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The analysis of material evidence by X-rayfluorescent spect.(XRF) in a case of attempted murder was developed. The 
materials were household chemicals used as cutaneous drugs containing high levels of sulfur and calcium, and agricultural 
fungicides. The determination of the main contents, sulfur or calcium was made with high quality XRF. The determination 
of some minor metals was attempted by ICP. As a result, we obtained benefical information for the judgment,finding that 
the proportions of zinc, strontium and potassium were different among evidenciary samples. Analysis of these three minor 
metals was then attempted by XRF. The determination was not conclusive because of the low content level by XRF, but the 
relative co-intensity of the three metals showed stable reproducibility. This results cleared the criteria for judgment easily. 
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緒   言 

 一般家庭用として市販されている害虫駆除剤，殺菌剤，

農薬等が悪用され，犯罪，自殺等に使用されることがある．

著者らはそのような場合を想定し，残留証拠品を非破壊で

分析可能な，蛍光Ｘ線分析装置(XRF)及び核磁気共鳴装置等

を用いて原因物質を迅速に解明する方法を作成1)している． 

 平成１２年８月，都内で発生した異物混入ドリンク剤に

よる殺人未遂事件に関し，警視庁科学捜査研究所から証拠

品及び対照品であるドリンク剤，外皮用薬，石灰硫黄合剤

等15検体の鑑定を依頼された．試料として送付された外皮

用薬は浴用剤或いは水虫治療等に使用する医薬品で，処方

内容は硫黄4.6 %,酸化カルシウム15 %,カゼイン0.03 %,硫

化カリウム0.03 %であった．また，石灰硫黄合剤は殺虫,

殺菌を目的とした農薬で多硫化カルシウム27.5 %（硫化態

硫黄22.0 %）を含有し，両薬剤とも硫黄(S)とカルシウム

(Ca)を主剤とする水溶液で，色調及び臭い等の性状は酷似

していた．試料中の微量金属の分析について誘導結合高周

波プラズマ発光分析装置(ICP)を用いたところ，Caの干渉妨

害が顕著であったが，試料間に差のある金属として亜鉛

(Zn)，ストロンチウム(Sr)，カリウム(K)を選出することが

できた．これら３金属をXRFで高感度分析したところ定量性

はないものの，３金属の安定した相対強度比を得ることが

でき，満足する鑑定結果が得られたので報告する． 

 

実 験 の 部 

１. 試料及び鑑定依頼内容  試料である証拠品及び対照品

の外皮用薬及び農薬等15検体をTable 1に示した.鑑定依頼

内容は，1）ドリンク剤の瓶に飲み残された証拠品の液体①

と被疑者宅から押収されたペットボトル入りの液体②の同 
 

Table 1. Samples 
Drunk by the victim Evidence, Healthy Drink Bottle①
Seizured at a supected person's house Evidence, Plastic Bottle②
Healthy Drink A-1 Refference③
Healthy Drink A-2 Refference④
Healthy Drink A-3 Refference⑤
Cutaneous Drug A-1 Refference⑥
Cutaneous Drug A-2 Refference⑦
Cutaneous Drug A-3 Refference⑧
Aguricultural Fungicide A Refference⑨
Aguricultural Fungicide B Refference⑩
Aguricultural Fungicide C Refference⑪
Aguricultural Fungicide D Refference⑫
Aguricultural Fungicide E Refference⑬
Aguricultural Fungicide F Refference⑭
Aguricultural Fungicide G Refference⑮
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一性. 2）液体①への試料③～⑤（ドリンク剤）の混入の

有無． 3）試料⑥～⑧（外皮用薬)と試料⑨～⑮(石灰硫黄

合剤)の判別． 4）液体①及び②と試料⑥～⑧または⑨～⑮

との同一性の確認であった. 

