
JP 5829844 B2 2015.12.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エラスチン含有物をアルカリ性プロテアーゼを用いて夾雑物を除去、洗浄した後、前記
アルカリ性プロテアーゼを失活し、その後、さらに新たなアルカリ性プロテアーゼを用い
て前記洗浄後のエラスチン含有物中のエラスチンを水溶性エラスチンペプチドに分解する
ことを特徴とする水溶性エラスチンペプチドの製造方法。
【請求項２】
　前記エラスチン含有物は魚類の動脈球であることを特徴とする請求項１に記載の水溶性
エラスチンペプチドの製造方法。
【請求項３】
　前記洗浄において、前記エラスチン含有物１００重量部に対して、前記アルカリ性プロ
テアーゼを０．１～０．５重量部の配合割合にすることを特徴とする請求項１又は２に記
載の水溶性エラスチンペプチドの製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エラスチン由来の水溶性エラスチンペプチドを製造する方法に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
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　従来より、マグロ等の動脈球を酵素処理してペプチドを製造することが行われている。
例えば、特許文献１には、エラスチンを含有する肉を細断してアルカリ分解したのち、濾
過により不溶物を回収し、この不溶物にサーモリシンとパパインを添加してエラスチンを
分解することが記載されている。特許文献２には、魚類の動脈球を原料として、血液、脂
質、可溶性タンパク質およびコラーゲンを除去後、可溶化処理を行うことにより、エラス
チン高含有可溶性ペプチドを得ることが記載されている。特許文献３には、洗浄後の魚類
の動脈球の細片を、そのまま、蛋白質分解酵素により可溶化処理することが記載されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２３９９１９号公報
【特許文献２】特開２００７－１５１４５３号公報
【特許文献３】特開２０１０－２４１７０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記のいずれの方法においても、酵素処理の前の洗浄工程で水酸化ナトリウム
水溶液などのアルカリ性水溶液を用いているために、洗浄工程に危険を伴うものであった
。また、最終製品を得るまでにアルカリを除去するための洗浄工程や中和工程が必要とな
り、工程が複雑化するという問題があった。さらに、洗浄不足や中和不足により最終製品
にアルカリ性物質が残留する可能性もあり、安全性が低いという問題があった。
【０００５】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、簡素な工程で安全性の高い水溶性エラ
スチンペプチドの製造方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る水溶性エラスチンペプチドの製造方法は、エラスチン含有物をアルカリ性
プロテアーゼを用いて夾雑物を除去、洗浄した後、前記アルカリ性プロテアーゼを失活し
、その後、さらに新たなアルカリ性プロテアーゼを用いて前記洗浄後のエラスチン含有物
中のエラスチンを水溶性エラスチンペプチドに分解することを特徴とするものである。
【０００７】
　前記エラスチン含有物は魚類の動脈球であることが好ましい。
　また前記洗浄において、前記エラスチン含有物１００重量部に対して、前記アルカリ性
プロテアーゼを０．１～０．５重量部の配合割合にすることが好ましい。
【発明の効果】
【０００８】
　エラスチン含有物をアルカリ性プロテアーゼを用いて洗浄することにより、アルカリ性
水溶液や有機溶媒を使用せずに洗浄することができ、安全性を高めることができるもので
ある。また、アルカリ性水溶液や有機溶剤を使用しないために、これらを中和、或いは除
去するための洗浄が不要となって簡素な工程にすることができるものである。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例の工程を示すフローチャートである。
