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水道水の異臭味の多くはかび臭や土臭であり､1970年代

後半からその対策が必要とされてきた1)｡厚生省の調査に

よる全国の水道における最近の異臭味水被害人口は､昭和

61年度で約1,400万人､平成2年度で約2, 100万人2)､高度

浄水処理が導入されはじめた平成5年度でも約1, 100万人3)

とされている.これに加え､国民のより安全で良質な飲料

水に対するニーズの高まりを背景として､平成4年に水道

法水質基準の大幅な改正が行われ､同時に､水質基準を補

完する項目として､おいしい水など､より質の高い水道水

の供給を目指すため13種の快適水質項目について目標値が

定められた4)｡快適水質項目には､異臭味関連項目として

2-メチルイソボルネオ-ル(2-MIB)及びジェオスミン

の2種のかび臭原因物質(Fig.1)が含まれている｡ 2-MIB

及びジェオスミンは､湖沼やダム湖などの閉鎖性の強い水

域に生息する藍藻類､放線菌及び真菌によって産生され､

かなりの低濃度でも不快な臭気を感じる原因となる｡これ

ら両かび臭物質の除去には活性炭注入を導入した高度浄水

処理が有効であるが､凝集沈殿及び急速ろ過による通常の

浄水処理ではその除去は困難である｡このため､一般の浄

水場ではかび臭対策として一時的な活性炭注入を行ってい

るのが現状である｡ 2-MIB及びジェオスミンについては､

浄水処理方法の違いにより2種類の目標値が設定されてお

り､粉末活性炭処理の場合20ng/l以下､粒状活性炭処理等

恒久施設の場合には､ 10ng/l以下という低い値である｡両

かび臭物質の分析にあたっては､目標値の1/10までの定

量が必要とされていることから､高感度な測定装置や高倍

率の濃縮法が必要となる｡

Fig.1 Structure of Musty Odor Substances

かび臭物質の公定分析法には､パージ&トラップ/ガスク

ロマトグラフ-質量分析(P&T/GC-MS)法及び固相抽出/

GC-MS法がある｡P&T/GC-MS法は試料中の目的成分の

全量がGCに導入されるため､高感度な測定が可能である｡

しかし､ 1件あたりのコストが高く､システムが非常に複

雑であり､P&Tラインへのかび臭物質の吸着によるメモリ

ー現象やライン内での熱分解､塩折のため試料に添加した

塩化ナトリウムの析出によるラインの目詰まりなどのトラ

ブルを起こしやすい7)｡また､固相抽出/GC-MS法は､大

容量の水試料に適用でき操作は簡便であるが､抽出液の一

部しかGCに注入できないため､検出感度は低い｡

最近､水中の微量成分を､溶媒を用いず簡便かつ高倍率

に吸着濃縮できる固相マイクロ抽出法(SPME)が開発さ

れ､環境水中の化学物質の分析に適用されはじめている

8～13)｡しかし､この方法は､マイクロシリンジ様の固相を

直接水試料に浸すことにより目的物質を吸着させるため､

大容量の水試料に適用するには不向きであり､かび臭物質

を測定する際の感度は固相抽出/GC-MS法と同様に低い｡

今回､水道水中のかび臭物質の分析に固相抽出法と



SPME法を組み合わせた方法の適用を試みた｡すなわち､

大容量の水試料中のかび臭物質を固相抽出により濃縮した

のち､その溶出液についてSPMEによる吸着を行いGC-MS

で定量する方法であり､その基礎的諸条件を検討した結果､

水道水中のかび臭物質をより高感度に分析する方法を確立

したので報告する｡

方　　　　　法

1.試　　薬

和光純薬工業㈱製の2-MIB､ジェオスミン標準液(0. 1mg/

ml)を標準原液とし､適宜アセトンで希釈､混合して標準

溶液を調製した｡

林純薬工業㈱製のジェオスミン-重水素置換体(ジェオス

ミン-d3)標準液(1.0mg/ml)を内部標準原液とし､適宜ア

セトンで希釈して､内部標準溶液を調製した｡

塩化ナトリウムは和光純薬工業㈱製の残留農薬試験用を

300℃で2時間加熱処理したものを使用した｡

ジクロロメタン､アセトン､メタノールは和光純薬工業

㈱製の残留農薬試験用を使用した｡

2.固相カラム

Waters社製のスチレンジビニルベンゼン共重合体ミニカ

