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天然水中のマグネシウム比色定量法

岡 LLJ大 学 塩 鬼 研 究 所 イヒ学 部

芦 沢

陸水,温泉等の微量のマグネシ･ウムの定量

は専らオキシンを用い,適当な処理をして行

われている.併しり中1mg程度のマグネシウ

ムはオキシンによっては,実用的には測定が

困難である･又濃縮せねばオキシソのマグネ

シウム錯塩の沈澱は不完全であり･カルシウ

ムについて考慮すべき点も存在する･又常然

あらか じめ鋳,アルミニウムは除去されなけ

ればならない.筆者は河水,温泉等の微量の

マグネ㌣ウムの迅速な,現地測定可能な,簡

単な,そして正確な分析法の必要を感 じ,ア

ゾ色素による直接比色法を検討し満 足 す べ

普,実月相勺な結果を得たので報告する.

分 析 方 法

試水のマグネシウム含有量は り中 10mg乃

至0･1mgが最適である.普通それらの試水20

ccを比色管にとE)定量する.通常の河水,地

下水はそのま 1,温泉水等は後述する適当な

処理を行った後,20ccを2･-,cc容の同大の試験

管にとる･次に適当なアゾ色素溶液と苛性ソ

ーダをカは ,同様にして製作された標準色列

と比較する,標準色列は,硫酸又は塩化マグ

ネシウムの濃溶液を稀釈し】cc中10γMgを含

む溶液を調製し作る.標準濃厚溶液はオキシ

ン法及び燐酸塩浜で標定してお く･この際,

マグネシウム塩中の微量のカルシウム等は妨

害しない.標準色列は分析の正確度の要求に

従って作製する･17中数mg迄は0･1-0･8mg

の差で識別出来る･

唆

色素試薬の調製

p- ニ トロ7 - 7,ン 02N⊂〉 NH1 1･38g

NO之

又 は ピ ク ラ ミ- NQ NOH: 2･Og

に濃塩酸2-3ccと水30ccを加え加温し,100cc

に稀釈し,水道水で冷却する.結晶析出するも

そのま1冷却しつつ亜硝酸 ソーダ0･9gの濃厚

i容液を加える.次にこれをα-ナフ トール1.

4g叉はレゾルシン】･1gを溶解せるアルカT)浴

液に加える･溶液は直ちに紫色になる.後塩

酸を加えて酸性となし析出せる赤褐色沈澱を

吸･フ1億 別し,最初約 1nHCl,後蒸滑水で洗源

後約600Cで乾燥し粉末とする.クロマ トグラ

フ的に不純物が検出されても,又相当の不純

物が存在しても常に同一色素溶液を使用すれ

ばさしたる影響はない.

筆者が新に報告す るM(0.gellDn丑及びⅣ は

Ⅰ及びⅠより僅かに鋭敏な様であるし,実晩

宝での合成もよD容易である.ピクラミン酸

はピク1)ン酸を硫化ソーダで還元し容易に作

られる･従来使用される色素としては,チタ

ン黄が比色定量に用いられたに過ぎないがこ

の色素は合成容易ならす,色相は樺色でマグ

ネソン系統よりは色別は劣る様に思われる.

其他3.4報告が定性的に行われているが 筆者

も其他,アルファナフtL-ルとスル77 きル

酸又はオ71,トト1)･}-/の結合物,2,3,4-チ

アト-ル,ジ･スルホン酸とスルファニル酸
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又はナフチラミン,オル トトリジン,レゾル 中ピクラミン酸とR塩の結合したものはマグ

シン其他の色素が撃色する事を認めた.その ネソンに次いで鋭敏である.撃色はt,づれる

OH
o之Nく> N- N{ゝ ｡H MagnerDnI

oユN⊂y N- N

o之N獣 N= N

亨 o

く⊃-.

H MagneT'OtlI

H Magneson皿(筆者)

:三N"E3TN- N% oH

深色的で水酸化マグネシウムによる吸着と考

えられる.マグネ ソ./皿はⅣ と異E), カル

シウムとも反応する傾向がある.これ'らの色

素においてはパラの位置の水酸基とアゾ基を

隔ててニトロ基が必要であD,これ等がア ミ

ノ基,カルボキシル基,スルフォン基等に変

ったものやペ-クナフトールは反応しない･

マグネソン以外はカルシウムと反応する色素

もある.

以上の色素の適当なもの (普通はマグネソ

ンIl)10mgを2N-Np.OH に加温捧解し]00cc

とする.この液を普通 0.5cc使用 し,不足な

ら追加する･又微量のマグネシウムの際 は

0･1cc用いる･この溶液は長期間の保存に耐

え,数年経過せるものも使用される.

温 泉 水 分 析 法

単純泉にはマグネシウム数mg以 下のもの

が多い.実際には多量の試水を用いる事は不

可能である･温泉水10cc又は5ccを白金ルツポ

叉は磁製ルツポにとE),蒸溜塩酸を加え酸性

となし,蒸発乾溜する･約 1300Cに熟し珪酸

を不溶化し,塩酸 1滴加え水を加え溶解し,

そのまま叉は源別し,通常に稀釈し比色する.

MagnerlDrLⅣ (筆者)

もし試水が1仲 数mgのアルミニウム叉 は織

を含むなら最初アンモニアで除去する.本法

によれば極めて少量の試水で迅速に,オキシ

ン法よりも正確にMgが定量され,1仲 1mg以

下の定量も容易である･

筆者は多数の温泉水についてこの方渡を用

い妨害物もな く,極めて有効な事を確めた.

