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【 はじめに 】

チウラムは水質環境基準項目に指定されている。そのため、公共用
水域においては、頻繁にモニタリングが実施されている。しかしなが
ら、チウラムの基準濃度は、「人の健康保護」のみを目的としている
ため、６ppbと比較的高く、また、モニタリングにはHPLC-UVを用いる
ため、現状では、ppb以上の濃度レベルの実態把握しかできない。
（右表 参照）

一方、環境省は、チウラムの生態への予測無影響濃度を 0.003 ppb
とリスク評価し、「検出限界を見直した上で、環境中濃度の測定を優
先的に行う必要がある」物質に分類している。

そこで、今後のチウラムの環境モニタリングを、生態影響について
も評価できるようにする目的で、LC/MSを用いた高感度分析法を検討
した。

ここでは、チウラムのppb以下の低濃度領域における分析（超微量
成分分析：Ultra trace analysis）で生じる問題点に関する知見を得た

ので報告する。
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公共用水域におけるチウラムの
モニタリング件数及び検出限界

ー17最 大 値 [ppb]

ー<0.4最 小 値 [ppb]

0.6 - 30.4 - 3検出限界[ppb]

02検 出 数

6152948件 数

海 水淡水(河川･湖沼)

(出典) 環境省環境管理局水環境部：平成12年度公共用水域水質測定結果
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チウラム（テトラメチルチウラムジスルフィ
ド）

thiuram, thiram, tetramethylthiuram disufide

用途 ： 殺菌剤、加硫促進剤

商品名： キヒゲン、チウラミン、チウラム、ポマゾール等

生産量： 395 t/年 (H.12 国内、輸入量を含む)

基準 ： 水質環境基準 ６ppb，1日摂取許容量(ADI) 0.0084 mg/kg/day

物性 ： 分子量 240.4、融点 155-156℃、沸点 129℃(20 mmHg)、

比重 1.29(20℃)、蒸気圧 1.725×10-5mmHg(25℃）

logPow 1.73、水溶性 30 mg/L、CAS 137-26-8

生物濃縮係数（BCF）： 1.1-4.4（期間：6週間、濃度：25 ppb)
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Scheme of analytical procedure
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LC/MS測定におけるイオン化法の検討
エレクトロスプレーイオン化法での正イオン（Pos-ESI）及び負イオン（Nega-ESI)

並びに、大気圧化学イオン化法での正イオン（Pos-APCI）及び負イオン（Nega-APCI)

でチウラム標準溶液を測定した。その結果、下図のとおりPos-ESIでの測定において、

擬分子イオン（MH+, m/z 241)がベースピークとなったため、測定にはPos-ESIを用いた。

Pos-ESI

Nega-APCINega-ESI

Pos-APCI241

243

101

61 60
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分離カラムの検討
- バックグラウンドの影響 -

正イオン測定は、負イオン測定に比べバックグラウンドの影響を受けやすく、モニターイオンの
質量数によっては、クロマトグラムのベースライオンが高く分析に支障を生じる場合がある。

これは、分離カラム等から溶出する炭化水素やシリル化合物などは、負イオンを生成し難く、正
イオンを生成し易いためである。

バックグラウンドは、モニターする質量数によって異なるものの、極微量成分分析では、分析法
の感度に大きく影響する。

そこで、以下の３種類のカラムについて、水-アセトニトリル系によるバックグラウンドを調べた。

その結果、 m/z 241 におけるバックグランドは、Shodex ODP2 HP-2B型カラムが最も低かった。

Xterra MS C18 Inertsil ODS-80AShodex ODP2 HP-2B

※チウラム注入量は全て等量(1 ng)
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コーン電圧の影響
コーン電圧によるチウラムのピーク強度の変化を検討した。

１０V が最も感度が良かった。
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夾雑物の影響
- シングル型MSとタンデム型MSの比較 -

