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１．はじめに  
 環境基準項目であるチウラムとシマジン・チオ

ベンカルブは、環境庁告示第 59 号により、固相

抽出法が適用されており、どちらも固相抽出管に

はスチレン－ジビニルベンゼン共重合体（ポリス

チレン系充てん材）の使用が規定されている。  
 今回分析に必要な試料量の減量と分析工程の省

力化を目的とし、昭和電工製のポリスチレン系固

相抽出管Autoprep ®  PS@Liqを用いてチウラム、

シマジン、チオベンカルブを一括に高速捕集する

迅速前処理方法の開発を試みたので報告する。  
 
２．使用試薬及び機器  
 (1)試薬  
  ①チウラム標準品 ②CAT(シマジン )標準品  
  ③ベンチオカーブ (チオベンカルブ )標準品  
  ④HPLC 用アセトニトリル  
    ①～④：和光純薬工業製  
 (2)固相抽出管  
   昭和電工製Autoprep ®  PS@Liq 

スチレン－ジビニルベンゼン共重合体  
    平均粒子径：80μｍ、充てん量：300ｍｇ  
 (3)機器  
   ①Sep-Pak®コンセントレータPlus 
   （Waters 社製）  

②高速液体クロマトグラフ装置 (HPLC) 
（日本分光製）  

   ③ガスクロマトグラフ質量分析計 (GC/MS) 
（ヒューレットパッカード製 HP6890）  
 

３．実験内容  
 (1)３農薬の各 pH による安定性  
   チウラムの公定分析法では、試料pHを塩酸

で酸性に調整するように指定されている。対し

てシマジン、チオベンカルブについてはpH調整

に関する記述はなされていない。チウラム分析

と同様に酸性下で他の２農薬が安定であるか

確認した。チウラム、チオベンカルブの標準品

をアセトニトリル又はアセトンに溶解し、

1000mg/Lの標準溶液を作成した。（シマジン

のみ 200mg/Lのアセトン溶液）この標準溶液を

Milli-Q®水 10mL中に 1mg/Lになるように添加

したものを中性、アルカリ性、酸性にして 1 週

間室温保管し、安定性の確認を行った。  

 
 (2)溶出溶媒の選択及び溶出必要容量の確認  
  公定分析法ではチウラムはアセトニトリル、  

シマジン・チオベンカルブはアセトンで溶出す 

ることになっているが、アセトンは UV 吸収が

あるため、HPLC のクロマトグラム上の前半に、

巨大ピークが出現し、定量に支障をきたすこと

が予想される。そこでアセトニトリルを溶出溶

媒とし、最適な溶出容量を決定するため、固相

抽出管に 1mg/L の混合標準溶液を 100μL 負荷

し、分画試験を行った。  
 

 (3)高速捕集による添加回収試験  
  公定分析法では通液速度は 10～20mL/min 

と記載されているが、カートリッジの目詰まり

及びブレークスルーのトラブルを回避するた

めに、10mL/min の流速を採用している検査機

関が多い。  
pH2.5（HCｌ）

混合標準溶液　1mL
（ﾁｳﾗﾑ0.9，ｼﾏｼﾞﾝ0.45，ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ3mg/L）

20～30mL/min

窒素吹付け　15分間

アセトニトリル3mL

窒素吹付け　15分間　1mLまで濃縮

ﾁｳﾗﾑ：HPLC
ｼﾏｼﾞﾝ、ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ：GC/MS

HPLC条件
カラム： Shodex RSpak GOLF-413
溶離液： 水：アセトニトリル＝1：1
流量： 1mL/min
カラム温度： 40℃
注入量： 30μL
検出波長： 272nm

GC/MS条件
カラム： J&W Scientific DB-5MS
カラム温度： 160℃
注入口温度： 230℃
注入方式： スプリットレス
注入口圧力： 4.39psi
検出器温度： 280℃
測定質量数： シマジン ： 201　     チオベンカルブ ： 100