ートリッジカラム(Sep-PakPulsPS-2)をジクロロメタ

ン､アセトン､メタノール､脱イオン水の順に各5mlを2

ml/minの流速で通過させてコンディショニングしたのちに

使用した｡

3. SPME

スペルコ社製の手動サンプリング用SPMEホルダーに､

85μmポリアクリレート(PA)､100μmポリジメチルシロキ

サン(PDMS)､ 65μmPDMS/ジビニルベンゼン(DVB)及

び7 μraPDMSの4種のPDMSファイバーをそれぞれ装着

して使用した｡

4.装　　置

固相抽出装置はWaters社製の加圧式固相抽出用定量ポン

プ(Sep-Pak Concentrator)を使用した｡

GC-MSは島津製作所製のQP-5000シリーズを使用した｡

測定条件はTable 1のとおりである｡

Table 1 GC-MS Conditions

5.分析操作

種々の条件を検討した結果､確立した分析操作は次のと

おりである｡

試料水11に内部標準物質としてジェオスミン-d3を20ng添

加したのち､固相カラムに10ml/minの流速で通過させ､試

料水中のかび臭物質を抽出する｡次に固相カラムを遠心分

離及び窒素を通気することにより完全に乾燥させたのち､

アセトン2mlによりかび臭物質を溶出する｡溶出液を窒素

気流下で0.5mlとしたのち､30%塩化ナトリウム溶液により

10mlに定容する｡この溶液をテフロン回転子とともにバイ

アル瓶に入れ､これにSPMEホルダーに装着した100μ

mPDMSファイバーを挿入して､ 20分間マグネティックス

ターラーで攪拌しながらかび臭物質をSPMEに吸着させる｡

Scheme 1 Analytical Procodure of Musty Odor

Substances



SPMEをGC注入口に挿入して2分間加熱脱着を行い､か

び臭物質をGC-MSに導入する(Scheme 1)｡

結果及び考察

固相抽出法とSPMEを組み合わせて水道水中のかび臭物

質を分析する際の種々の条件､すなわち固相カラムからの

かび臭物質の溶出条件､使用するSPMEファイバーの種

類､かび臭物質のSPMEへの吸着時間､吸着に及ぼす塩析

効果､吸着における有機溶媒量の影響､ SPMEからの加熱

脱着条件などを検討した｡以下に個々の検討結果を述べる｡

1.固相カラムからのかび臭物質の溶出条件

かび臭物質を固相カラムにより抽出する場合には､充てん

剤としてオクタデシル基を化学結合したシリカゲルまたはス

チレンジビニルベンゼン共重合体が用いられている14､15)｡本

研究で用いた固相カラムは後者を充てんしたものであり､

溶出溶媒としては一般にジクロロメタンが用いられる｡本

法では､固相カラムから溶出したかび臭物質を次にSPMEに

吸着させるが､吸着操作は水溶液について行う必要があり､

ジクロロメタンなどの非水溶性溶媒を用いてかび臭物質を

溶出した場合には､溶媒を水に転換しなければならない｡

非水溶性溶媒から水への溶媒転換は､溶媒を完全に揮散･

乾固させたのち､残留物を水に溶解するのが通常である｡

しかし､ここで分析対象とするかび臭物質は揮発性である

ため､溶媒を完全に揮散･乾固させるとそれらを損失する

危険をともなう｡従って固相カラムからのかび臭物質の溶

出に用いる溶媒は水溶性であることが望ましい｡そこで､

固相カラムからかび臭物質を溶出する際に用いる水溶性溶

媒としてメタノール及びアセトンを用い､溶出溶媒の最小

必要量の検討を行った｡

かび臭物質水溶液(25μg/l)200mlを､固相カラムに10ml/

minの流速で通過させてかび臭物質を抽出したのち固相カラ

ムを完全に乾燥させた｡これについてメタノール及びアセ

トンの使用量を1～8mlの間で変化させて溶出を行い溶出

液をGC-MSに導入し､得られたピーク面積を比較した｡

その結果､両かび臭物質ともメタノールでは4mlで約80

%が溶出されたのに対し､アセトンでは2mlで90%以上が

溶出されたため､使用溶媒量と窒素気流下での濃縮に要す

る時間とを考慮してアセトン2mlにより溶出することとし

た｡

2. SPMEファイバーの選択

かび臭物質水溶液(1.0μg/l) 10mlについて､ 85μmPA､

