
船舶には，船底への貝類や藻類の付着を防止するため，

防汚塗料が使用されている．昭和30年代中頃から防汚塗

料中の防汚剤として使用された有機スズ化合物は，環境汚

染や魚介類への蓄積，巻貝類への内分泌攪乱作用等の問題

を引き起こした ．このため，近年は有機スズ化合物を含

有する防汚塗料の使用は厳しく規制されている ．有機ス

ズ化合物に代わる防汚剤には，主防汚剤に亜酸化銅を，補

助防汚剤としてピリジントリフェニルボラン，ジウロン，

イルガロール1051（以下，イルガロール）などの有機化

合物系や銅ピリチオン，亜鉛ピリチオンなどの金属有機化

合物系を加えたものが主流である ．これら補助防汚剤の

多くは，水中で光や生物によって容易に分解する特性を有

している ．しかしながら，海水や底質中から有機化合物

系の補助防汚剤であるジウロンやイルガロール等の検出例

が報告されている ．両物質は藻類等の水産生物に対す

る毒性を有しており ，食物連鎖を介した魚介類中への

蓄積も懸念されるが，魚介類中濃度の報告例は少ない ．

魚介類中濃度の実態把握に向けて，本研究では魚介類を対

象としたジウロン及びイルガロールの同時分析法を開発し

た．さらに，今回開発した分析法を用いて，北海道で流通

する魚介類15種類の分析を行ったので，その結果を合わ

せて報告する．

方 法

１．試 料

北海道で流通する魚介類15検体の可食部を試料とした．

検体の内訳を次に示す．ホタテガイ，ツブガイ，ホッキガ

イ，サンマ，タラ，スケトウダラ，ホッケ，ソウハチガレ

イ，マコガレイ，ミズタコ，ヤナギダコ，バナメイエビ，

アカスエビ，ヤマベ，ニジマス（各１検体）．また，試料

はフードプロセッサーで均質化した後，－30℃で保存した．

２．標準品・試薬

標準品には，和光純薬工業㈱製のDCMU（ジウロン）

及びAccuStandard社製のイルガロールを使用した．試

薬には，和光純薬工業㈱製のLC/MS用ギ酸，アセトニ

トリル，超純水，残留農薬・PCB試験用アセトニトリル，

試薬特級の硫酸マグネシウム，塩化ナトリウム，くえん酸

三ナトリウム二水和物，くえん酸二ナトリウム1.5水和物

を使用した．精製用ミニカラムには，Waters社製Oasis
 

PRiME HLBを使用した．

３．装 置

Agilent Technologies社製1260Infinity LCに，MS部

としてAgilent Technologies社製6490Triple Quad LC/MS

を接続したものを使用した．またホモジナイザーには

IKA社製ULTRA-TURRAX T25 basic，S25N-18G

シャフトジェネレータを使用した．

４．試験溶液の調製

均質化した試料5.0gをポリプロピレン製遠沈管に採り，

精製水5mL及びアセトニトリル10mLを加えて１分間

ホモジナイズした．この抽出液に，硫酸マグネシウム4g，

塩化ナトリウム2g，くえん酸三ナトリウム二水和物

1.0g，くえん酸二ナトリウム1.5水和物0.5gを加えて，

２分間激しく振とうした．４℃，3,300rpmで５分間遠心

分離し，アセトニトリル層を得た．残渣にアセトニトリル

10mLを加えて上記と同様の操作を行い，アセトニトリ

ル層を合わせた後，20mLに定容した．この溶液2.0mL

を採り，ギ酸25μL，水225μL，アセトニトリル250μL

を加えて混合した後，OASIS PRiME HLBに全量負荷し，

１～２mLのフラクションを回収した．この溶液200μL

に超純水800μLを加えて混合した後，15,000rpmで10

分間遠心分離し，得られた上清を試験溶液とした．

５．検量線の作成

ジウロン及びイルガロールをメタノールで溶解し，それ

ぞれ100μg/mLの標準原液を調製した．この標準原液を

混合し，ジウロン及びイルガロールを各5μg/mL含む混

合標準溶液を調製した．この混合標準溶液をメタノールで
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希釈し，0.04～2.0ng/mLの範囲で検量線を作成した．

