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フタル酸エステル分析におけるスクリーニング法
（Pyrolysis-GC/MS）
と定量法（溶媒抽出-GC/MS）の比較
Comparison of Screening Method (Py-GC/MS) and Quantitative Method
(Solvent Extraction‒GC/MS) for Phthalate Esters Analysis
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Abstract:
改正RoHS指令（電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限する指令）において、2019年からフタル酸ジイソブチル（DIBP）、
フタル酸ジブチル（DBP）、フタル酸ブチルベンジル（BBP）、フタル酸ジ -2- エチルヘキシル（DEHP）の 4 種類のフタル酸エステル類が
追加されることが決定した。
本テクニカルレポートでは、溶媒抽出 -GC/MS 法とフタル酸エステルスクリーニングシステム「Py-Screener」を用いた Py-GC/MS 法の
定量結果を比較した。Py-Screener（Py-GC/MS 法）での規制濃度の 1000 mg/kg 近傍の定量結果は、溶媒抽出 -GC/MS 法と同等の結果
が得られ、フタル酸エステル類のスクリーニングに有効であることが明らかとなった。
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1. はじめに
フタル酸エステル類は塩化ビニルポリマー（PVC）の可塑剤と

これらの方法は有機溶媒を用いて樹脂からフタル酸エステル

して主に使用されている。しかしながら、一部のフタル酸エステ

類を抽出する方法であり、ASTM D7823-14 のみが樹脂を加熱し

ル類は生殖毒性を有することが疑われており、玩具や食品包装

て抽出する方法である。

材などでその使用が規制されている。

ASTM D7823-14 は、対象試料が PVC のみであり、熱抽出する

改正 RoHS 指令（電気電子機器に含まれる特定有害物質の使

まえに一旦試料をテトラヒドロフラン（THF）に溶解させる必要

用を制限する指令）においても、2019 年から従来の使用制限 6

がある。熱抽出法でありながら有機溶媒による試料調製が必要

物質に加えて、フタル酸ジイソブチル（DIBP）、フタル酸ジブチ

である。さらに、定量法として標準添加法を採用しているため、

ル（DBP）、フタル酸ブチルベンジル（BBP）、フタル酸ジ -2- エチ

1 試料につき試料と標準試料溶液を添加した複数点の試料をそ

ルヘキシル（DEHP）の 4 種類のフタル酸エステル類が追加され

れぞれ測定する必要がある。また、改正 RoHS 指令で追加される

ることが決定している 。

DIBP が対象外である。

1）

フタル酸エステル類の分析法としては、樹脂試料から抽出して
GC または GC/MS で測定するのが一般的である。前処理方法は
分析規格により異なる。（Table 1）
Table 1

（Py-GC/MS）法を用い、熱抽出のみで定量できる方法を開発し、
スクリーニング法として有効であることを報告している。

各フタル酸エステル分析法の前処理

フタル酸エステル分析手法

前処理方法

厚生省告示第370号 2)

溶媒浸漬抽出法

我々は、丸山らの方法を用いて認証標準試料を測定し、認証値
に対する回収率について検討した。また、樹脂試料を Py-GC/MS
法と溶媒抽出 -GC/MS 法でそれぞれ測定し、定量結果の比較を

ソックスレー抽出法

行い、改正 RoHS 指令に対応した Py-GC/MS 法を用いたフタル

ASTM D3421-75 4)

ソックスレー抽出法

酸エステル類のスクリーニングの有効性について検討した。

CPSC-CH-C1001-09.3 5)

溶媒溶解抽出法

ISO 8124-6 6)

ソックスレー抽出または溶媒抽出法

EN14372

3)

ISO 14389

7)

ASTM D7823-14 8)

1
2
3

これらの 問 題 点 を 解 決 す べく、丸 山ら 9）は 熱 分 解 -GC/MS
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2. 実験
評価用試料には認証標準試料 KRISS CRM 113-03-006と2 種
類の黒色ゴムシート状の PVC 試料（AとB）を用いた。

2-3. 装置
Py-GC/MS 測定には、フタル酸エステルスクリーニングシステ
ム Py-Screener（島津製作所）を用いた。Py-Screener は、熱分
解装置のマルチショット・パイロライザー EGA/PY-3030D（フロ