【図２】比較例の工程を示すフローチャートである。
【図３】実施例の分子量分布を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための形態を説明する。
【００１１】
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　本発明はエラスチン含有物中のエラスチンを水溶性エラスチンペプチドにまで分解する
ものである。この場合、エラスチン含有物中のエラスチンの全部をペプチドにまで分解し
ても良いし、エラスチン含有物中のエラスチンの一部をペプチドにまで分解し、残部をア
ミノ酸にまで分解しても良い。エラスチン含有物としてはエラスチンを含有しているもの
であれば何でも良いが、エラスチンを豊富に含む魚類の部位を用いることが好ましい。魚
類の部位を用いると、哺乳動物の生体組織のようにウイルスや細菌類に感染する機会を少
なくすることができる。エラスチンを豊富に含む魚類の部位として動脈球を例示すること
ができ、これにより、デスモシンやイソデスモシンなどのエラスチンに含まれる特異的な
アミノ酸を得やすくなるものである。また、魚類の中でも、動脈球に弾性線維を豊富に含
むサバ科サバ亜科マグロ族マグロ属の魚類を用いるのが好ましい。具体的には、クロマグ
ロ、ミナミマグロ、メバチ、キハダ、ビンナガ、コシナガ、タイセイヨウマグロなどの動
脈球を用いることができる。
【００１２】
　本発明は、洗浄工程と可溶化工程と固液分離工程とを備えるものである。また、必要に
応じて、固液分離工程の後に乾燥工程を行っても良い。
【００１３】
　［洗浄工程］
　洗浄工程は、エラスチン含有物に付着・残存している血液や脂質及びコラーゲンなどの
夾雑物を除去する工程である。本発明では、この洗浄工程において、水洗後に、アルカリ
性プロテアーゼ（エンドペプチターゼ）を用いて洗浄するものであり、これにより、熱水
のみの洗浄に比べて、最終製品の水溶性エラスチンペプチドの無臭化を向上させることが
できる。また、アルカリ性プロテアーゼを用いた場合は、アルカリ性の薬品や有機溶剤を
使用して洗浄する場合に比べて、製造設備の腐食や作業員への安全性の問題も少なく、さ
らに酸による中和作業や脱塩作業、大掛かりな限外濾過装置も必要がなく、加えて、アル
カリ性の薬品や有機溶剤を水洗する際の洗浄不足によって、最終製品の水溶性エラスチン
ペプチドにおける異臭の発生や味覚の低下などの問題を懸念することもなくなるものであ
る。また、アルカリ性プロテアーゼを用いた場合は、酸性プロテアーゼや中性プロテアー
ゼを使用する場合に比べて、夾雑物の除去率が低下しにくく、エラスチン本体の分解も殆
ど起こらないようにすることができる。
アルカリ性プロテアーゼとしては、酵素の至適ｐＨが６以上であるものが好ましく、例え
ば、糸状菌（Aspergillus niger、Aspergillus oryzae、Aspergillus saitoi、Aspergill
us sojae、Monascus pilosus、Mucor circinelloides、Mucor javanicus、Mucor miehei
、 Mucor rouxii、Penicillium citrinum、Rhizomucor miehei、Rhizopus chinensis、 R
hizopus delemar 、Rhizopus  niveus）、担子菌（Pycnopporrus coccineus）、放射菌（
Streptomyces）、細菌（Bacillus amyloliquefaciens、Bacillus coaglans、j4、Bacillu
s lentus 、Bacilluslicheniformis、Bacillus polymixa 、Bacillus stearothermophilu
s 、Bacillussubtilis 、Bacillus thermoproteolyticus 、Pseudomonas paucimobilis）
もしくは酵母（Saccharomyces）等の培養液より得られたものなどを用いることができる