分析方法の検討

((1･)紐の影響 ;l仲 数 mg存在すると著し

く負の誤差を輿える･その値は数mg以下の

マグネシウムに対 して数十%に及ぶ.併し通

常の陸水,食捜泉は中性に近 く紐の影響は無

税出来る.

(ち)アル ミニウムの影響 ;り中 2mg以下な

ら数mgのマグネシウムに対 して負の誤差 10

%以下であるが,それ以上になるとアル ミネ

-1tが色素の水酸化マグネシウムえの吸着を

妨害する･天然水では無所出来る.

(C)亜鉛の影響 ;大体アルミニウムと同様

である.

(d)マンガンの影響 ,'11中 1mg以下なら数

mg以下 のマグネシウムを負の誤差10%で測

定されるがそれ以上は誤差を大にする.
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(e)硫化 ソーダの影響 ;多量に存在すると

徐々に色素を耽色する･酸と煮沸し除 去 す

る.

(f)カルシウムの影響 ;相当多量にあって

も水酸化物が析出する迄妨害しない･17中カ

ルシウムが0･5g泣存在する際は荏酸髄として

除去し,その濃液から直接叉はマグネシウム

を一度燐酸塩として分灘 し,洗液せずに塩酸

に溶解し稀釈し比色する.

(g)燐酸塩の影響 ;17中5g存在しても妨害

しない.従って上記の方法が行える･

(h)荏酸塩の影響 ;全 く妨害しないが カル

シウムの除去に藩酸を使用した際は試薬から

のマグネシウムに注意すべきである･

(i)珪酸塩の影響 ;温泉分析に於いて妨害

するものは普通珪酸 で1/中20mg以上存在す

る際は除去する方が確実 Cある.河川水の如

き数mg以下では妨害 しない･

(j)棚酸塩の影響 ;1仲 2g以下なら妨害 し

ない.11申約3gの無水欄酸を含む七時雨鉱泉

でも妨害 しなかった.

(k)弗素の影響 ;他の多 くのレーキ色素と

異な り妨害しない.例-ば 10mg近 く弗素を

含有する関金温泉でも妨害しなかった･

(1) 1)チウムとの反応 ;I)チウムとマグネ

シウムは類似の反応を示す事があるが,本色

素は多量でも完 く反応しない.

(m)塩素イオンの影響 ;17中数十gの塩素

イオ-/も妨害しない.従って海水中のマグネ

シウムが本法で比色される.

(n)豪家酸及び茨酸イオ./の影響 311中50

0mg存在しても妨害しない.温泉水にて除去

の必要はない.

携帯用比色僚準色列の作製

現地にて少量の試水にて迅速に相当の精度
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をもって測定する矧こPH比色測定と同様の

色列を作製した･この色列は数年問使用する

も充分な精度を持っている.分析法は試水5.0

ccを比色管にとり10mg/100ccの色素液 (マグ

ネソンIT)0･5cc及び 6m-NaOfiO.5ccを:加え

直ちに叉は放置後比色する.この変色は安定

で,一週間後も色素の槌色は認められないの

で簡単にはマグネシウムを含む標準色列も用

いられる･併しこの際は上方よD観測する必

要がある･代用標準は次の様にして作 製 し

た.

(a)銅錯塩CuSO45H204.00gを50ccの23

%_VfI40托及び 50ccの水に溶解する.

(ち)コバル ト錯塩.クロロブルプレオ塩

Co〔(NIJ3)5Cl〕C12 2･10gを l:1NH40Ii

lOOccに溶解する･ローゼオ塩として存在 す

る.このLO.及びb液 を 1:lNH4=OHl,5ccに次

表の割合で加えれば,次表第三列に示す濃度

のマグネシウムの呈色と匹敵する･

実際例における注意 :本法を数年来使用し

非常に満足すべき簡易,迅速,正確性を得て
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いるが注意すべきは,湖沼水における有塵物

質特にフミン性のものや蛋白質等のコT,イド

性のもの叉は懸濁した水であって,常に低い

値を示した･正の誤差は天然水では存在しな

tヽ.

緒 言

1) 河川水等の様な数mg/J以下のマグネシ

ウムはオキシ-/汝によってすら少量の試水で

峻

正確な値を求める事は 困難である･2)著者

はマグネソン系統の色素を用いて迅速に,正

確に,簡易に少量の試水でマグネシウムを測

定する事に成功した･ 3)叉コバル トと銅の

錯塩を用い代用標準色列を作 り野外測定を行

う方法を考案した.4)新しい色素としてマグ

ネソン1及び Ⅳ を別使した.

COLORIMETRIC DETFlRMINATION OF

MAGNESIUM IN NATURAL WATERS.

BY TAKASHIASHIZAWA.

Usingdyereagentn･ofMagnesonSeries,theauthorSucceededtodetermineminuteamou-

ntofmagnesium innp.turalⅣp.ters(0.0001-0.Olgperiiter)Colorimetricrllly･AndwithComp･

le又sa一tsofCol)aユt<1.ndcol)peraSSubl:･titutiveStp.ndardcolorset.iesaSimple,rapid andex,1･Ct

methodSLlitableforfieldWorkvtrasdevised.


