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0.10分間テスト
0.1.この実験で沈殿を生成させるために入れる薬品は何か。
ポリフェノールなどの親水コロイドを塩析するために水酸化カルシウムを加える。

0.2.ろ過の操作を中心に実験操作を箇条書きかフローチャートで書きなさい。
・茶葉約5gを電子天秤で秤りとり, 300mLビーカーに入れる
・水道水を75mL程加えてビーカーをバーナーで加熱する
・沸騰後10分間茶葉を熱湯で抽出する
・冷めないうちに抽出液を, 大きさを合わせたろ紙をつけたブフナーロート上に注ぎ, ビーカーに残
った茶葉も洗い出して, 洗液と併せて吸引ポンプで吸引びんに吸引ろ過する
・茶殻を捨ててろ液を300mLビーカーに移し, 水酸化カルシウム2.0gを加えて加熱し, 3分間沸騰させ
る
・熱いうちにブフナーロートで吸引ろ過し残った沈殿は洗浄する
・ろ液を直火で蒸発乾固寸前まで加熱して濃縮し, 沈殿した水酸化カルシウムや茶葉中の不溶性成分
を吸引ろ過で除去する
・エタノール15mLと活性炭を小さい薬さじで1さじ加えて, ビーカーを熱湯につけ加温しながらかき
混ぜる
・円錐形に折ったろ紙をつけたロートでろ過をして活性炭を除く
・ろ液を100mLビーカーにとり, 残った固形物もエタノール2mLで洗い出して洗液もビーカーに加える
・ガラス棒で, 液をステンドグラス上に塗り, カフェインの結晶が成長する様子を顕微鏡で観察する
・傷や欠けのない専用の試験管を使用して, 先の手順で得られたカフェイン抽出溶液を約0.5mL, ス
ポイトで試験管に入れる
・試験管エバポレーターでアルコールを除去して, 試験管に10%KI溶液を2滴落として固形物を溶かす
・硝酸ビスマス溶液1滴を加えて, 橙色沈殿の様子を見る。
・カフェイン抽出溶液を少量取り, 蒸留水で希釈する
・分光室に置かれた, きれいに洗った石英セルに希釈した溶液を8分目まで入れ, 紫外可視分光光度
計の手前にある試料光路にセットする
・奥にある対照光路には蒸留水を入れた石英セルをセットする
・測定法マニュアルに従い測定を行い, 205nm付近のピークの吸光度が3を下回るように溶液を希釈し
てスぺクトルを取る
・スペクトルチャート紙に波長, 吸光度, 試料名などの必要事項を書き込む
・セルを洗浄し指定位置に置く

0.3.この実験で測定するスペクトルでは, 分子の何が励起されるか。
C=O結合のO原子にある非共有電子対の1つの電子もしくは結合性π軌道上の電子

1.目的
物質の単離 (混合物から１つの純物質を取り出すこと), 精製および確認する方法を, 例として茶
葉からのカフェインの抽出を取り上げて学習する。併せてその結晶成長を観察すると同時に, 紫外吸
収スぺクトルを測定し, スぺクトルと構造との関連を調べる。

2.原理
カフェインは茶葉中に2〜3%, 茶湯中に約50ppm含まれ
る天然の第三級アミンである。主な用途は医薬品であり,
薬効としては眠気や倦怠感, そしてある種の頭痛を緩和
する作用がある。なお, 茶葉には他にも類似した構造を
持つテオブロミンが含まれているが, こちらは薬効とし
ては利尿作用や気道の拡張作用などがある。
まず, カフェインに10%KI溶液を滴下し, 硝酸ビスマス
溶液を加えた際に, 二種の溶液の混合によりドラーゲン
ドルフ試薬が生成される。
このとき, カフェインは試薬中の酸と反応して分子中の二重結合を持たないN原子にH+が配位して
錯体を形成する。
この錯体と試薬が反応して沈殿し呈色する。
ここで, 硝酸ビスマス(III)は水に難溶で塩酸や硝酸には速やかに溶けるため, 溶媒は塩酸や硝酸
になっている。カフェインは弱塩基性であるが, 溶液が酸性のためドラーゲンドルフ試薬でも問題な
く呈色反応が起こる。
そして, 紫外吸収スペクトルが観察される原因は, C=O結合にある電子のエネルギー状態が変化す
るからである。赤外線より長い波長領域では光が吸収されても分子の振動が変化するだけに留まる
が, 紫外線より短い波長領域においては, 光の吸収によって基底状態という低エネルギーの状態か
ら, 励起状態という高エネルギーの状態に移ることが可能なだけのエネルギーを電子が獲得できるた
めこの波長領域において一部の波長の光を吸収する。また, この時電子のエネルギー準位の遷移に必
要なエネルギーに近い量のエネルギーをもつ光がより吸収されやすくなるため, 吸光度のグラフはカ
フェインの標準スペクトルのような形状となる。なお, カフェインは(図1)の水色部分が共役系であ
るから, π軌道にある電子の遷移が本来よりも起こりやすくなっているため, より長波長側でも光の
吸収が起こる。

