
Ⅱ－４ アルキルフェノール類の分析法の検討及び

下水処理場における実態調査
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河野里名 石井祐子 古谷達夫

１ はじめに

環境ホルモン物質の１つである、 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙは工業用洗剤として広く用いられており、下水処4-

理場流入水に高濃度で検出されている。そのため、試験係では、区部処理場における ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰ4-

ﾙの実態調査を行うため を使った分析法の検討に着手した結果、精度の高い分析手法をGC/MS

確立した。

本手法は、下水中に検出する割合の高い ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ、ﾋﾞｽｰﾌｪﾉｰﾙ も同時に前処理を行うこt- A

とが可能であることから、分析時間の短縮、分析費用の削減が期待できる手法である。

試料２ 分析法の検討

流入水、処理水２．１ 試薬及び器具

ろ過（１）試薬

ろ紙
ｱﾙｷﾙﾌｪﾉｰﾙ類標準試薬： 社製Riedel-dehaen

ろ液
ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ 標準試薬： 社製A Riedel-dehaen

超音波抽出内部標準物質： 社製Aldrich Chem

：メルク社製BSTFA

ろ過ｱｾﾄﾝ、ﾒﾀﾉｰﾙ： 関東化学製ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙ試験用

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ：関東化学製 残留農薬試験用

（２）装置、器具

固相抽出超純水製造装置：オルガノ社製 ｰPURIC MX

濃縮装置： 社製 ｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾀWaters sep-pak
乾燥固相ｶｰﾄﾘｯｼﾞ： 社製Waters Oasis HLBplus

精製用ｼﾘｶ： 社製 ｼﾘｶWaters sep-pakplus

第１分画 第２分画ガラス器具 ： 度にて８時間以上焼いたもの200
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ） ｱｾﾄﾝ）ガラス繊維ろ紙： 社製 口径１μｍWhatman GF/F（ ） （ （

t- Aｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ

内標２．２ 分析操作
4-ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ

BSTFA( )前処理方法1

濃縮 濃縮分析操作フローを図 １に示す。.

スタンダードの調整方法は、超純水１Ｌに対し

定容 定容それぞれの濃度が ～ μ になるように0.02 1.0 g/l

標準試料を添加する。下水試料の調整方法は、ガ

測定 測定ラス繊維ろ紙を用いてろ過を行う。ろ紙はアセトン

図.１ 操作フロー10ml を加え超音波抽出行い、抽出後のアセトン

（1）
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は、シリカカラムを用いてろ過をする。この操作を２回行い、ろ液に加える。

調整した標準試料、サンプルは、事前にアセトン 、メタノール 、超純水 でコ50ml 40ml 25ml

ンディショニングを行った固相カートリッジに、流速 分でコンセントレーターを用いて通20ml/

水する。通水後 メタノール を固相に通水して夾雑物を除去する。窒素を通気させて、20% 20ml

固相を乾燥する。乾燥後ジクロロメタン で ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ、 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙを溶出させ、その後に10ml t- 4-

10ml A 10mg/l同じ固相にアセトン を通し、ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ をで溶出させる。溶出液に内部標準物質

を μ 添加後に、 を加え、トリメチルシリル化を行う。窒素気流下で に濃縮後、20 l BSTFA 1ml

にて測定を行う。GC/MS

( ) 分析条件2 GC/MS

： サーモクエスト社製 ＭＳGC/MS trace

キャピラリカラム： 製 （幅 長さ 膜厚 μ ）HP HP5 traceAnalysis 0.25mm 30m 0.25 m

注入口温度： 度 検出器温度： 度 インターフェース温度 度280 280 :280

2 l注入量： μ

注入方法：スプリットレス

昇温条件： 度－( 度 分)－ 度－(５度 分)－ 度－( 度 分)－ 度 (５分)50 50 / 130 / 210 50 / 280

測定イオン 定量ｲｵﾝ( ) 参照ｲｵﾝ( )T Q

t- 207 208ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

4- 207 208ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ

- A 357 358ﾋﾞｽ ﾌｪﾉｰﾙ

ｱﾝﾄﾗｾﾝ ( ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ、 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙの内部標準物質)d10 188 t- 4-

ﾌﾙｵﾗﾝﾃﾝ (ﾋﾞｽ ﾌｪﾉｰﾙ の内部標準物質)d10 212 - A

２．３ 結果と考察

（１） クロマトグラム

ｱﾙｷﾙﾌｪﾉｰﾙ類、ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ と内標２物質のトータルイオンクロマトグラム（ ）を図 ２に示A TIC .

