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ポリカーボネートを主成分とする合成樹脂中のトリエチルアミン
およびトリブチルアミンの分析
Analysis of Triethylamine and Tributylamine in Polycarbonate Plastics by GC

食の安全・安心に関する関心の高さから，食品包装材

ポリカーボネートは，個別規格としてビスフェノールA
（フェノールおよびp-tert-ブチルフェノールを含む）
，ジ

に残留する有機溶剤類が注目されています。
器具お

フェニルカーボネート，アミン類（トリエチルアミン及

よび容器包装」には，食品包装材の材質ごとに規格や基

びトリブチルアミン）の材質試験，ならびにビスフェノー

準が定められ，試験方法が示されています。

ルAおよび蒸発残留物の溶出試験が設定されています。

「食品衛生法-食品，添加物等の規格基準 第3

ポリカーボネートは機械的強度，特に耐衝撃性にすぐ

本アプリケーションニュースでは，ポリカーボネート

れ，
透明で耐熱性がある合成樹脂で，
主に哺乳瓶，
食器，
箸，

を主成分とする合成樹脂中のアミン類（トリエチルアミ

マグカップ，コーヒードリッパーなど様々な器具に使用

ン及びトリブチルアミン）
の分析例についてご紹介します。
M. Asakawa

されています。

■トリエチルアミンおよびトリブチルアミン試験法の概要
Outline of Triethylamine and Tributylamine Analysis in Polycarbonate Plastics
この試験法は，ポリカーボネートを溶解して，その中
に存在するトリエチルアミンおよびトリブチルアミンを

料中のトリエチルアミンおよびトリブチルアミンの含量
の合計が1 μg/g以下であることを確認します。

抽出し，G C - F T D により測定します。材質試験では，試

■前処理方法
Preparation of Sample
前処理法は「食品衛生法-食品，添加物等の規格基準
第3

器具および容器包装」に準じました。試料には市販
試料

のポリカーボネート製のニンニク粉砕器を用いました。

1g

試料約1 gを精密に量り，200 mLの三角フラスコに入れ，

ジクロロメタン 20 mL

ジクロロメタン20 mLを加えました。試料が溶解した後，
よくかき混ぜながらアセトン100 mLを滴加し，毎分3000

溶解

回転で約10分遠心分離を行いました。上澄液を減圧濃縮
器を用いて約1 mLに濃縮した後，ジクロロメタンを加え

アセトン 100 mL

て2 mLとし，これを試験溶液としました。前処理方法の
フローチャートをFig. 1に示します。

遠心分離

毎分3000回転 × 10分

減圧濃縮

約1 mLまで濃縮
ジクロロメタン 添加

試験溶液

Fig. 1

2 mL

ポリカーボネートを主成分とする合成樹脂の前処理方法（アミン類の分析）
Preparation of Polycarbonate Plastics Sample (Analysis of Amines)
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■検量線の作成

面積 (×10,000)

Calibration Curves
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R = 0.99935

2.5

100 mLのメスフラスコにトリエチルアミンおよびトリ

2.0

ブチルアミンそれぞれ10 mgを精密に量り，ジクロロメ

1.5

タンを加えて100 mLとしました。この溶液4 mLを100 mL

1.0

のメスフラスコに採り，ジクロロメタンを加えて100 mL

0.5

としました。この溶液1，2，3，4および5 mLを採り，そ

0.0
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れぞれ20 mLのメスフラスコに入れ，ジクロロメタンを
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濃度
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面積 (×10,000)

加 え て20 mLと し，こ れ を 標 準 溶 液 と し ま し た（0.2，
R = 0.99985

1.5

0.4，0.6，0.8，1.0 μg/mL）
。この標準溶液1 μLをGCに導
入し，得られたトリエチルアミンおよびトリブチルアミ

1.0

ンのピーク面積より検量線を作成しました。
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■標準溶液および試験溶液の分析
Analysis of Standard
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トリエチルアミンおよびトリブチルアミンの検量線
Calibration Curve of Triethylamine and Tributylamine
(0.2~1.0 μg/mL)

Solution and Sample Solution

トリエチルアミン，
トリブチルアミン標準溶液（0.2 μg/mL）

試験溶液のクロマトグラムにおいて，トリエチルアミ

および市販のポリカーボネート製ニンニク粉砕器を処理し

ンが検出されましたが，材料中の含量は，基準値の3分の

て得られた試験溶液のクロマトグラムをFig. 3に示しました。

1以下であることが確認されました。

■ ピーク
1. トリエチルアミン
2. トリブチルアミン
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トリエチルアミンおよびトリブチルアミンの標準溶液（各0.2 μg/mL）と試験溶液のクロマトグラム
Chromatograms of Standard Solution (Triethylamine, Tributylamine 0.2 μg/mL each) and Sample Solution
Table 1 分析条件
Analytical Conditions
Instrument
Column
Column Temp.
Injection Temp.
Carrier Gas

: GC-2010 Plus AF + FTD-2010 Plus
: Rtx-1 (30 m × 0.32 mmI.D. df = 5 μm)
: 150 °C (5 min) - 20 °C / min - 250 °C (5 min)
: 200 °C
: He 32.5 cm / sec (Constant Linear Velocity Mode)

Detector
Detector Temp.
Injection Method
Injection Volume

: FTD
: 250 °C
: Split 1:15
: 1.0 μL

注）試料溶媒にジクロロメタンを用いたときのアルカリソースの消耗は，他の溶媒使用時よりも若干早くなります。詳細は付属の取扱説明書をご
参照ください。
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