２．装置 XRF：理学電気工業㈱製波長分散型RIX 3000型，

Ｘ線管球:バリアン社製ロジウム／クロムデュアルターゲ

ットＸ線管球，ブリケット成型器:前川試験機㈱製電動型油

圧成型機BRIQETTING PRESS TYPE.BPE-31 CAPACITY300kN，

かく拌脱泡機：キーエンス㈱製HM-500 型，ICP：日本ジャ

ーレルアッシュ㈱製. ポリスキャン61ESS型,ヒーター:コ

ーニング社製 PC-320型 

３．試薬 硫黄（結晶性，99.99 %），リン酸一水素カルシ

ウム（食品添加物）,硝酸,硫酸及び塩酸（有害金属測定用）

以上和光純薬工業㈱製．ワットマン社製セルロースパウダ

ー CF11． 

４．分析操作法 

１）XRFによるS及びCaの定量分析  

測定用錠剤の調製 試料は,S測定用として外皮用薬及び石

灰硫黄合剤を500 mg，Ca測定用として1.0 gをそれぞれ正確

にシャーレに量り，セルロースパウダーを加え正確に3.0 g

とし，中村等の方法2,3)に従ってメタノール10 mLを加え混

和後，室温で乾燥した．これをかく拌脱泡機で５分間かく

拌及び脱泡を行った後，油圧成型機を用い20 kNの圧力でブ

リケットを作成した． 

検量線 定量用標準試料として結晶性硫黄及びリン酸一水

素カルシウムを用い， S 及び Ca としてそれぞれ

50,100,200,300 mgをシャーレに正確に量り，セルロースパ

ウダーを加えて正確に3.0 gとしてブリケットを作成し，

XRFを用いて測定し,検量線を作成した． 

測定条件 ①Ｓ:Ｘ線励起 ターゲット：ロジウム，管電

圧:30 kV，管電流:30 mA．１次フィルター：OUT．光学系ア

ッテネータ：1/1，スリット：FINE，分光結晶：ゲルマニウ

ム，検出器：ガスフロープロポーショナルカウンター(F-PC)，

計数管ガス：PRガス．波高分析器(PHA):ローレベル

(L.L.);140，アップレベル(U.L.);270，スキャン：S(S-K

α ), ピーク回折角 (2 θ ) 及 び測定時間： 110.820 

degree(deg)-40 sec ， バックグラウンド (BG)1 及 び

2:108.995 deg-5 sec及び112.200 deg-5 sec，Ｘ線照射面

積：30 mm，雰囲気：Vacuum，試料ホルダースピン：有． 

② Ca：PHA条件 L.L.：150，U.L.：260． スキャン:Ca(Ca-K

α),ピーク回折角(2θ)及び測定時間：61.980 deg-40 sec，

BG1及びBG2:61.29 deg-5 sec及び62.810 deg-5 sec,他の条

件はSに同じ． 

２） ICPによる分析  

試験溶液の調製 試料2 mLに硫酸２滴を加えヒーターを用

いて加熱濃縮後室温まで放置した後,王水2 mLを加え一夜

放置する．突沸に注意しながら徐々に昇温し約160℃で加熱

し,液が澄明になったら塩酸1滴ずつを繰り返し加え,沈殿

物が白色化しかつ浮遊する硫黄がほぼなくなるまで続ける．

冷後水を加え正確に10 mLとした後ろ過し，試験溶液とした． 

測定条件 Reflect Power(W):1150,Torch Gas Flow:High 

Flow,Auxiliary Gas Flow (L/min):1.0,Nebulizer Pressure 

(Psi):15, Frash Pump Rate(RPM): 200, Analysis Pump Rate 

(RPM): 100, Wavelength(nm): Zn 213.8, K 766.4, Sr 407.7. 

３) XRFによるSr,Zn,Kの分析  

 ICPによる金属の一斉分析の結果をもとに試料の含量に

差異の見られたSr,Zn及びKについて半定量分析を行った． 

鑑定用試料の調製 送付された各試料150 µLを専用ろ紙に

均等に塗布し，風乾後ポリプロピレン膜を被せ専用のチタ

ン中空カップにセロファンテープで固定した． 

測定条件  ①Sr: Ｘ線励起 ターゲット:ロジウム,管電圧

50 kV,管電流:50 mA,１次フィルター:OUT.光学系 分光結

晶:LiF1(200),検出器:SC.波高分析器L.L:100,U.L.:300. 

スキャン：ステップスキャン,開始回折角(2θ)24.000 deg,

ピーク回折角25.130 deg,終了回折角：27.000 deg,ステッ

プ:0.005 deg,測定時間:2.0 sec. Ｘ線照射測定径:φ30 mm,

雰囲気:Vacuum,試料ホルダースピン:有. 