分析法の感度向上のため濃縮率を5000倍程度とするので水質試料中に存在する夾雑物

の影響を受けることが考えられる。

そこで、実際に水質試料からの抽出物を濃縮し、夾雑物の影響を調べた。

その結果、シングル型MSでは、夾雑物と被検成分を分離できなかったが（左図）、タ

ンデム型では、夾雑物の影響のない良好なクロマトグラムが得られた（右図）。

測定には、タンデム型MSを使用することとした。

シングル型MS タンデム型MS
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LC/MS測定条件
以上の検討結果等からLC/MS測定条件を決定した。

（LC条件）

L C 機 種 ： Waters Aquity Ultra performance LCTM

カ ラ ム ： Shodex ODP2 HP-2B、内径 2.0 mm、長さ 50 mm（昭和電工）

移 動 相 ： グラジェント、A=0.1%ギ酸溶液、B=アセトニトリル

95％A(1min) → (10min) → 30%A(9min) → (5min) → 100%B(10min)→

→ (10min) → 95%A(10min)

流 速 ： 0.2ml/min     

カラム温度 ： 25℃ サンプル室温度： 4℃ 注 入 量 ： 10μL

（MS条件）

MS 機 種 :  Waters Qutro Premier XE 

イオン化法 ： pos-ESI                 

電 圧 ： キャピラリー 5.0 kV、コーン 10 V 

コリジョンエネルギー ： 10 eV

デゾルベーションガ ス： 窒素ガス 1000 L/hr、450℃

イオン源ブロック温度 ： 120℃

モニターイオン ： チウラム m/z 241 → 88、m/z 241 → 120

チウラム-d12（サロゲート） m/z 253 → 94
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低濃度域での課題ー（１）
- 固相吸着剤の影響 -

抽出に用いる固相吸着剤を決定するため、チウラム水溶液１mLを吸着剤に添加した後、

直ちに溶媒で溶出し、回収率を調べた。

その結果、チウラム水溶液濃度が1000 ng/mLの場合は、Sep Pak PS-2等全の吸着剤で

良好な回収率が得られた（左図）。

しかしながら、10 ng/mLでは、Autoprep PS@Liq HQ 以外の吸着剤では回収されな

かった。分析には、この吸着剤を用いた。
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低濃度域での課題ー（２）
- クロマトグラムのスムージング -

検出限界等を評価する際には、クロマト
グラムのS/Nが一般に用いられるが、S/N
は使用する装置のスムージング条件に
よって異なる場合がある。

0.2 ng/mLの標準溶液を測定したときの、

スムージングの影響を図に示す。

スムージング処理を行わない場合は、
0.2 ng/mLでS/N３程度となり、この濃度

が検出限界と評価される（上図）。

スムージング処理を施した場合、ノイズ

は減少し、より低い濃度を検出限界と評
価できるため、装置の感度は改善される
（下図）。
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低濃度域での課題ｰ（３）
- 濃度による感度変動 -

本測定条件では、0.05 ng/mL（試
料換算濃度：0.00001 ppb）まで検

出できた。

しかしながら、5 ng/mL 付近で検

量線の落ち込みが確認された
（図）。

本分析法によるチウラムの定量は、
5 ng/mL（試料換算濃度：
0.001ppb）が限界と考えられる。

なお、US-EPAなどでは、検量線

の落ち込み等低濃度域における明
瞭な感度変動を検出限界とする説*)

もある。

* John A. Glaser, et al.: Trace analyses for 
waste- waters, Environmental Science & 
Technology, 15(12), 1426-1435 (1981)
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低濃度域での課題ｰ（４）
- 標準溶液の安定性 -

低濃度での感度変動は、分解、吸着、装置の不安定など様々な要因が考えられる。

チウラムの場合は、低濃度標準溶液中のチウラムの分解であった（下図）。

酸化防止剤としてのアスコルビンやマスキング剤としてのEDTAなどを検討したが、

低濃度における分解抑制の効果は得られなかった。

保存温度を４℃に保つことで、ある程度（12時間、70％）の安定性が得られた。
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検量線の測定結果
- 定量範囲 -
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検量線の範囲は5～100 ng/mL、試料濃度で0.001～0.2 ppbの定量範囲であった。
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装置検出限界（IDL)
表１  装置検出限界（IDL）の算出 