。また、洗浄は、エラスチン含有物を水に浸漬させた後、アルカリ性プロテアーゼを添加
することによって行うことができる。この場合、エラスチン含有物１００重量部に対して
、水を２００～８００重量部、アルカリ性プロテアーゼを０．１～０．５重量部の配合割
合にするのが好ましい。この範囲であると、エラスチン含有物に対して水やアルカリ性プ
ロテアーゼが多すぎたり少なすぎたりすることがなく、洗浄を十分に行えると共にアルカ
リ性プロテアーゼが無駄に消費されにくくすることができる。また、洗浄の際のアルカリ
性プロテアーゼ水溶液はｐＨが６．０～７．５とするのが好ましい。この範囲であるとア
ルカリ性プロテアーゼの活性が損なわれにくく、洗浄を十分に行うことができる。また、
洗浄の際のアルカリ性プロテアーゼ水溶液の温度は５０～７０℃であることが好ましい。
この範囲であるとアルカリ性プロテアーゼの活性が損なわれにくく、洗浄を十分に行うこ
とができる。また、エラスチン含有物の洗浄時間（浸漬時間）は５～１０分間とするのが
好ましい。この範囲であるとアルカリ性プロテアーゼをエラスチン含有物に十分に作用さ
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せることができ、洗浄を十分に行うことができると共に洗浄工程の長時間化を防止するこ
とができる。
【００１４】
　洗浄工程は、アルカリ性プロテアーゼの酵素失活を行った後、アルカリ性プロテアーゼ
水溶液とエラスチン含有物とを分離して終了する。
【００１５】
　［可溶化工程］
　可溶化工程は、洗浄工程後のエラスチン含有物中のエラスチンの一部または全部をペプ
チドやアミノ酸に加水分解し、本来、不溶性タンパク質であるエラスチンを可溶化（水溶
性化）し、市販される製品として加工しやすくするものである。
【００１６】
　本発明では、この可溶化工程において、アルカリ性プロテアーゼ（アルカリ性エンドペ
プチターゼ）を用いるものであり、これにより、酸性プロテアーゼや中性プロテアーゼを
使用する場合に比べて、固液分離工程において、濾紙や濾布の目詰まりが発生しにくくな
り濾過性や濾過の作業性が向上し、又、魚臭等のエラスチン含有物の臭いもほとんど無く
なり、さらに水溶性エラスチンペプチドの収率も２０～２５％程度向上させることができ
る。
【００１７】
　ここで、可溶化工程で使用するアルカリ性プロテアーゼは、洗浄工程で使用するアルカ
リ性プロテアーゼと同じであっても異なっていても良く、例えば、糸状菌（Aspergillus 
niger、Aspergillus oryzae、Aspergillus saitoi、Aspergillus sojae、Monascus pilos
us、Mucor circinelloides、Mucor javanicus、Mucor miehei、 Mucor rouxii、Penicill
ium citrinum、Rhizomucor miehei、Rhizopus chinensis、 Rhizopus delemar 、Rhizopu
s  niveus）、担子菌（Pycnopporrus coccineus）、放射菌（Streptomyces）、細菌（Bac
illus amyloliquefaciens、Bacillus coaglans、j4、Bacillus lentus 、Bacilluslichen
iformis、Bacillus polymixa 、Bacillus stearothermophilus 、Bacillussubtilis 、Ba
cillus thermoproteolyticus 、Pseudomonas paucimobilis）もしくは酵母（Saccharomyc
es）等の培養液より得られたもので、酵素の至適ｐＨが６以上であるプロテアーゼなどを
用いることができる。
【００１８】
　可溶化工程は、エラスチン含有物を水に浸漬させた後、アルカリ性プロテアーゼを添加
することによって行うことができる。この場合、反応性を高めるためにエラスチン含有物
を粉砕（ミンチ）するのが好ましい。また、可溶化工程では、エラスチン含有物１００重
