシンからクロロホルムが生成する場合，レチロシ

ンおよび次亜塩素酸ナトリウムの量，pH，温度，時間など
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　　　　　3－Chloro－4－hydroxybenzyl　cyanide　（3－C－4－HBC）

　C且　　　　　OH
　　＼　／／Cl＼／COOHe　C1＼／COOH

／r短斤q一？一嚇　嗣
誌ぐ1瓦誌圓・譲照

　3－C－4－HBC　　　　　　　　　　　　　　　　Chlorofbm

Fig8．Putative　mechanism　of　chloroform　formation　from　L－tyrosine　by　sodium　hypochlorite　treatment
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の要因の複雑な支配を受け，多くの反応段階（生成物質）

を経て生成していると考えられる．本論文では，それら反

応機構中の4－HBCから3－C－4－HBCに至る経路にっいて解

明を行ったが，他の中間生成物質にっいても，今後検討を

行っていく必要があると考える．

　ま　と　め

　もやしにおけるクロロホルム前駆物質と考えられる成分

のうち，L一チロシンを用いて，次亜塩素酸ナトリウム処理

して生成した中間生成物質の同定を試み，レチロシンから

クロロホルムの生成に至る反応機構にっいての推定を試み

た．

　1）レチロシンを次亜塩素酸ナトリウム処理して生成す

る中間生成物と考えられる物質にっいて，HPLCおよび

LC／MS分析を行った．その結果，この物質は4－HBCに

次亜塩素酸ナトリウムを反応させて生成する物質とクロマ

トグラム上のピーク保持時間，UV吸収スペクトルおよび

マススペクトルが一致した．また，この生成物質はネガ

ティブモードで親イオンピークが［M－H］一166の物質，

すなわち，分子量167の物質であったことから魏・C4

HBCと推定された．

　2）雛C－4－HBCが試薬として販売されていないため，

標準物質を調製するために郷一C－4－HBCの合成方法を検討

した。その結果，4－HBCに次亜塩素酸ナトリウムを10秒

間反応させ，酢酸エチルにより抽出する方法が合成方法と

して効率的であった．

　3〉解一C－4－HBCの精製方法を検討した結果，HPLCを

使用したカラムスイッチング法により精製が可能であっ

た。また，HPLCの分析用カラムから分取用カラムヘの

スケールアップを検討した結果，大量精製のための条件を

確立することができた．

　4〉大量精製のための条件を試薬メーカーに提供し，

窺一C－4－HBCの標準品の調製およびNMRによる構造解析

を行った結果，この物質は3・C－4－HBCと確認された．

　5）L一チロシン50μg相当量に次亜塩素酸ナトリウムを

反応させた結果，3－C－4・HBCが0．6μgおよびクロロホル

ムが53ng生成した．また，4－HBC50μg相当量に次亜

塩素酸ナトリウムを反応させた結果，3－C－4－HBCが42μg

およびクロロホルムが19ng生成した．さらに，3－C－4－

HBC50μg相当量に次亜塩素酸ナトリウムを反応させた

結果，クロロホルムが27ng生成した．これらのことか

ら，3－C－4－HBCはL一チロシンから生成するクロロホルム

の反応経路における中間生成物質であることが確認され
た．

　以上，レチロシンに次亜塩素酸ナトリウムを反応させる

ことにより，4－HBCから3－C－4－HBCを経てクロロホルム

に至る，塩素処理副生成物の反応機構を推定することがで

きた．

　3－C・4－HBCにっいては，生体に対する影響が十分には

明らかになっていない部分もあり，今後さらに検討する必

要があると思われた．
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