2-1. Py-GC/MS法

ンティア・ラボ株式会社）および GC-MS の GCMS-QP2010 Ultra
（島津製作所）と、それらを制御およびデータ解析する専用ソフト

標準試料として 7 種フタル酸エステル（フタル酸ジイソブチル

ウェアから構成されている。分離カラムには Ultra ALLOY-PBDE

（DIBP）、フタル 酸ジブ チル（DBP）、フタル 酸ブ チル ベンジ ル

［長 さ 15 m、0.25 mm I.D.、df = 0.05 µm］（フロンティア・ラボ

（BBP）、フタル酸ジ -2- エチルヘキシル（DEHP）、フタル酸ジ - -

株式会社）を用いた。詳細な分析条件は Table 2 に示す。

オクチル（DNOP）、フタル酸ジイソノニル（DINP）、フタル酸ジ

溶媒抽出 -GC/MS 測定には、GCMS-QP2010 Ultra を用い、カラ

イソデシル（DIDP））がポリエチレンに練り込まれた 7 種フタル

ム は HP-5MS［長さ30 m、0.25 mm I.D.、df = 0.25 µm］（Agilent

酸エステル樹脂標準試料（P/N：225-31003-91）を使用した。ブ

Technologies）を使用した。詳細な分析条件は Table 3 に示す。

ランク、100 mg/kg、1000 mg/kg の各標準試料はキャリーオー
バー等による装置の汚染確認、感度確認、一点での検量線作成
にそれぞれ用いられた。
標準試料はリボン状で厚さが均一であり、ø1.25 mm の試料 2
欠片がおおよそ 0.5 mg に相当するため、マイクロパンチャーで
2 回パンチして得られた 2 欠片を Py 用エコカップに入れて秤量
した。検量線は、1000 mg/kg の標準試料をもとに作成した。
評価用試料はカッター等で切り取り、Py 用エコカップにほぼ
0.5 mg になるように入れて秤量した。樹脂中含有量の算出は秤
量値を用いて重量補正した。

2-2. 溶媒抽出-GC/MS法
フタル 酸エステル（DIBP、DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、
DIDP）の 濃 度 が 0.5、1.0、2.5、5.0、10.0 µg/mL の 濃 度で 混 合
標準溶液を調製した。また混合標準溶液には、内部標準のアン
トラセン -d10 を 1.0 µg/mL の濃度になるように添加した。それ
らの混合標準溶液を用いて 5 点の内部標準補正による検量線を
作成した。

Table 2

Py-GC/MS 法の分析条件

Pyrolyzer
熱分解炉温度

: 200℃→（20℃/ 分）→300℃→（5℃/ 分）
→340℃（1 分）
: Manual（300℃）

インターフェース温度
GC
気化室温度
カラムオーブン温度
注入モード
キャリアガス
制御モード
パージ流量
スプリット比

:
:
:
:
:
:
:

300℃
80℃→（20℃/ 分）→300℃（5 分）
スプリット
He
線速度一定（52.1 cm/ 秒）
3.0 mL/ 分
50

:
:
:
:
:
:
:
:

320℃
230℃
FASST（スキャン /SIM 同時測定）
50‒1000
0.15 秒
10000 u/ 秒
0.3 秒
0.3 u

MS
インターフェース温度
イオン源温度
測定モード
スキャン質量範囲
スキャンイベント時間
スキャンスピード
SIM イベント時間
SIM マイクロスキャン幅

評価用試料の調製は下記の通りに行った。まず、試料を凍結
粉砕して約 300 mg 秤量し、40 mL バイアルに入れた。その後、

Table 3

10 mL の THF を加え、栓をして 60 分間超音波で処理して試料を
溶媒に溶解させた。室温に放置後、樹脂を沈殿させるために 20
mL のアセトニトリルを滴下して、30 分間室温に放置した。上澄

GC
気化室温度
カラムオーブン温度

み 1 mL を GC 用バイアルに量りとって、内部標準物質を 10 µL 添
加して GC/MS の測定試料とした。得られた定量結果が検量線の
上限から外れた場合は、検量線の範囲に入るように上澄みを希
釈して、内部標準物質を 10 µL 添加し GC/MS の測定試料とし再
度測定した。
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溶媒抽出 -GC/MS 法の分析条件

注入モード
キャリアガス
制御モード

: 300℃
: 110℃（0.5 分）→（20℃/ 分）→280℃（1 分）
→（20℃/ 分）→320℃（5 分）
: スプリットレス
: He
: 線速度一定（45.8 cm/ 秒）

MS
インターフェース温度
イオン源温度
測定モード
スキャン質量範囲
スキャンイベント時間
スキャンスピード
SIM イベント時間

:
:
:
:
:
:
:

320℃
230℃
FASST（スキャン /SIM 同時測定）
50‒500
0.3 秒
1666 u/ 秒
0.3 秒

3. 結果・考察
フタル酸エステル認証標準試料の KRISS CRM 113-03-006 を
Py-Screener を用いて測定し、得られた結果を Table 4 に示す。

な定量結果が得られた。Py-GC/MS 法においてもフタル酸エス
テル類を良好な回収率で抽出できることが明らかとなった。

認証値を基準とした回収率は 92.9 〜 109.0% の範囲であり良好

Table 4

Py-Screener を用いて得られた認証標準物質の定量結果
定量結果
（mg/kg）

認証値
（mg/kg）

回収率＊
（%）

DBP

1059

972

109.0

BBP

894

962

92.9

DEHP

1015

989

102.6

DNOP

993

967

102.7

＊回収率は認証値を基準として算出した。

Py-Screener の定量結果の表示画面を Fig. 1 に示す。含有され

る。例えば、500 mg/kg 未満は無色、500 から1500 mg/kg の範

るすべてのフタル酸エステルを自動で検出することができた。ま

囲はオレンジ色および 1500 mg/kg 以上は赤色に表示され、定

た、専用ソフトウェアは採取した試料重量の補正を自動的に行

量結果がどの濃度範囲なのかを視覚的に判断することができる。

い、樹脂中の含有濃度を定量結果として表示することができる。

Py-GC/MS 法と溶媒抽出 -GC/MS 法を用いて 2 種類の評価試料

さらに、定量結果に対して任意の基準値を設定することにより、

を測定し、それぞれの定量結果を比較した。試料はそれぞれ 3 回

マスクロマトグラムと定量濃度の表示を色分けすることができ

繰り返し測定を行い、平均定量値を算出した。

Fig. 1

Py-Screener の定量結果表示画面
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評価試料 A を測定した結果を Table 5 にクロマトグラムを

ており、検出された濃度は検量点の濃度から大きく外れてい

Fig. 2 にそれぞれ示す。いずれの方法でも DEHP が検出され

るためと考えられる。しかしながら、定量結果は改正 RoHS

た。溶 媒 抽 出 -GC/MS 法 の 定 量 値を基 準とした Py-GC/MS

指令での規制濃度1000 mg/kgを大きく超えており、スクリー

法の定量値の相対比は 124% であり、また 3 回繰り返しの定

ニングの観点からは規制値を超えていることを容易に判定

量値％RSDも5.1%と溶媒抽出-GC/MS法と同等の結果であっ

できた。また、保持時間 8.3 分に強大なピークが検出された

た。Py-Screener の定量比率が大きくなる点については、定

が、スキャンのマススペクトルを用いてライブラリ検索を行っ

量値の基準とした溶媒抽出 -GC/MS 法は検量線の最大濃度

た結果、テレフタル酸ジ -2- エチルヘキシルであった。スキャ

以 下 に なるように 試 料 溶 液 を 希 釈して 測 定した。一 方、

ン /SIM 同時測定を利用することにより、未知の検出ピークを

Py-Screener は 1000 mg/kg の 一 点 検 量で 定 量値を計算し

スキャンのマススペクトルを用いて同定を行うことができる。

Py-GC/MS 法（Py-Screener）

DEHP

平均定量値
（mg/kg）

標準偏差

3923

199

溶媒抽出 -GC/MS 法
%RSD

平均定量値
（mg/kg）

標準偏差

%RSD

5.1

3162

196

6.2

定量値の
相対比率
（%）
124

(×10,000,000)
スキャン：TIC（1.0）

SIM：279.00（20.0）

7.5

DEHP

5.0

2.5

5.0

6.0
Fig. 2

7.0

8.0

9.0

10.0

Py-GC/MS 法で得られた評価試料 A のクロマトグラム

評価試料 B を測定した結果を Table 6 に、クロマトグラムを
Fig. 3 にそれぞれ示す。いずれの方法でも5 種のフタル酸エ
ス テ ル DBP、BBP、DEHP、DINP と DIDP が 検 出 さ れ た。

媒抽出 -GC/MS 法では、内部標準で補正しているために、こ
のバラツキは主に前処理によるものと考える。
改正 RoHS 指令では規制濃度が 1000 mg/kg に設定されて