量部に対して、水を２００～８００重量部、アルカリ性プロテアーゼを０．１～０．７重
量部の配合割合にするのが好ましい。この範囲であると、エラスチン含有物に対して水や
アルカリ性プロテアーゼが多すぎたり少なすぎたりすることがなく、酵素処理（加水分解
）によるエラスチンの低分子化を十分に行うことができて水溶性エラスチンペプチドの収
率を向上させることができる。また、可溶化工程の際のアルカリ性プロテアーゼ水溶液は
ｐＨが６．０～７．５とするのが好ましい。この範囲であるとアルカリ性プロテアーゼの
活性が損なわれにくく、酵素処理を十分に行うことができる。また、可溶化工程の際のア
ルカリ性プロテアーゼ水溶液の温度は５０～７０℃であることが好ましい。この範囲であ
るとアルカリ性プロテアーゼの活性が損なわれにくく、酵素処理を十分に行うことができ
る。また、エラスチン含有物の酵素処理時間（浸漬時間）は1～２４時間とするのが好ま
しい。この範囲であるとアルカリ性プロテアーゼをエラスチン含有物に十分に作用させる
ことができ、酵素処理を十分に行うことができると共に可溶化工程の長時間化を防止する
ことができる。
【００１９】
　そして、酵素処理後にアルカリ性プロテアーゼの酵素失活を行うことによって、可溶化
工程が終了し、エラスチン由来のペプチドやアミノ酸を含有した水溶液を得ることができ
る。
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【００２０】
　［固液分離工程］
　固液分離工程は、可溶化工程後のエラスチン由来のペプチドやアミノ酸を含有する水溶
液を活性炭処理して不純物を吸着により除去し、この後、液体と固体とに分離する工程で
ある。液体にはエラスチン由来のペプチドが含有されており、場合によってはエラスチン
由来のアミノ酸も含まれている。固体は可溶化工程で分解されなかった成分（残渣）であ
る。固液分離工程は、有孔壁遠心分離機、無孔壁遠心分離機、加圧濾過機、濾布、濾紙な
どによって行うことができる。
【００２１】
　本発明では、洗浄工程、可溶化工程及び固液分離工程により、水に溶解した状態のエラ
スチンペプチドを得ることができる。また、このエラスチンペプチド含有水溶液を濃縮及
び乾燥することにより粉末状のエラスチン含有物由来の水溶性エラスチンペプチド粉末を
得ることができる。この水溶性エラスチンペプチド粉末にはアミノ酸粉末が含有されてい
る場合がある。
【００２２】
　上記のようにして、水溶液に溶解した状態や粉末状で得られた水溶性エラスチンペプチ
ドは食品や化粧品の原料として用いることができる。エラスチン由来のエラスチンペプチ
ドは、細胞増殖促進効果やコラーゲン産生促進効果が見られ、経口摂取により、肌の弾力
性や柔軟性の改善及び肌のキメ・シワの改善が期待される。特に、コラーゲン、ヒアルロ
ン酸、コンドロイチン硫酸と共にエラスチン由来の水溶性エラスチンペプチドを摂取する
ことにより、肌質改善が期待される。
【００２３】
　本発明では洗浄工程において、アルカリ性プロテアーゼを用いるので、アルカリ性水溶
液や有機溶剤で洗浄する場合に比べて、水溶性エラスチンペプチドの収率を高くすること
ができる。これは、（１）アルカリ水溶液等で洗浄処理を行う場合は長時間の処理が必要
となり、そのアルカリを水などで洗浄を行う際にエラスチンペプチドも同時に溶出してし
まう可能性がある事、（２）酸性や中性プロテアーゼを用いて酵素処理を行うと、特に魚
類の場合、濾過速度が極端に遅くなり、未分解物が濾紙や濾布上に残り、これらが目詰ま
りの原因を起こして、濾液中に分解物（ペプチドやアミノ酸）を効率よく得る事が出来な
い、などの理由が考えられる。
【実施例】
【００２４】
　以下、本発明を実施例によって具体的に説明する。
【００２５】
　（実施例）
　図１に示す工程により、水溶性エラスチンペプチド粉末を製造した。
【００２６】
　［洗浄工程］
　マグロ（ミナミマグロ）の動脈球を２００ｇ用意し、これを動脈球の重量の５倍の水１
０００ｇに浸漬し、０．５時間保持した。これにより、水での洗浄を行い、動脈球に付着
、残存している血液や脂質などを粗洗浄した。この後、洗浄液（洗浄に用いた水）と動脈