測定

Milli-Q®水　500mL

通水

溶出

濃縮

脱水

 
図１ 分析方法  



今回は迅速前処理を目的としているため、流速

20~30mL/min での高速回収の可能性を探った。

図１に分析方法を示す。  
３種類の農薬を基準値の 10 倍になるよう

Milli-Q® 水 500mL に 添 加 後 、 Autoprep®  
PS@Liqに 20～30mL/minで通液を行い、アセ

トニトリルで回収した。測定は、公定法に従い

チウラムはHPLCで、シマジン・チオベンカル

ブはGC/MSにて測定し、回収率を求めた。  
 

(4)HPLC によるスクリーニング試験の検討  
図２の測定条件により、一括捕集した 3 農薬

を同時に HPLC で測定し、スクリーニング法と

して採用できるかを検討した。  
 

カラム： Shodex RSpak GOLF-413
溶離液： 0min → 30min → 40min → 41min → 45min

A ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 45% 100% 100% 45% 45%
B 25mmoL酢酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ 55% 0% 0% 55% 55%

流量： 1mL/min
カラム温度： 40℃
注入量： 30μL
検出波長： 272nm  

図２ HPLC 測定条件  
 

４．実験結果  
(1) ３農薬の各 pH による安定性  

結果を表 1 に示す。  
チウラムはアルカリ性では不安定であったが、

シマジン・チオベンカルブは pH3～9 の水溶液

中で１週間安定であった。  
 そこで、チウラムの公定分析方法に準じて試

料 pH を酸性に調整することにした。  
表１ 保存安定性  

酸性(pH3) 中性 アルカリ性(pH9)
チウラム ○ ○ ×
シマジン ○ △ ○
チオベンカルブ ○ ○ ○
○：80%以上の濃度を確保
△：70%以上の濃度を確保
×：検出されず  
 

(2) 溶出溶媒及び溶出溶媒量  
 表２に 2.5mL ごとの分画試験の結果を示す。

アセトニトリルを用いた分画試験結果で最初

の 2.5mL 中に３種の農薬が 95%以上回収でき

ている事が確認された。  
 これを踏まえて今回の一括捕集試験では、チ

ウラムの公定分析法に準ずる溶出方法を採用

する (アセトニトリル３mL)こととした。  
 
 

表２ 各分画における回収率  
2.5mL 5mL 7.5mL

チウラム 99% <5% <5%
シマジン 95% <5% <5%
チオベンカルブ 95% <5% <5%  

(3) 高速捕集による添加回収試験  
表３に高濃度での添加回収試験結果を示す。 

従来より速い流速でも３項目とも 90%以上の良

好な回収率となり、前処理時間の短縮が示唆さ

れた。  
表３ 高濃度添加回収率  

20mL/min 30mL/min
チウラム 97% 91%
シマジン 108% 97%
チオベンカルブ 95% 95%  

(4) HPLC によるスクリーニング試験の検討  
図３に HPLC のクロマトグラムを示す。  

3 農薬が 15 分程度で検出され、分離も問題ない

ことから、スクリーニングを目的とした分析に

は有効であると思われる。  
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   図３ HPLC クロマトグラム  
５．考察  
  Autoprep ®  PS@Liqを用いた迅速分析方法

により、チウラム、シマジン、チオベンカルブ

を一括高速捕集した結果、高濃度添加ではある

が 90％以上の回収率が得られた。  
  また、一括捕集したものを HPLC でグラジエ

ント分析した結果、分離もよく、定量下限値の

3 倍濃度程度まで確認ができた。  
  以上より、一括捕集により試料量が 3 割減と

なり、さらに通水流速を上げることで前処理時

間が従来のほぼ 1/2 以下となり、消耗品等のコ

ストダウンもあわせ、総合的な分析工程効率化

の有効性が確認された。また、目的にあわせ、

スクリーニング試験も可能となった。  
６．今後の検討  

 今後は定量下限値付近での添加回収試験、公

共用水域、排水及び土壌、産業廃棄物の溶出試

験などの実試料での検討を行い、実用化に向け、

検討を行う予定である。  