す。 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙは多くの異性体から構成される複合ピークとなり、その他の ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ、ﾋﾞｽｰﾌ4- t-

ｪﾉｰﾙＡ、内標２物質は単ピークとなった。

図.２ アルキルフェノール類のトータルイオンクロマトグラム
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（２） ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙの定量方法4-

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙの定量イオンのイオンクロマトグラム4-

を図 ３に、小台処理場処理水のクロマトグラムを.

図 ４に、流入水のクロマトグラムを図 ５に示す。. .

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙのイオンクロマトグラムは、図 に示4- .3

すとおり複合ピークとなり、このような異性体は、

物質の濃度を変えても異性体ごとの面積比率は一定

であるため、未知試料の定量を行う際、複合ピーク

4-ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ標準物質の全体、もしくは１つのピークを使って得られる濃度 図.３

ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾑはすべて同じになる。

しかし、図 ４に示すように、放流水のイオンク.

ロマトグラムでは、異性体ごとの比率が標準物質の

。 、比率と異なる場合が見られる このような試料では

表 １に 示したように、ピークごと(Ａ～Ｄ)とピー.

ク全体( )についてに検量線を作成し、濃度を求めE

ると、 μ ～ μ となり、ピークごと0.15 g/l 0.86 g/l

で定量値に大きな差が出ることがわかった。

なお、この定量に用いた検量線は、図 ６に示す.

図.４ 小台処理場放流水のとおり、相関係数はすべて と高い直線性があ0.999
4-ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙのｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾏﾑるため、検量線に問題はなく、流入水では、図５に

示すとおり、このようなピークの形状の変化は見ら

れないことから、下水処理過程での影響と考えられ

るが、原因については不明である｡

以上のことから、 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙの定量方法について4-

は、Ｅの異性体すべてのピークを積分する方法で求

めた濃度が、５つの定量方法の中間値となり、真値

4- -と大きくずれていないと考えられるため ﾉﾆﾙﾌｪﾉ、

図.５ 小台処理場流入水のﾙの定量方法は、すべての異性体のピークから作成

4-ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙのｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾑした検量線で行うことにした。

表.１ ピーク区分ごとの濃度

ピーク区分 濃度(μ )g/l

0.34Ａ

0.45Ｂ

0.86Ｃ

0.15Ｄ

図.６ピーク区分ごとの4-ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙの検量線Ｅ 0.35
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（３）検量線の作成

検量線は、強度比（クロマトグラムから得られた対象物質の面積値／内部標準物質の面積値）

。 、 。と濃度で作成した 今回の測定の濃度ごとの強度比と変動係数を表 ２に 検量線を図 ７に示す. .

なお、データは の平均値である。n=3

表.２ 標準試料の強度比と変動係数

t- 4- - A濃度 ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ ﾋﾞｽ ﾌｪﾉｰﾙ

強度比 変動係数 強度比 変動係数 強度比 変動係数(μ )g/l

0.05 0.32 3.0 0.13 2.0 0.05 2.2 %％ ％

％ ％ ％0.20 1.30 4.5 0.42 4.7 0.31 5.1

％ ％ ％0.50 3.27 7.8 0.97 4.4 0.91 0.6

％ ％ ％1.00 7.16 3.9 2.07 6.6 2.01 3.9

、 。 、 、３物質の検量線は ともに高い相関係数が得られた また 変動係数もすべて 以下であり10%

再現性の高い分析法であることがわかった。

（４）検出下限値および定量下限値

本測定の検出下限値及び定量下限値を表.３に示す。

今回の分析では、定量下限値付近の標準液及びブランクを３回測定したときの標準偏差の高い方

の３倍を検出下限値、１０倍を定量下限値とした。

表 ３に示すとおり、３物質とも、両目標値を下回っており、本手法が高い精度管理のもとで行.