球とを濾過により分離する。この洗浄液のビウレット反応は陰性であった（３６５ｎｍ青
色蛍光なし）。
【００２７】
　次に、水洗後の上記動脈球を熱水１０００ｇと混合し、さらにアルカリ性プロテアーゼ
（オリエンターゼ　２２ＢＦ（ＨＢＩ　Ｅｎｚｙｍｅｓ　ｉｎｃ．））を動脈球の重量に
対して０．１％添加することによって、アルカリ性プロテアーゼ水溶液による洗浄を行っ
た。このときのアルカリ性プロテアーゼ水溶液の温度は６０℃、浸漬時間は１０分間、ｐ
Ｈは６．２とした。次に、アルカリ性プロテアーゼ水溶液の温度を９０℃で１０分間保持
することによって、アルカリ性プロテアーゼを失活させた。失活後のアルカリ性プロテア
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ーゼ水溶液のブリックス（Ｂｒｉｘ）は３．６％、ｐＨは６．２であった。
【００２８】
　次に、酵素失活後のアルカリ性プロテアーゼ水溶液を濾過し、洗浄液と動脈球とに分離
した。この洗浄液のビウレット反応は陰性であった（３６５ｎｍ青色蛍光なし）。
【００２９】
　［可溶化工程］
　洗浄工程後の動脈球を粉砕（ミンチに）した後、これに水４００ｇ加え、さらにアルカ
リ性プロテアーゼ（オリエンターゼ　２２ＢＦ（ＨＢＩ　Ｅｎｚｙｍｅｓ　ｉｎｃ．））
を０．５％配合することによって、アルカリ性プロテアーゼ水溶液による酵素処理（加水
分解処理）を行った。このときのアルカリ性プロテアーゼ水溶液の温度は６０℃、反応時
間は６０分間、ｐＨは６．２とした。次に、アルカリ性プロテアーゼ水溶液の温度を９０
℃で１０分間保持することによって、アルカリ性プロテアーゼを失活させた。失活後のア
ルカリ性プロテアーゼ水溶液のブリックス（Ｂｒｉｘ）は３．２％、ｐＨは６．２であっ
た。失活後のアルカリ性プロテアーゼ水溶液は、エラスチン由来のペプチドやアミノ酸を
含有するエラスチンペプチド含有水溶液である。
【００３０】
　［固液分離工程］
　可溶化工程で得られたエラスチンペプチドを含有する水溶液を活性炭に接触させて活性
炭処理を行った。活性炭処理を行ったエラスチンペプチドを含有する水溶液のブリックス
（Ｂｒｉｘ）は３．０％、ｐＨは５．９であった。
【００３１】
　次に、活性炭処理後のエラスチンペプチド含有水溶液を加圧濾過機を用いて濾過し、残
渣と濾液とに分離した。濾液はブリックス（Ｂｒｉｘ）が３．０％、ｐＨが５．８であっ
た。次に、濾液を濃縮し、液量が６８．３ｇ、ブリックス（Ｂｒｉｘ）が３４％、ｐＨが
５．９とした。次に、濃縮液を噴霧乾燥して粉末状のエラスチンペプチドを得た。この粉
末は１９．１ｇ得られ、２００ｇの動脈球から収率９．５％で水溶性エラスチンペプチド
粉末が得られた。また、この粉末はビウレット反応は陽性であった（３６５ｎｍ青色蛍光
あり）。
【００３２】
　（比較例１）
　図２に示す工程により、水溶性エラスチンペプチド粉末を製造した。
【００３３】
　［洗浄工程］
　実施例と同様のマグロの動脈球を２００ｇ用意し、これを動脈球の重量の５倍の水１０
００ｇに浸漬し、０．５時間保持した。これにより、水での洗浄を行い、動脈球に付着、
残存している血液や脂質などを粗洗浄した。この後、洗浄液（洗浄に用いた水）と動脈球
とを濾過により分離した。この洗浄液のビウレット反応は陰性であった（３６５ｎｍ青色
蛍光なし）。
【００３４】
　次に、水洗後の上記動脈球を熱水１０００ｇと混合することによって洗浄を行った。こ
のときの熱水の温度は６０℃、浸漬時間は２時間とした。次に、濾過により洗浄液（熱水
）と動脈球とに分離した。この洗浄液のビウレット反応は陰性であった（３６５ｎｍ青色
蛍光なし）。
【００３５】
　［可溶化工程］
　洗浄工程後の動脈球を粉砕（ミンチに）した後、これに水４００ｇ加え、さらに中性プ
ロテアーゼ（オリエンターゼ　９０Ｎ（ＨＢＩ　Ｅｎｚｙｍｅｓ　ｉｎｃ．））を０．５
％添加することによって、中性プロテアーゼによる酵素処理（加水分解処理）を行った。
このときの中性プロテアーゼ水溶液の温度は６０℃、浸漬時間は６０分間、ｐＨは６．２
とした。次に、中性プロテアーゼ水溶液の温度を９０℃で１０分間保持することによって