Py-Screener の定量結果はそれぞれ 124、332、44041、2796

おり、検査には 1000 mg/kg の近傍の濃度をできるだけ正確

および 1516 mg/kg であった。溶媒抽出 -GC/MS 法の定量値

に測定する必要があり、1000 mg/kg で良好な回収率を示す

を基準とした Py-Screener の定量値の相対比はそれぞれ 68

ことは Py-Screener が改正 RoHS 指令での検査、特に得られ

〜 108% の範囲であった。DEHP の定量比率が大きくなる点

た結果をもとに精密定量を行うべきかを決定するスクリーニ

については、前述したとおり検量法の違いによるものと考え

ングに有効であると考える。さらに、良好な繰り返し分析精

る。Py-Screener の検量点である 1000 mg/kg に近い濃度値

度が得られることもスクリーニングに有効であると考える。

1500 mg/kg を示した DIDP に つ いては、溶 媒 抽 出 -GC/MS

規制濃度が 1000 mg/kg の改正 RoHS 指令のフタル酸エ

法と同等の定量結果となった。1000 mg/kg に濃度が近い

ステル類のスクリーニングには一点検量線でも十分に目的

500 〜 2000 mg/kg の範囲の場合、定量値が良好な結果を

を達成できると考える。しかし、Py-Screener を異なった濃度

得られることが確認できた。Py-Screener の繰り返し分析精

基準で検査を行う場合や広範囲の濃度範囲でかつ精度を要

度（%RSD）は 3.3 〜 5.5% で、溶媒抽出 -GC/MS 法の繰り返

求される場合には、現行の 1000 mg/kg の一点検量では適

し 分 析 精 度（%RSD）は 4.2 〜 16.6% で あっ た。溶 媒 抽 出

切でなく、定量法である溶媒抽出 -GC/MS 法を組み合わせて

-GC/MS 法では沸点が低い DBP（16.6%）とBBP（12.7%）の

利用する必要があると考えられる。

繰り返し分析精度が Py-Screener に比べ顕著に悪かった。溶
4

Table 6

Py-GC/MS 法と溶媒抽出 -GC/MS 法を用いた評価試料 B の定量結果比較
溶媒抽出 -GC/MS 法

Py-GC/MS 法（Py-Screener）

DBP

定量値の
相対比率
（%）

%RSD

平均定量値
（mg/kg）

標準偏差

%RSD

6

5.1

115

19

16.6

108
71

平均定量値
（mg/kg）

標準偏差

124

BBP

332

13

3.8

466

59

12.7

DEHP

44041

1456

3.3

64785

2753

4.2

68

DINP

2796

98

3.5

2695

242

9.0

104

DIDP

1516

84

5.5

1511

127

8.4

100

(×100,000,000)
1.50
1.25

TIC (1.00)
206.00 (50.00)
223.00 (80.00)
279.00 (20.00)
293.00 (30.00)
307.00 (70.00)

TIC (1.00)

0.75

DEHP

BBP

1.00

DBP

0.50

DINP
DIDP

0.25

5.0

6.0
Fig. 3

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

Py-GC/MS 法で得られた評価試料 B のクロマトグラム

4. 結論
樹脂中のフタル酸エステル類の分析に有機溶媒を使用せ
ず、前処理が迅速かつ簡便な Py-GC/MS 法を専用機化した
Py-Screenerと溶媒抽出 -GC/MS 法の定量結果を比較した結
果、規 制 濃 度 の 1000 mg/kg 近 傍 の 定 量 結 果 は 溶 媒 抽 出
-GC/MS 法と同 等 の 結 果 が 得ら れ ることが 確 認 で き た。
Py-Screener は、改正 RoHS 指令に追加されたフタル酸エス
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フタル酸エステル スクリーニングシステム

Py-Screener
有機溶媒不要の試料調製

有機溶媒を使用せずに、標準試料と検査試料が調製できます。また、
試料調製動画は初めての方でも簡単に試料調製が行えるようにサ
ポートします。

フタル酸エステル樹脂標準試料の試料調製

必要なものをすべて準備

含有量と合否判定の一覧表示で結果が一目瞭然

本システム用の標準試料を、RoHS 試験におけるマーケットリーダー

連続測定によって検出された対象成分の含有濃度を一覧表示させ、

である SGS ジャパン株式会社と共同で開発しました。標準試料をマ

含有濃度を濃度範囲で合否判定します。一目で連続測定した検査試

イクロパンチャーでパンチするだけで感度確認、定量およびブラン

料の結果を確認できます。

ク試験用の試料を調製できます。

Py-GC/MS 用フタル酸エステル含有標準試料
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