3.実験
3.1.実験器具
電子天秤 (タニタ KD-320, 感量 0.1g), 薬包紙, ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15S (アル
バック機工), 吸引びん, ブフナーロート, ろ紙, 軍手, 湯浴, 顕微鏡 (オリンパス CX22LED型), ス
ライドグラス, ビーカー (50, 100, 300mL), メスシリンダー (100mL), 攪拌棒, ロート, ロート立
て, 試験管, 薬さじ, ミクロスパチュラ, こまごめピペット (2mL)

3.2.試薬
茶葉, 水酸化カルシウム, エタノール (変性アルコールを用いる), 10%ヨウ化カリウム溶液, 硝酸
ビスマス溶液, 活性炭, 蒸留水, 希塩酸

3.3.実験装置
紫外可視分光光度計 (日本分光 V-550DS)

3.4.実験手順
3.4.1.茶葉からのカフェインの抽出
茶葉約5gを電子天秤で秤りとり, 300mLビーカーに入れた。
これに, 水道水を75mL程加えてビーカーをバーナーで加熱した。
このとき, 泡立った状態で吹きこぼれないようにしながら沸騰後10分間茶葉を熱湯で抽出し, 冷め
ないうちにこれを, 大きさを合わせたろ紙をつけたブフナーロート上に注ぎ, 吸引ポンプで吸引びん
に吸引ろ過した。ビーカーに残った茶葉も忘れずに流しだして, これも併せてろ過をした。
茶殻を所定のバケツに廃棄した後にろ液を300mLビーカーに移し, これに水酸化カルシウム2.0gを
加えて加熱し, 3分間沸騰させた。
その後, 熱いうちにブフナーロートで吸引ろ過し残った沈殿は洗浄した。
ろ液は直火で蒸発乾固寸前まで加熱して濃縮し, 沈殿した水酸化カルシウムや茶葉中の不溶性成分
を吸引ろ過で除去した。
エタノール15mLと活性炭を小さい薬さじで1さじ加えて, ビーカーを熱湯につけ加温しながら攪拌
した。円錐形に折ったろ紙をつけたロートで活性炭を除き, ろ液を100mLビーカーにとった。残った
固形物もエタノール2mLで洗い出し, 洗液もビーカーに加えた。ガラス棒で, 液をステンドグラス上
に塗り, カフェインの結晶が成長する様子を顕微鏡で観察した。

3.4.2.カフェインの確認
傷や欠けのない専用の試験管を使用して, 先の手順で得られたカフェイン抽出溶液を約0.5mL, ス
ポイトで試験管に入れて, 説明書の指示に従い試験管エバポレーターでアルコールを除去した。その
後, 試験管に10%KI溶液を2滴落として固形物を溶かした。これに硝酸ビスマス溶液1滴を加えて, 橙
色沈殿の様子を見た。

3.4.3.紫外吸収スペクトルの測定
カフェイン抽出溶液を少量取り, 蒸留水で希釈した。
分光室に置かれた, きれいに洗った石英セルに希釈した溶液を8分目まで入れ, 紫外可視分光光度
計の手前にある試料光路にセットし, 奥にある対照光路に蒸留水を入れた石英セルをセットした。
その後, 測定法マニュアルに従い測定を行い, 205nm付近のピークの吸光度が3を下回るように溶液
を希釈してスぺクトルを取った。そして, スペクトルチャート紙に波長, 吸光度, 試料名などの必要
事項を書き込んだ。最後に, セルを洗浄し指定位置に置いた。

4.結果
4.1.カフェインの抽出
水酸化カルシウムを加えて煮沸した際のろ液と沈殿の状態につい
て記す。濾液は褐色透明で泡立っていた。そして, 沈殿も褐色であ
ったが部分的に色が薄かった。
次に, 得られたカフェインの結晶について記す。右に結晶のスケ
ッチを示す。結晶は小さく針状で観察した限りでは褐色のものと緑
色のものが見られた。

4.2.カフェインの検出
手順に沿って10%KI溶液と硝酸ビスマス溶液を加えると, 液は鮮やかな橙色の呈色反応を示した。

5.考察
カフェインの抽出の際に生じた沈殿は, 茶葉に含まれるポリフェノールやカテキンが水酸化カルシ
ウムを加えたことによって塩析が起こった為に生じたと考えられる。
紫外吸収スペクトルを観察すると, ピークが2つありこのうち一方がn-π*遷移で, もう一方がππ*遷移であることが分かる。そして, n軌道はπ軌道よりも高エネルギーであり, またn-π*遷移は
π-π*遷移よりも起こりづらいので, より短波長側にある1番のピークがn-π*遷移によるものである
ことが考えられる。よって, 2番のピークはπ-π*遷移によるものであることも分かる。このことと
先に述べた原理を踏まえて考察すると, 紫外吸収スペクトルを測定して標準スペクトルと比較するこ
とによって, 試料中の不純物の含有量を大まかに調べることができるのではないだろうか。吸光度と
は紫外線を媒質がどれ程吸収したのかを表す量であり, 原理の節で述べた通りこれは物質の構造によ
って変化する。つまり, 吸光度のグラフは各物質に固有の形状をしているのである。もし, 不純物が
含まれているのならグラフをプロットした際に標準スペクトルとグラフの形のズレが大きくなるのだ
ろうと考えた。
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