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、中性プロテアーゼを失活させた。失活後の中性プロテアーゼ水溶液は、エラスチン由来
のペプチドやアミノ酸を含有する水溶液である。
【００３６】
　［固液分離工程］
　可溶化工程で得られた水溶性エラスチンペプチド含有水溶液を活性炭に接触させて活性
炭処理を行った。次に、活性炭処理後の水溶性エラスチンペプチド含有水溶液を濾過し、
残渣と濾液とに分離した。次に、濾液を濃縮し、液量が６０．０ｇ、ブリックス（Ｂｒｉ
ｘ）は２６％であった。次に、濃縮液を噴霧乾燥して粉末状の水溶性エラスチンペプチド
を得た。この粉末は１５．５ｇ得られ、２００ｇの動脈球から収率７．８％で水溶性エラ
スチンペプチド粉末が得られた。また、この粉末はビウレット反応が陽性であった（３６
５ｎｍ青色蛍光あり）。
【００３７】
　（比較例２）
　比較例１において、［洗浄工程］の熱水の代わりに、アルカリ水溶液を用いた。アルカ
リとしては水酸化ナトリウムを用い、濃度は０．１％とした。その他の構成は比較例１と
同様にした。この場合、アルカリ除去による動脈球の水洗に３～４日を要し、洗浄液もビ
ウレット反応が陽性を示した為、実用的では無いと判断し、その後の処理を中止した。
【００３８】
　実施例より得られた、水溶性エラスチンペプチド粉末のアミノ酸組成を測定した。結果
を表１に示す。尚、アミノ酸組成の測定は以下のようにして行った。
【００３９】
　（標準溶液の調製）
　アミノ酸標準溶液（アミノ酸混合標準液、Ｈ型）及びエラスチン、デスモシン、トリプ
トファン、ヒドロキシプロリンを０．０１Ｍの塩酸で一定量に定容し、標準溶液とした。
【００４０】
　（試料溶液の調製）
　実施例により得られたエラスチンペプチド粉末を適量とり、６Ｍ塩酸を加えて１１０℃
で、２４時間加水分解を行い、中和後、０．０１Ｍの塩酸で定容し、試料溶液とした。シ
スチンについてはあらかじめ過ギ酸による酸化処理を行った後、加水分解を行った。また
、トリプトファンの測定についてはアルカリを用いて加水分解を行った試料を用いた。
【００４１】
　（定量）
　標準溶液及び試料溶液を液体クロマトグラフ法等により各アミノ酸類及び、デスモシン
、イソデスモシンの含量を測定した。トリプトファンについては逆相ＨＰＬＣにて含量を
測定した。
【００４２】
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【表１】

【００４３】
　また、実施例について、水溶性エラスチンペプチド粉末の栄養成分値を測定した。結果
を表２に示す。
【００４４】

【表２】

【００４５】
　また、実施例について、水溶性エラスチンペプチド粉末の分子量分布を測定した。結果
を表３、４及び図３に示す。尚、分子量分布の測定は以下のようにして行った。
【００４６】
　（標準溶液の調製）
　分子量マーカーとして、（１）Ｃｙｔｏｃｈｒｏｍｅ　Ｃ（Ｍ．Ｗ＝１２５００）、（
２）Ａｐｒｏｔｉｎｉｎ（Ｍ．Ｗ＝６５１２）、（３）Ｂａｃｉｔｒａｃｉｎ（Ｍ．Ｗ＝
１４５０）、（４）Ａｎｇｉｏｔｅｎｓｉｎ　II（Ｍ．Ｗ＝１０４６）、（５）Ｇｌｙ－
Ｇｌｙ－Ｔｙｒ－Ａｒｇ（Ｍ．Ｗ＝４５１）、（６）Ｇｌｙ－Ｇｌｙ－Ｇｌｙ（Ｍ．Ｗ＝
１８９）の適量をとり、溶出時間及び分子量をもとに検量線を作成した。
【００４７】
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　（試料溶液の調製）
　実施例により得られた水溶性エラスチンペプチド粉末を適量とり、移動相を加えて溶か
し、試料溶液とした。
【００４８】
　（測定）
　各標準溶液を用いて作成した検量線をもとに、下記の条件にて試料溶液中の各ピークに
おける分子量を調べた。
［ＨＰＬＣの条件］
　カラム；ＴＳＫｇｅｌ　Ｇ２５００ＰＷ　７．８ｍｍ×３００ｍｍ
　カラム温度；４０℃
　移動相；水／アセトニトリル／Ｔ．Ｆ．Ａ．混液（５５／４５／０．１）
　測定波長；２２０ｎｍ
 
【００４９】

【表３】

【００５０】
【表４】
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