物質名 チウラム

試料量（L) 1

最終液量（ｍL) 0.2 

注入濃度（ng/mL） 5 

装置注入量（μL） 10 

  

結果 1（ng/mL） 4.895

結果 2（ng/mL） 4.612 

結果 3（ng/mL） 4.466 

結果 4（ng/mL） 4.530 

結果 5（ng/mL） 4.581 

結果 6（ng/mL） 4.445 

結果 7（ng/mL） 4.527 

平均値（ng/mL) 4.561

標準偏差（ng/mL) 0.127 

IDL（ng/mL) 0.47 

IDL 試料換算値（ng/L） 0.093 

S/N >100 

CV(%) 2.8 

   *IDL=t(n-1,0.05)×σn-1×2

 

検量線作成標準溶液の最低濃度の

繰り返し試験から算出した。

測定した５ng/mL標準溶液のクロ

マトグラムを下図に示す。
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分析法の検出限界（MDL）及び定量限界（MQL)
表 2  分析法検出下限（MDL）の算出結果  t(4,0.05)＝2.132 

物質名 チウラム

試料 精製水

試料量（L） 1 

標準添加量（ng） 10 

試料換算濃度（ng/L） 10 

最終液量（mL） 0.2 

注入液濃度（ng/mL） 50 

装置注入量（μL） 20 

操作ブランク平均（ng/L） < 2.4

無添加平均（ng/L） < 2.4 

結果１（ng/L） 10.3

結果２（ng/L） 10.9 

結果３（ng/L） 10.0 

結果４（ng/L） 11.4 

結果５（ng/L） 10.2 

平均値（ng/L） 10.6

標準偏差（ng/L） 0.571 

MDL（ng/L） 2.4 

MQL（ng/L） 5.7 

S/N >100 

ＣＶ％ 5.4 

 

MDLは精製水の添加回収実験の

繰り返し試験から算出した。

添加回収試験のクロマトグラムを

下図に示す。

min
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%

0

F1:MRM of 2 channels,ES+
253 > 93.7
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10384.22
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低濃度域での課題ｰ（５）
- 低い絶対回収率 -

３５.６９３.４０.０５０

３１.３８４.２０.０１０

２９.１７９.８０.００５

１３.５２９.７０.００１

絶対回収率

回収率 [%]
サロゲート補正添加濃度[ppb]

0.001 ppb における回収試験では、回収率３０％以下と低い結果であった。

0.005 ～ 0.050 ppb における回収試験の絶対回収率は、29.1～35.6％であっ
たが、サロゲートで補正することにより、回収率は79.8～93.4％と良好な

結果が得られた。
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まとめ

タンデム型LC-MS装置では、装置条件を最適化する
ことにより、チウラム濃度 0.05 ng/mL（試料換算濃
度：0.00001 ppb)までピークとして検出可能

５ ng/mL（試料換算濃度：0.001ppb）以下の低濃度域
で明瞭な感度変動を確認

繰り返し試験の再現性から求めた分析法の検出限界
（MDL)は0.0024 ppb

低濃度（0.005 ppb）における精製水からの回収試験
では、回収率は80％程度（絶対回収率は30％程度）



20

謝 辞

本研究の一部は、環境省環境安全課からの化学
物質環境実態調査委託業務を受けて実施したもの
である。

研究の遂行にあたり、LC/MS測定に関する丁寧な
ご助言を頂いた日本ウォーターズ(株)の米久保淳

氏に深謝します。

実験の実施にあたり、カラム及び固相吸着剤の提
供にご尽力頂いた昭和電工(株)の篠田昌子女史に

深謝します。