100μmPDMS､ 65μmPDMS/DVB及び7 μmPDMSファイ

バーの4種類のPDMSファイバーを用いて分析を行い､モ

ニターイオンのピーク面積を指標として最適なPDMSファ

イバーの検討を行った｡なお各種PDMSファイバーによる

かび臭物質の吸着時間は30分間とした｡

Fig. 2に示すとおり､ 2-MIBについては､ 4種のSPME

ファイバーのうち100μmPDMSで最も大きなピーク面積が

得られた｡ジェオスミンについては､7μmPDMSを除く3

種類のSPMEファイバーでピーク面積に大きな差は認めら

れなかった｡同じPDMSでも液相の薄いものでは､かび臭

物質はほとんど吸着されなかった｡これらの結果より､ 2

種のかび臭物質の吸着には､100μraPDMSファイバーが最

も有効であることがわかった｡以後のSPMEによる検討に

は100μmPDMSファイバーを用いることとした｡

Fig.2 Chromatograms of Musty Odor Substances on
VarioUs Fibers

Fig.3 Adsorption-Time Profiles

3.かび臭物質のSPMEへの吸着時間の検討

かび臭物質水溶液(1. 0μg/l)10mlについて､SPMEによ

る吸着時間を1～60分間の間で変化させてかび臭物質の吸

着を行い､GC-MSに導入して得られたピーク面積を比較し

た｡Fig. 3に示すとおり､ピーク面積を指標としたかび臭

物質の吸着量は2-MIBではほぼ40分間で平衡状態に達した



が､ジェオスミンでは60分間でも平衡状態に達しなかった｡

本法での定量は､ジェオスミン-d3を用いた内部標準法によ

り行っているため､定量値の再現性は絶対検量線法と比べ

大きく改善されている｡吸着時間の設定に当たっては､平

衡に達する前に吸着操作を終了しても､定量的に十分な感

度と再現性が得られるならば吸着時間の短縮が可能である

と考え､一回の測定所要時間を考慮して吸着時間は20分間

とした｡

4.かび臭物質のSPMEへの吸着に及ぼす塩析効果

かび臭物質水溶液(1. 0μg/l)10mlについて溶液中の塩化

ナトリウム濃度を0～30%の間で変化させてSPMEによる

かび臭物質の吸着を行い､GC-MSに導入して得られたピーク

面積を比較した｡

Fig. 4に示すように､塩化ナトリウム濃度の上昇ととも

にピーク面積は増加し､塩析効果が認められた｡塩化ナト

リウム濃度が30%の場合のピーク面積は､塩折を行わない

場合のそれと比べ､ 2-MIBで7.4倍､ジェオスミンでは2.0

倍と大きく増加した｡このことから､ SPMEによるかび臭

物質の吸着を行う際の試料溶液は30%塩化ナトリウム溶液

とすることとした｡

Fig.4　Effect of Sodium Chloride Concentration on the

Adsorption

5.かび臭物質のSPMEへの吸着における有機溶媒の影響

前述のように､固相抽出とSPMEを組み合わせる場合の

SPME吸着用試料は､固相カラムからの溶出に用いたアセ

トンを含有する溶液となることから､かび臭物質水溶液

1.0μg/l)にアセトンを0～20%の割合で添加したときの

SPMEによるかび臭物質の吸着率への影響を検討した｡

Fig. 5に示すとおり､ジェオスミンの場合､アセトン含

有率が5～20%の間でその吸着率はほぼ一定であり､アセ

トン無添加の場合の約92%であった｡一方､ 2-MIBの場合

には､アセトン含有率が5 %での吸着率は無添加の場合の

82%であるが､アセトンを20%添加することにより吸着率

は55%まで低下することがわかった｡また､アセトン含有

率が高くなればなるほど､SPMEファイバーの劣化が激し

いことから､試料水中のアセトン量は5%以下とした｡

Fig.5 Effect of Acetone Volume on the Adsorption

6.かび臭物質のSPMEからの加熱脱着条件の検討

sPMEでは､吸着させた対象物質をGCの注入口で加熱

脱着して分離カラムに導入するため､注入口の温度と加熱

時間が感度に影響を与える｡かび臭物質水溶液(1.0μg/l)

