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1. はじめに 

フタル酸エステルは工業的に非常に需要が高

く、特にポリ塩化ビニル(PVC)に代表される

プラスチック製品には可塑剤として添加され

てきた。しかしながら近年、環境ホルモンと

して人体への内分泌撹乱作用が懸念され、各

国では規制・規格が設けられている。現在日

本では厚生労働省告示第 370 号内に対象物

質・規制値等が定められており、分析におけ

る前処理には溶媒抽出法が一般的である 1)。 

マ イ ク ロ 波 溶 媒 抽 出 (Microwave Assisted 

Extraction; MAE)法は、短時間かつ多検体同時

処理が可能である溶媒抽出法であり、様々な

試料に対して処理効果が確認されている 2-3)。

フタル酸エステルのスクリーニングまたは定

量分析へ適用することで、処理操作の迅速化

および簡略化が得られると考える。本研究で

は、フタル酸エステル化合物であるフタル酸

ジブチル(DBP)，フタル酸ビスブチルベンジ

ル(BBP)およびフタル酸ジ-2-エチルヘキシル

(DEHP)を対象とし、MAE 法の妥当性確認お

よび実用評価を実施したので報告する。 

 

 

2. 方法 

(1) 試験試料 

プラスチック材料として PVC およびエポキシ

樹脂を用いた。全試料とも予め工具にて汚染

無きように約 5 mm 径以下まで細かく破砕し

たものを使用した。 

(2) MAE 

マイクロ波溶媒抽出装置 ETHOS One および、

石 英 製 抽 出 容 器 ロ ー タ ー Q-20( と も に

Milestone 製)を用いた。石英製の抽出容器を

使用することで、抽出処理後のメモリー効果、

および、テフロン等で懸念される抽出温度バ

ラつきを抑制する効果が期待できる。さらに

使用後の容器洗浄は、電気炉等で高温加熱処

理を行うことで、付着残渣および微量成分を

完全に除去することが出来る。 

(3) 抽出操作 

試料 1.0 g を秤量し石英容器内へ導入、

Acetone：n-Hexane(3:7)混合溶媒 15 ml を添加

したのち、温度 120℃にて 30 分間の加熱抽出

処理を実施した(Fig.1)。粗抽出液を 10 分間ほ

ど静置後に得られた上澄液をパスツールピペ

ットにて 1 ml 程度採取したものを測定溶液と

した。カラム処理および濃縮等の精製処理は

行っていない。なお、一連の前処理工程にお

ける作業時間は 1 時間以内であった。 

 

(4) 測定/解析 

測定には、四重極型ガスクロマトグラフ質量

分析計(JMS-Q1000GC MkⅡ, 日本電子製)を用

いた。 

 

3. 結果と考察 

 溶媒の選択性  

公定法内で指定されている Acetone および n-

Hexane を用いたマイクロ波溶媒抽出処理が可

能であることが確認された。極性溶媒である

Acetone が加熱媒体となり、かつ n-Hexane と

混ざり合うことで溶媒内が均一となりマイク

ロ波加熱が良好に実行されると考える。  

Step time Power(W) Temp.( ℃ ) 

1 00:10:00 1000 120 

2 00:20:00 1000 120 

Fig.1 Program of MAE by ETHOS One 



 

 

 抽出精度 

同一試料について多検体同時処理(n=8)を行っ

たところ、その併行精度は±10 %以内であっ

た(Fig.2)。また、同試験を数日間繰り返した

際の再現精度は±3 %以内であった。従って、

同一処理かつ繰り返し使用時におけるバラツ

キは低いといえる。 
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Fig.2 Repeatability of phthalates extracted by MAE 

 試料量と抽出濃度の相関関係 

フタル酸エステル類含有プラスチック材の処

理量を変化させたとき、試料量と抽出液中の

DBP 濃度に精確な比例関係が確認された

(Fig.3)。試料量に依存せずに一定の抽出効率

を得ることから、微小量試料への適用も可能

である。 
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Fig3.Comparison of extraction efficiency between sample volume 

 残渣中の目的成分有無 

1 処理で発生する抽出残渣を用いて、再抽出

処理を複数回にわたり実施したところ、残渣

中にフタル酸エステル類は確認されなかった

(Fig.4)。抽出残渣中に含まれるフタル酸エス

テルは初抽出液濃度の 1 %未満であることか

ら、目的成分は 1 回目の処理でほぼ全て回収

されると判断できる。 
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Fig.4 Transition of extraction time 

4. 結論 

MAE 法の利点は以下のとおりである。 

 多検体同時処理が可能であり、高い抽出効

率が望まれる。 

 試料の投入量・種類に依存しない安定した

定量結果を得られる。 

 安全な操作性・作業性の向上が図れる。 
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