②Zn: 開始回折角(2θ)40.000 deg,ピーク回折角41.708 

deg,終了回折角：44.000. その他の条件はSrに準じた． 

③K: 検出器:PC.開始回折角(2θ)135.000 deg,ピーク回折

角136.708 deg,終了回折角：139.000 deg. その他の条件は

Srに準じた． 

結果及び考察 

 鑑定は試料中の各種金属の含有量の比較により行った． 

１．XRFによるS及びCaの分析 外皮用薬及び石灰硫黄合剤

の主成分であるS及びCaは高濃度であることが予測された

ためXRFを用いた分析が最適と考えた． 

1) 検量線及び添加回収実験 S及びCaのそれぞれ約1～10%

の標準試料による検量線の直線性は良好であった．次に添

加回収実験を試みた．すなわち，Sは外皮用薬500 mgに硫黄

100 mg,Caは外皮用薬1.0 gにリン酸一水素カルシウム430 

mg(Caとして100 mg)を添加し，セルロースパウダーを加え

て正確に3.0 gとしブリケットを作成し測定した．その結果，

S及びCaの回収率はそれぞれ94.7 %(RSD 2.10%,n=5)及び

103.2%(RSD 6.6%,n=5)と良好な値を得た． 

2) 定量 試料⑥の外皮用薬及び⑨の石灰硫黄合剤主成分

のS及びCa値は，⑥は32.4%及び7.35%,⑨は35.6%及び8.5%

含まれていた．いずれも⑨の石灰硫黄合剤の方がわずかに

多く含有されていたが，外皮用薬は石灰硫黄合剤に比べ結

晶が析出しやすく，開封後まもなく白濁を始め，器壁への

付着或いは沈殿が生じたことが分析値の差の一因となって

いることが推察された．同様に液体①及び②の証拠品も白

濁し，器壁への付着及び沈殿が生じていた． 

２．ICPによる微量金属の分析 微量金属分析はICP分析を

検討した．過大量のS，Caの干渉妨害により分析は困難であ

ったが，Zn，Sr及びＫの含量は試料⑥～⑧,⑨～⑮の間に差

異があることが示唆された．そこでこれら３種類について

XRFで分析を試みた． 

３．XRFによるZn,Sr及びKの分析 Fig.1にXRFにより得られ

たKのスペクトルを示した.XRFでは通常の定性分析の測定 
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Fig. 1. X-ray Fluorescent Spectra for Potasium Kα  

a : Evidence Drunk by the victim   

b : Healthy Drink   

c : Cutaneous Drug 

d : Aguricultural Fungicide A 

 

条件では定量分析の場合検出感度が不足した．しかしこの

３金属に対象を絞り，分析条件を個々の金属毎に適した設

定とするとともに積算時間を長くすることで，高感度に測

定することが出来た．高感度のためノイズの大きいチャー 

トとなったが，液体①の値を基準とし，Zn,Sr及びKについ

て各金属の強度比を求め，縦軸を強度比としてグラフ化し

ところFig.2 に示したとおり各試料間に特徴が認められた．

その結果，鑑定依頼の液体①及び②の同一性については，

Zn,Sr及びKの３種類の金属の含有は濃度及びパターン共に

きわめてよく相似していた．また他の対照品の試料のパタ

ーンとは明らかに異なっており，犯行に用いられた液体と

被疑者宅から押収された液体が同一である可能性が強く示

唆された．また液体①にドリンク剤（③～⑤）が混入して

いる可能性については，もし混入があれば①のグラフは②

より低くなるはずであるがほぼ重なっている．また，パタ

ーンも③～⑤に近づくはずであるが,まったく異なってい

ること等から混入の可能性は少ないと考えられた．外皮用

薬（⑥～⑧）及び石灰硫黄合剤（⑨～⑮）の判別について

は，試料⑥のZnが高いことを除き，全体的なパターンとし

てみれば試料⑥～⑧及び⑨～⑮との違いは明らかであった．

特にKは,外皮用薬に硫化カリウム0.03 %が処方されている

ことに起因して⑥～⑧全ての試料から検出され，石灰硫黄

合剤では試料⑨を除けばほとんど検出されなかった．Zn含

量については石灰硫黄合剤はいずれも外皮用薬の半分程度

であった．また，石灰硫黄合剤のSrは外皮用薬と比較する

と，同程度のグループと多いグループに二分された． 

証拠品の液体①及び②は，対照品である⑥～⑧の外皮用薬

及び⑨～⑮の石灰硫黄合剤のどちらと同一かについては，

外皮用薬３件のうち⑦，⑧の２件では水平に近いパターン

を示したことから外皮用薬により近いと考えられた．また

液体①及び②の３種類の金属含量が試料⑦及び⑧よりも明

らかに高かったことについては，液体②が容器を開封後長 
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Fig. 2. Relative Co- Intensity for The Concentration of 

Potasium, Zinc and Storontium in Samples 

① : Evidence Drunk by the victim 

② : Evidence Seizured at a supected person's house 

③-⑤ : Healthy Drink 

⑥-⑧ : Cutaneous Drug 

⑨-⑮ : Aguricultural Fungicide 

 

期間にわたり経時，保管されたため，水分の蒸発により濃

縮されていたことが原因と考えられた． 

 

ま と め 

 異物混入ドリンク剤による殺人未遂事件に関し，証拠品

２件の同一性及び対照品の分析と鑑定をXRFを用いて行っ

た．高濃度の主成分S及び，Caの定量分析は良好な結果を得

た．微量金属の分析はICPで試みたところCaの干渉妨害で測

定不能であったが，Zn,Sr及びK含有量に試料毎の有意差を

見いだした．これら金属について干渉妨害の無いXRFによる

測定を行ったところ，測定限界以下の濃度のため定量分析

は不可能であったが，相対強度比は安定した値を得ること

ができ，良好に試料を鑑定することができた． 
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