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【はじめに】 

 環境中に見出される生体リスク物質の分析に、質量分析装置

は欠くことのできない装置である。近年、飛行時間型 (TOF) な

どの高分解能質量分析装置の登場により、環境分析の分野にお

いても Suspect screening や Non-target analysis といった新

しい分析手法が利用出来るようになってきた。Non-target 

analysis では検出されたイオンの精密質量、フラグメンテーシ

ョンパターン、保持時間、類縁物質の検出状況等から構造を読

み取っていく。環境中に存在する商業的に生産されている化学

物質は明確な発生源があるものが多いため、十分な量があり質

の高いデータが取れることが多い。しかしながら，高分解能質

量分析のイオン化として広く用いられるエレクトロスプレーイ

オン化法 (ESI) では単純にプロトン付加やプロトン脱離により

イオン化するだけでなく、付加イオン形成や量が多い場合には

二量体やクラスターイオンも生じるため複雑なスペクトルとな

る。したがって、まずは観測されたイオンがどのようにイオン

化されたものであるかから考え、構造解析を進める必要があ

る。ここでは、四重極と飛行時間型のハイブリッド型質量分析

計 (QTOF) である SCIEX X500R QTOF system を用いて、河川中

に含まれる化学物質を Non-target analysis により見いだした

例について紹介する。 

【装置・ソフトウェア】 

LC:SCIEX ExionLC™ AD system

MS: SCIEX X500R QTOF system 

日常的に使用できる高分解能 MS：SCIEX X500R QTOF system 

Software：SCIEX OS software 

SCIEX OS software HOME画面 

【測定方法】 

 兵庫県内の河川から、500 mL の水を採取し、固相抽出カラム

により濃縮を行った。アセトンにより溶出したサンプルについ

て、LC-MSにて ESI ポジティブ、および ESI ネガティブイオン

モードを用い、SWATH® Acquisition (1度の測定で全イオン

(Precursor ions, Fragment ions) のデータを一括取得) によ

る測定を行った。SWATH® のデータ取得は、Q1 を 250 – 600 

m/z の範囲で 19 ウィンドウに分割し、MS/MS を 50 – 600 m/z 

の範囲で取得した。Q1 ウィンドウの幅は約 15 Da とした。プ

レカーサイオン において強度が 50,000 cps を超えたイオンに

ついて構造解析を進めた。 

【自然由来物質および代謝物の構造解析】 

 ESI (+) において、m/z 535.2889 のイオンが検出され、精密

質量から組成式 C27H44O9Na+ であり、ナトリウムイオン付加分子

として検出されていることが示唆された。その m/z 259.2059 の

フラグメントには C18からなる不飽和脂肪酸が含まれると考えら

れた。また、162.0527 の Neutral loss が観察されたことか

ら、Monoglycosyl acylglycerol と推定された。また、脂肪酸

組成の異なる類縁体と考えられるイオンが複数検出されたこと

から、Monoglycosyl acylglycerol1 と同定した (図 1)。 
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図 1. Monoglycosyl acylglycerol の構造解析 

 ESI (-) において、m/z 366.9005 にイオンが検出され、その

精密質量による組成式および同位体存在比により Triclosan 代

謝物であることが示唆された。その MS/MS フラグメントから、

SO3 の脱離に相当する 79.9568 の Neutral loss が観察され検

出されたことより、Triclosan sulphate2 と同定した。また、

m/z 574.4509 に検出されたイオンから、Sulfolipid3 の存在も

示唆された (図 2)。 

図 2. ESI (-) における自然由来物質の構造解析 

【人工由来物質の構造解析】 

 ESI (+) において m/z 571.0356 のイオンが検出され、その精

密質量から C16H33Cl4O9P2+ であることが分かった。その MS/MS 

フラグメントから、Ethoxy および Ethyl phosphate 構造を持

つことが示唆された。また、m/z 284.9616 に類縁体が検出され

たことより、これらの構造を図に示す Chlorinated phosphates 

と同定した。また、Irganox PS-800 とその類縁体も検出された 

(図 3)。 

図 3. ESI (+) における人工由来物質の構造解析 

 ESI (-) において、m/z 430.9845、m/z 455.0291、m/z 

458.0036 に、いずれも Sucralose であるが異なる付加イオン

として検出された (図 4)。この例が示すように、ESI (-) では

しばしば ESI (+) よりも多様な付加イオンが生じることによ

り、解析が複雑となることがあるので注意が必要である。 



図 4. Sucralose の構造解析 

【まとめ】 

 Non-target analysis では、[M+H]+、[M+Na]+ や [2M+H]+ な

どどのように分子がイオン化しているかを知ることは 

LC/ESI/MS データの解釈を行うにあたって重要である。環境中

では、人工的な環境リスク物質にも分解物等の類縁体が存在す

ることがあるが、類縁体を含めてデータを解釈することで化合

物同定の信頼性を向上できる。人工的な環境リスク物質の大部

分は、精密質量から暫定的に同定可能である。今回の分析で

は、界面活性剤、薬物、抗酸化剤、農薬、日焼け止めや保存料

などが見いだされた。検出された化合物は、ある特定の環境下

での半減期を持ち、一般的に地理的な特徴を示す。今回得られ

た結果から、現在の化学物質管理の枠組みではカバーされてい

ない物質も多く見いだされた。得られた知見は、通常状態の環

境の理解や現在の化学物質管理法を補完する手助けとなるだろ

う。 
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