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溶液測定に便利なシリンジシッパーの紹介
― 多検体試料の迅速な測定を可能にする ―
Introduction of Syringe Sipper in Solution Measurement.

紫外可視分光光度計での溶液測定は，一つのセルを共

見積っていますが，チューブの劣化等でこの吸引量が変

洗いしながら測定していくため時間がかかります。この

化してしまうという問題点もありました。この二つの難

ため多数の検体を試験管等に入れたままで迅速に測定す

点を克服したのが，今回ご紹介するシリンジシッパーで

る場合は，旧来よりシッパー付属装置が用いられてきま

あり，ほとんどの溶媒に耐性があり，且つ厳密な定量性

した。ただし従来のしごき方式のシッパーではチューブ

を保証します。本ニュースでは，シリンジシッパーの説

が酸や有機溶媒に弱く，そのための特別な対策を施さな

明とそのキャリーオーバー（前の試料が次の試料に混入

ければならないという難点がありました。さらにしごき

することによる測定値の誤差）を評価した例をご紹介致

方式での一回の吸引量は，チューブをしごく

します。

時間

で
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■シリンジシッパーの説明
Explanation of Syringe Sipper
Fig.1に分光光度計本体にシリンジシッパーを取り付け
た場合の外観写真を示します。分光光度計の右に位置し
ているのが吸引ポンプであり，シリンジ内のピストンの
上下運動で発生する空気圧を利用して，液を吸引したり
排出したりします。Fig.2は試料室内部の写真であり，フロー
セル部分に液が入り，そのまま測定されます。測定が終
われば，液は廃液タンクへ自動的に排出されます（シリ
ンジ上部の電磁弁が吸引と排出で切り替わり，液の吸引
と排出をうまく調節します）。このようにフローセルに次々
に各サンプル液を流し込み，測定していく方式がシッパー
測定です。Fig.3は実際に試験管に吸入チューブを入れ液
を吸う場面で，そのまま金属レバーを押すと液が吸引さ
れ測定が実行されます。裏面のFig.6にシッパー測定での
流れ図を示しました。

Fig.1 シリンジシッパーを据えつけた写真
Picture to Syringe Sipper attached to spectrometer

Fig.2

試料室内部の写真
Picture of inner part in sample compartment

Fig.3

液を吸っている場面
Picture on sipping solution
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■キャリーオーバー評価
Estimation of carryover
0.5Abs付近に濃度調整した重クロム酸カリウム水溶液

した。）

と純水を用いてシリンジシッパーにおけるキャリーオーバー

以上の結果から，0.5Abs付近の濃度の重クロム酸カリ

（前の試料が次の試料に混入することによる測定値の誤差）

ウム水溶液を測定する場合は，Parameter1よりも

を評価しました。装置には，紫外可視分光光度計UV-

Parameter2の方が適当とわかりました。

2450を使用しました。

このように測定する溶液ごとに，おおよそのキャリーオー

Table.1に今回設定したシッパーの条件を示します。今

バー値を測定前に見積もってから測定すれば，最小の液

回は，Table.1のParameter1とParameter2（吸引容量のみ

量で精密な測定を行うことができます。

異なる）で測定しました。それぞれの条件で，
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水−
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なお，今回は，

洗浄回数

を0に設定しましたが，十

水−
（3）
水−
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（6）
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（7）
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水

分な液量を

−
（9）
水と順に測定し，
（4）
で正常なスペクトルが得られ

が同時に共洗いの意味ももつため，

るか，また
（7）
の値が0になるか否かを検討しました。

が可能となります。

吸引容量

として設定しておけば吸引動作
洗浄

を省くこと

Parameter1での（4）〜（7）のスペクトルをFig.4に，

シリンジシッパーは接液部がすべてフッ素系樹脂・ガ

Parameter2での
（4）
〜
（7）
のスペクトルをFig.5に示します。

ラス・石英・ポリプロピレンでできており，酸，アルカリ，

Fig.4では，
（4）
のスペクトルが一つ前の
（3）
の影響を受

ケトン，エステルなどほとんどの溶媒に耐性があります。

け若干低く出ており，また
（7）
の水は，一つ前の
（6）
の影

また，従来方式ではチューブをしごく

響を受けて少し浮き上がっており0になっていません。一

吸引容量を推測するという不確定な面がありましたが，

時間

でもって

方，Fig.5では，
（4）
〜
（6）
のスペクトルは重なっており，

シリンジシッパーでは容量単位(ml)で吸引量を厳密に設

また
（7）
は値が0になっています。以上より，Parameter1

定できますので，データの信頼性，安定性がより増して

で測定を行うとキャリーオーバーがあり，Parameter2で

います。

はキャリーオーバーがないということが分かりました。

このようにシリンジシッパーは，多くのサンプルを次々

（Fig.4の
（7）
の350nm地点の浮き上がりは，0.016Abs.に

に測定しなければならない場合に威力を発揮する付属装

も達していました。0.004Abs.以下に抑える必要があり

置であると言えるのです。

ます。ちなみに，Fig.5の
（7）
の浮き上がりは0.002Abs.で

(5), (6)

(4)~(6)

(4)

(7)

Fig.4

(7)

条件１でのデータ(４データ重ね書き)
赤が（4）のスペクトル，
青が（7）のスペクトル
Data measured in parameter 1.(4 data overwrited)
Red is (4) spectrum and Blue is (7) spectrum.

Table 1

Fig.5

Sip
↓
Purge
↓

シッパー条件
Parameter of sipper.

Sipper Parameter

Parameter1

Parameter2

Sip Speed

1.2ml/sec

Same as the left

Sip Volume

2.0ml

4.0ml

Dwell Time

3.0sec

Same as the left

Purge Volume

0.0ml

Same as the left

Rinses

0

Same as the left

Rinse

Sip
↓
Measure
↓
Purge
↓
To next sample

Fig.6 シッパー測定の流れ図（洗浄１回の場合）
Flow chart in sipper measurement .(washing time is once)
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条件２でのデータ
（４データ重ね書き）
（4）〜（6）
は一致，
青が（7）のスペクトル
Data measured in parameter 2.(4 data overwrited)
(4)〜(6) are accord and Blue is (7) spectrum.
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