10ml中のかび臭物質を30分間SPMEに吸着させたのち､

GC注入口温度を170～260℃の間で変化させてGC-MSに導

入し､得られたピーク面積を比較した｡また､同様にして

注入口温度を230℃とし脱着時間を1～10分間の間で変化さ

せて得られたピーク面積の比較を行った｡

2-MIB､ジェオスミンとも注入口温度の上昇とともにピ

ーク面積は増加し､ 260℃で最大のピーク面積が得られた

が､ 230℃以上でのピーク面積の増加は微小であった｡

SPMEファイバーの使用最高温度が270℃のためそれに近い

温度での使用はファイバーの劣化を促進することから､注

入口温度を230℃に設定して加熱脱着を行うこととした｡

Fig.6 Desorption-Time Profiles

脱着時間については､ Fig. 6に示すとおり､両かび臭物



質とも1分間でほぼ完全な脱着が確認されたことから､安

全性を考慮して脱着時間を2分間とした｡なお､使用後の

SPMEは､250℃に加熱した他のGCの注入口に挿入しファ

イバーを3分間露出させて夾雑物質を加熱除去したのち､

次の分析に供した｡

7.添加回収実験と再現性

以上の検討結果に基づき前述の分析操作を確立し､添加

回収実験と再現性の検討を行った｡

脱イオン水と水道水に両かび臭物質を10ng/lとなるよう

に添加し､試料水とした｡この試料水を上述の分析操作に

従い5回くり返し測定した際の回収率及び変動係数をTable

2に示す｡回収率は2-MIB及びジェオスミンとも両試料に

ついて91～100%であり良好な結果が得られた｡また､厚生

省の通知5)では､かび臭物質の分析精度を変動係数で20%

以内とすることとされている｡ Table2に示すとおり､脱イ

オン水及び水道水のいずれの場合においても､変動係数は

10%以内であり､先の条件を満足していた｡

Table 2　Recovery of Musty Odor Substances

結　　　　　語

かび臭物質の分析に､固相抽出法とSPME法を組み合わ

せる方法の適用を試み種々の条件を検討した結果､高感度

な分析方法を確立した｡本法により､快適水質項目として

の目標値の1/10の値(1ng/l)までの定量が可能であるこ

とが確認され､水道水などを用いて求めた回収率も､十分

満足できる結果を得た｡また､内部標準物質として重水素

置換体を用いることにより変動係数で10%以下と良好な再

現性が得られた｡本法は､実サンプルに十分応用可能であ

ると考えられる｡
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英　文　要　約

A new sensitive method for determination of two musty

odor substances, 2-methylisoborneol (2-MIB) and

geosmin,in tap water was developed. The method con-

sists of the preconcentration by use of solid phase ex-

traction and solid phase micro extraction (SPME), and

subsequent analysis by gas chromatography-mass spec-

trometry.

The analytical procedure established on the basis of

the investigation of fundamental conditions, is shown

as follows; A 1000 ml oftap water sample spiked with

20 ng of geosmin-d3 as an internal standard was passed

through a mini-cartridge column packed with styrened-

ivinylbenzene copolymer gel, at a flow rate of 10 ml/min.

The musty odor substances adsorbed in the column were

eluted with 5 ml of acetone. The eluate obtained was

concentrated t0 0.5 ml under nitrogen stream and then

diluted to 10 ml with 30 % sodium chloride solution. The

SPME holder assembly fitted with poly(dimethy-

lsiloxane)-coated fibers at a thickness of 100μm was

immersed into the diluted solution, and the adsorption

of musty odor substances on the SPME fibers was per-

formed by stirring the solution with a magnetic stirrer

for 20 min. The musty odor substances adsorbed on the

SPME fibers were desorbed and injected into a gas chro-

matograph-mass spectrometer by inserting the SPME

holder assembly into the injection port heated at 230 ℃



for 2 min.

The tap water and deionized water samples spiked with

2-MIB and geosmin to be a concentration of 10 ng/l, were

analyzed by the above procedure. The recovery of two

musty odor substances was in the range from 91 to 100%.

Key words: 2-methylisoborneol; geosmin;

gas chromatography-mass spectrometry; solid phase

extraction; solid phase micro extraction