６．LC-MS/MS分析条件

１）LC条件

分析カラムにはAgilent  Technologies社製Eclipse
 

Plus Phenyl Hexyl（3.5μm，2.1×100mm）を使用した．

カラム温度は40℃，移動相はＡ液0.1％ギ酸とＢ液アセト

ニトリルによるグラジエント溶出とし，その条件は０分

（Ｂ液20％）－２分（Ｂ液20％）－４分（Ｂ液30％）－12分

（Ｂ液90％）－20分（Ｂ液90％）－21分（Ｂ液20％）－31

分（Ｂ液20％）とした．流量は0.3mL/min，試料注入

量は5μLとした．

２）MS/MS条件

イオン化法はエレクトロスプレーイオン化法（ESI），

イオン化モードはポジティブ，分析モードは多重反応モニ

タリング（MRM）で分析を行った．ドライガス（N ）

は温度200℃及び流量20L/min，ネブライザーガス

（N ）は圧力50psi，シーズガス（N ）は温度400℃及び

流量12L/min，キャピラリー電圧は3.0kVに設定した．

MRM 条件は表１に示した．

７．添加回収試験

ホタテガイ，ツブガイ，サンマ，タラ（各 n＝5）を対

象に，ジウロン及びイルガロールが各0.01μg/gとなる

ように混合標準溶液を添加して30分間静置した後，試験

溶液の調製操作を実施する添加回収試験を実施した．

８．魚介類15試料の分析

魚介類15検体の可食部（各 n＝1）について，前述した

手順に従い試験溶液を調製し，LC-MS/MS分析に供した．

結果及び考察

１．LC条件の検討

HPLCカラムには，オクタデシル化シリカゲルカラム

（ODSカラム）とフェニルヘキシルカラムを検討した．得

られたクロマトグラムのピーク形状や強度に大きな差異は

認められなかった．しかし，保持時間の差は大きく，分離

度RsはODSカラムで1.3，フェニルヘキシルカラムで

3.0と算定され，後者のみ両ピークを完全分離（Rs≧1.5）

することができた．このため，フェニルヘキシルカラムを

使用することとした．

２．抽出方法の検討

迅速な分析法とするため，抽出と塩析を同時に行う

QuEChERS EN15662 （以下，EN法）に準じた抽出法

を検討した．試料10gにアセトニトリル10mLを加えて

ホモジナイズを行うと，シャフトへの固形物付着が認めら

れ，回収率の低下が懸念された．そこで，試料5gに対し

て水5mL，アセトニトリルを10mL加えてホモジナイズ

を行うことで付着による影響を抑制した．塩析に用いる塩

化ナトリウム量をEN法の1gと２倍量の2gで比較を

行ったところ，回収率の差はほとんど認められなかったが，

2gの方が有機層と水層の分離が明瞭となり，操作性が向

上した．さらに，抽出回数を２回とすることで回収率は向

上し，一例としてタラ試料ではジウロンで５％，イルガ

ロールで10％向上した．

３．精製方法の検討

LC-MS/MSによる分析では，リン脂質によるマトリッ

クス効果が指摘されている ．そこで，中性脂質に加えて

リン脂質の除去が可能なPRiME HLBを用いた抽出溶液

の精製を検討した．この固相抽出は，酸性条件下で効果的

にリン脂質の除去が行われるため，抽出液を１％ギ酸酸性

とした．次に，ジウロン及びイルガロールの溶出に最適な

アセトニトリル濃度を検討した．両物質を各1.0ng/mL

含む１％ギ酸含有のアセトニトリル-水混液（10：０，

９：１，８：２，７：３，６：４，４：６，２：８；すべ

てv/v）を調製し，PRiME HLBに負荷して１～２mLの

フラクションを採り，回収率を比較した（図１）．この結

果，アセトニトリル：水比が９：１～８：２で両物質とも，

ほぼ100％の回収率が得られた．試料の分析では，抽出溶

液（アセトニトリル）を希釈して精製溶液とする．実試料

抽出溶液は若干の水分を含むため，想定した希釈濃度より

も低くなることが考えられる．そこで，アセトニトリル：

表1 分析対象化合物のMRM条件

定量イオン 確認イオン

化合物名
プリカーサーイオン

(m/z)
プロダクトイオン

(m/z)

コリジョンエナジー

(V)

プロダクトイオン

(m/z)

コリジョンエナジー

(V)

ジウロン 233 46 12 72 25

イルガロール 254 198 17 108 33

図1 PRiME HLB精製におけるアセトニリル：水比の
影響
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水比が９：１となるように精製溶液を調製することとした．

本精製法により得られた試験溶液のマトリックスによる

影響を確認するため，混合標準溶液をジウロン及びイルガ

ロール各0.4ng/mL（0.01mg/kg相当濃度）となるよう

にメタノールまたは両物質が含まれていないホタテガイ，

ツブガイ，サンマ，タラより調製した各試験溶液（マト

リックス溶液）でそれぞれ希釈し，LC-MS/MSにより分

析を行った．メタノール希釈溶液のピーク面積に対する各

マトリックス溶液による希釈溶液のピーク面積率をマト

リックスの影響とした．その結果，ジウロン，イルガロー

ル共に99～102％（平均100％）であり，マトリックスに

よる影響は認められなかった．例として，図２に標準溶液，

ホタテガイ及びサンマから調製した試験溶液のクロマトグ

ラムを示した．

４．添加回収試験

本分析法の性能評価のため，添加回収試験を実施した

（表２）．各試料の回収率は，ジウロンで75～88％，イル

ガロールで76～85％であり，回収率の許容範囲の目安で

ある70～120％ を満足した．また，変動係数はジウロン

で3.4～6.6％，イルガロールで1.8～5.7％であり，良好

な結果であった．定量下限値は，両物質共にいずれの試料

でも S/N 比10以上を満足したため，0.001μg/gとした．

５．魚介類15試料のジウロン及びイルガロール分析結果

今回開発した分析法を用いて，北海道で流通する魚介類

15試料中のジウロン及びイルガロールを分析した．その

結果，いずれの試料からも両物質は検出されなかった．こ

れら15検体の試験溶液調製において，試料の違いによる

操作性の差は認められず，LC-MS/MSにおいても良好な

測定が可能であったことから，迅速に両物質の同時分析が

可能な本法は，有益な分析法であると考えられた．

今後は，北海道に流通する魚介類のジウロン及びイルガ

ロールの含有濃度の実態解明のため，更なるデータの蓄積

を行っていきたい．
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