われていることが確認できた。

表.３ 本測定における検出下限値及び定量下限値

検出下限値 目標検出下限値 定量下限値 目標定量下限値

(μ ） (μ ）(μ ） (μ ）g/l g/l g/l g/l

t- 0.003 0.1 0.008 0.3ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

4- 0.043 0.1 0.144 0.3ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ

- A 0.002 0.01 0.005 0.03ﾋﾞｽ ﾌｪﾉｰﾙ

図．７　ｱﾙｷﾙﾌｪﾉｰﾙ類とﾋﾞｽ-ﾌｪﾉｰﾙAの検量線
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（５）固相回収率

回収率は、各濃度別の固相の強度比を直打ち強度比で割って求めた。

表.４固相抽出による回収率

t- 4- - A標 準 物 ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ ﾋﾞｽ ﾌｪﾉｰﾙ

直打ち 固相 回収率 直打ち 固相 回収率 直打ち 固相 回収率質濃度

強度比 強度比 ( ) 強度比 強度比 ( ) 強度比 強度比 （％）(μ )g/l % %

0.2 1.47 1.30 88.4 0.46 0.42 91.3 0.34 0.31 91.2

1.0 7.64 7.16 93.7 2.41 2.07 85.9 2.57 2.01 78.2

2.0 16.77 14.85 88.6 5.24 4.68 89.3 5.50 4.98 90.5

90.2 88.8 86.6平均

表 ４のとおり、 物質ともに回収率の平均は 以上となった。下水道における内分泌攪乱. 3 85%

、 、 、物質調査マニュアルによると 液－液抽出における回収率は ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙt- 79% 4- 68%

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ ％となっているため、固相抽出の法が３物質ともに高い回収率となることが確認A78

できた。また、濃度を変えてもほぼ一定の割合での回収率されていた。

３ 下水処理場における実態調査

３．１ 分析結果

検討した分析結果を用いて中川処理場、小台処理場について調査を行った。流入水は沈砂池後

の水、処理水は塩素接触前の水を用いた。表 ５に両処理場の流入水と放流水の分析結果と下水.

処理工程における除去率を示す。

表.５ 中川処理場、小台処理場流入水、放流水の測定結果

t- 4- - Aｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ ﾋﾞｽ ﾌｪﾉｰﾙ

除去率 除去率 除去率濃度 変動係数 濃度 変動係数 濃度 変動係数

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )(μ ) (μ ) (μ )g/l g/l g/l% % % % % %

20.8 89.3 80.4
小台処理場 流入水 0.24 7.5 3.28 2.1 0.92 2.6

0.19 0.5 0.35 2.7 0.18 1.8放流水

0.12 6.4 2.74 1.0 0.93 4.1中川処理場 流入水
93.4 84.9

放流水 0.07 0.6 0.18 2.7 0.14 1.1
41.7

３．２ 結果及び考察

表 ５のとおり、流入水、放流水の変動はすべて ％以下であり、精度の高い分析値が得られ. 10

た。下水処理の工程によるｱﾙｷﾙﾌｪﾉｰﾙ類の除去率は、 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ、ﾋﾞｽ ﾌｪﾉｰﾙ は ～ ％と、4- - A 80 90

高い除去率であったが、 ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙは に満たない除去率であった。t- 50%
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４ まとめ

１）３物質ともに、 ～ の高い相関を示す検量線が得られた。0.999 1

２）検出下限値、定量下限値は、３物質とも両目標値を十分満たす分析が行うことができた。

３）固相抽出の回収率の平均は３物質ともに ％以上であり、液－液抽出よりも高い回収率と85

なった。また、濃度を変えても回収率の変動は少なかった。

４）変動係数は標準試料、下水試料ともに 以下であり、夾雑物の多い下水試料においても10%

安定した分析を行う事ができた。

５）下水処理工程による除去率は、 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ、ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ が ％以上となり、下水処理工程4- A 80

においてかなり除去されていることが確認できた。しかし、 ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙは 以下の除去率t- 50%

となった。

以上のことから、下水中のｱﾙｷﾙﾌｪﾉｰﾙ類とﾋﾞｽ ﾌｪﾉｰﾙ について、本手法を使って、分析する- A

ことにより、再現性がよく、精度の高い分析が可能であることが確認できた。
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