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1. はじめに
水質管理において、水質事故への迅速な対応は極めて重要である。中でも油の流出事故は頻度も
高く、早期の原因究明が求められる。一般に油分をはじめ有機化合物の同定には、GC/MS Scan 法
による測定を行い、保持時間 (指標) ・マススペクトルをもとに定性を行うという手法が用いられる。さら
に油分については、炭化水素化合物に由来するピークのパターンを、各種油類のパターンと比較・参
照し、分類する方法が用いられる (ピークパターン解析法)。しかし、これらの手法は解析において、非
常に熟練と時間を要するため、更なる効率化・簡素化が望まれる。
近年 Scan データの解析を支援するデータベースが開発され 【使用データベース】
NAGINATA (西川計測）
ており、上述のような緊急時における定性分析の効率化を期待 【測定の流れ】
精密チューニング マススペクトル比
することができる。今回、油類 (鉱物油) の定性分析法として、
の精密な調整
データベースを用いた測定手法を検討したところ、迅速性をは
チェックサンプル測定
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じめとした本法の有用性が示唆された。
のチェック
2. 実験および考察
実試料測定(Scan法) 内部標準を添加し測定
2-1 本法に用いたデータベースおよび分析・解析条件
データベースによる
検討に使用したデータベースの概要および分析条件を Fig.1
解析
(保持時間・マス
に示す。データベースには、本分析条件下における有機化合
スペクトル・検量線)
物約 600 種についての保持時間・マススペクトル、および内部
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可能
Fig.1 に示した保持時間が固定 (リテンションタイムロッキング)
【GC/MS条件】
となるような GC/MS 分析条件で Scan 測定し、データベースによ GC : 6980A (Agilent) MS: 5973 inert (Agirent)
Colum: HP5-MS (30m×0.25mm，0.25μm) (J&W)
る解析処理を行うことで速やかに定性・定量処理ができるという Oven: 70℃(2min)→25℃/min，150℃(0min)→
3℃/min ，200℃(0min)→8℃/min，
280℃(10min)→20℃/min，300℃(5min)
ものである。本法では、データベースによる解析処理を行い、鉱 Injection
: 250℃，2μl(Splitless) Interface : 280℃
クロルピリホスメチルの保持時間が16.59min
物油の代表的な構成成分である、直鎖型飽和炭化水素 (n-パ Head Press :になるよう調整
(リテンションタイムロッキング)
MS Tuning : DFTPP Tune (精密チューニング)
ラフィン) および多環芳香族 (PAHs) の定性結果をもとに油類 Scan Range : 35～500u
Fig. 1 データベースの概要
の分類を行うこととした。
および分析条件
2-2 各種鉱物油 (参照試料) データの採取
【油類の参照試料データの採取】
実試料の定性の際に比較・参照データとして用いる
各油類 (鉱物油)
ため燃料、潤滑油およびグリースとして代表的な鉱物
の参照試料
燃料系，潤滑油系，グリース等
油を本分析条件下で測定し、データベースによる解
GC/MS Scan測定 分析条件 Fig.1参照
析処理を行った。解析結果において最も高い強度を
データベースによる
示した n-パラフィンを 100 とし、各 n-パラフィン (C10
クロマトグラム
解析処理
～C33) についてそれぞれ強度比を算出しプロットし
n-パラフィン,PAHs
ピークパターン解析用
解析処理結果
た (Fig.3)。
参照データ
まとめ※
Fig. 3 の分布図において、燃料系鉱物油である A 重
油と軽油の n-パラフィンの分布は酷似していたが、A
実試料測定データ 各参照データをもとに分類
※ 最も強度を示す化合物を100とし、各化合物のエリア強度比
重油に含まれる PAHs の定性結果に着目することで
を算出し、プロット
容易に分類が可能であった。その他についても、
Fig. 2 参照試料データ採取および分類の方法
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Fig.3 の分布の傾向から分類が可能であった。
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これらの参照データをもとに実試料中の油類
の分類を行うこととした。本法における分類方
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法の概要を Fig.2 に示す。
40
2-3 模擬試料への適用例
20
模擬試料を用い、本法の実試料測定への適
0
C10
用性を検証した。水道原水 (ダム水) に低粘
性潤滑油 (スピンドル油) を添加し、本法によ
り測定・解析を行った。なお、前処理は、溶媒
抽出法を用いた。解析を行った結果、低粘性
潤滑油の参照試料であるミシン油と n-パラフィ
ンの分布が非常に類似しており、的確かつ容
易に分類が行えた。概要および結果を Fig.4 に示す。
また、データベースによる解析結果において、試料中
に含まれていた 2 種の農薬成分についても同時に定性
処理されていた。このように、データベースを用いた解
析を行うことで、油類の分類に限らずその他の成分の
同時モニタリングおよび定性処理も可能で、本法の有
用性の一つであるといえる。本法の利点・有用性を Fig.
5 に示す。
本適用例のみならず現在、本法を水質、土壌および
食品試料にも適用しており、同様な有用性が得られて
いる。また、従来のピークパターン分析法と併せて用い
ることにより、効率的な油類の分類が可能となっている
ところである。
3. まとめ
GC/MS Scan 法による油類 (鉱物油) の迅速な定性
分析法として、データベースを用いた手法を適用した
結果、本法の迅速性および簡便性が認められた。さら
に本法は、油類に限らず試料中に含まれる成分の包
括的な把握が可能であり、緊急を要する際の定性分
析として非常に有用な一手法であることが示唆された。
今後は、鉱物油のみならず本法で測定可能な油類に
ついて、参照データを充実させるとともに、他の有機化
合物への適用性についても検証していく予定である。
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Fig. 3 代表的な鉱物油（参照試料）の
n-パラフィンの強度分布
試料：田植え時期 (5月中旬) の水試料にスピンドル油
(低粘性鉱物油系潤滑油）を添加した試料
前処理方法：ジクロロメタンを用い溶媒抽出
測定・解析：本法を適用
測定結果：データベースによる解析
○直鎖型飽和炭化水素類の検出
C13～C31 が検出
ピーク強度の分布から、低粘性潤滑油の
ミシン油 (参照試料) とよく類似
○農薬成分の検出
除草剤2成分の検出が定性結果より判明
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本法の適用例の概要と結果

【本法の利点】
油類の分類において
○測定毎の標準試料の測定が不要
リテンションタイムロッキング
チェックサンプルによる装置コンディションの管理
→ 一度測定した参照試料は以降、参照データ
として使用できる
○多環芳香族の定性も簡便に行える
○ピークパターン解析法の支援・補完
夾雑成分によりピークパターン比較が困難な場合
○簡便かつ効率的
付加価値として
○油類以外の成分も同時に定性処理
農薬成分をはじめ、データベース化された成分
について、定性情報が得られる
→ 原因不明の水質事故時の定性分析を支援

Fig. 5

本法の利点・有用性

