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』■r研究論文』■7

固相抽出一HPLC－UV法によるタナリスCY処理木材中
　　　　　　　　　　　　のシプロコナゾールの定量分析

宮内　輝久＊1，桃原　郁夫＊2，森　満範＊1

Quantitative　detem血ation　of　cyproconazole　in　woo（1trea』ted　with　Tanalith　CY

using　solid－phase　extraction　followed　by　HPLC　UV　analysis

Teruhisa　MIYAucHI＊1，Ikuo　MoMoHARA＊2，Mitsunoh　MoH＊1

　Copper　an（1triazole（CUAZ）wood　preservatives　are　among　the　most　widely　used　wood　preserva－

tives　for　press皿e　treated　wood　in　Japan，Accurate　quantit飢ive　methods£or　detemination　of　the

active　ingredients　are　required　to　guarantee　the　quality　of　treate〔i　wood。HPLC　with　ultraviolet　de－

tection（HPLC－UV）analysis　is　employe（l　to　dete㎜ine　cyproconazole，an　active　ingredient　of

CUAZ．In　some　wood　speciesヲhowever，co－extracted　components　interfere　with　the　quantitative

（1eter血nation　of　cyproconazole。To　overcome　this　interference，a　soli（1－phase　ext臓ction　with　Oa－

sis　MCX　has　been　developed。As　a　further　development　for　the　quanti且cation　of　cyproconazole　in

treatedwood，insteadof血e4．6㎜convenUonalcolumn，weapplieda2．1mmLD．colu㎜in

the　present　papeL　The　results　indicate（i　that　the2・1mm　L　D・column　simplified　the　metho（10f

sample　preparation　and　sufficient　recoveries　of　cyproconazole　could　be　achive（i　using　both　extemal

2md　intemal　standard　methods　with　tebuconazole。The　present　method　could　be　applied　to　the

quantification　of　cyproconazole　in　treated　wood　at120－5μg／g　wood．

Key　words：CUAZ；cyproconazole；solid－phase　extraction

　銅・アゾール化合物系木材保存剤（CUAZ）は最も広く用いられている加圧注入用木材保存

剤のひとつである。処理木材中の有効成分量を分析することは，保存処理木材の品質を保証

するうえで重要である。CUAZ系木材保存剤の有効成分であるシプロコナゾールはHPLCを

用いて定量分析されるが，木材成分による妨害が生じる場合がある。この妨害を除去する方

法として，固相抽出を用いた前処理方法が確立されている。本論文では，固相抽出とHPLC
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を用いた処理木材中のシプロコナゾールの定量分析法において，内径2．1mmのカラムを用い

た手順の簡便化について検討し，AQの保存処理木材1～3種に相当する有効成分を含む木

材中の保存剤の定量分析への本手法の適性を確認した。内径2．1mmのカラムを使用すること

で検出感度の向上が認められ，これにより前処理を簡略化することが可能であった。絶対検

量線（外部標準）法と内部標準法を用いた定量分析の結果，いずれの方法でもAQの保存処理

木材1～3種の分析に適用可能であることが確認された。

1．緒　　言

　銅・アゾール化合物系木材保存剤（CUAZ）は銅

とトリアゾール類を有効成分とし，JIS規格では

トリアゾール類としてテブコナゾールを含むもの

はCUAZ－1，シプロコナゾールを含むものは

CUAZ－2およびCUAZ－3に分類されている1）。

CUAZは，CCA代替薬剤として使用されている主

要な加圧注入用薬剤のひとつであるが，現在は主

にシプロコナゾールを含むCUAZ－2および
CUAZ－3が用いられている2）。

　処理木材中に含まれる銅の定量分析は，湿式分

解により回収後，原子吸光分析法（AAS）あるい

はプラズマ誘導発光分析法（ICP）を用いて行われ

ている3・4）。この方法では，木材中の有機物がほ

ぼ完全に分解されること，AASやICPによる分析

が選択的であることから，木材成分による分析の

妨害はほとんど生じないと考えられる。他方，有

機化合物であるシプロコナゾールの場合は，銅の

ように酸化分解を用いることはできない。処理木

材中のシプロコナゾールは，有機溶媒により抽出

された後HPLCあるいはGCを用いて定量分析さ

れている4）。木材をメタノールで抽出した場合，

シプロコナゾールのみならず，抽出成分も同時に

抽出され，これらの成分が試料マトリクスとして

残存しHPLC－UV分析を妨害する場合がある5）。

GC分析の場合，試料マトリクスが分析対象のカ

ラムヘの導入に影響し，過少な分析値が得られる

場合がある6－8）。以上のような場合，分析に影響

を及ぼす成分を何らかの方法で除去する必要があ

る。

　固相抽出法は，試料中に含まれる妨害成分を除

去する方法として有用であり，前処理方法として

様々な分野で使用されている9一’3）。著者らはこれ

までに，いくつかの樹種の心材成分がHPLC－UV

によるシプロコナゾールおよびテブコナゾールの

定量分析を妨害することを確認し，さらに，これ

らの妨害を除去するための強陽イオン交換カート

リッジ（Oasis　MCX）を用いた固相抽出法を確立し

ている5）。さらに，CUAZ系薬剤を使用した検討

から，保存剤由来の成分がOasis　MCXによる試料

精製に影響を与えないことを確認し，同じくトリ

ァゾールであるテブコナゾールを内部標準として

用いることで効果的に定量分析できる可能性を確

認している’4）。

本検討では，内径2．1㎜のカラムを使用し，検

出感度を向上させることで固相抽出操作をより簡

便に行う手順を新たに確立し，CUAZ－2としてタ

ナリスCYで処理された木材中に含まれるシプロ

コナゾールの定量分析への適用を試みた。

2．実　　験

2．1試薬

　タナリスCY，シプロコナゾールおよびテブコ

ナゾールは㈱ザイエンスから提供されたものを用

いた。28％アンモニア水およびメタノールはシグ

マ社製，HPLC用アセトニトリルおよびHPLC用

メタノールは関東化学㈱製のものを用いた。

2、2　試料の調製

　スギ（Cび穿01nε7∫α盈pon’cα），カラマツ（Lα7’x

κα8規魏7’），トドマツ（肋’65sαohαZ’nεns’5）および

ベイツガ（Tr配8αh8∫θrophyZZα）の辺・心材をウィ

レーミル（目開き2㎜）で粉砕し，使用するまで

室温下で保存した。木粉l　gを30ml容のバイアル

に入れ，タナリスCYの水溶液を加えた。バイアル

を密栓し3日問室温下で養生した。養生後，栓を

外し，室温下で2日間乾燥し，その後50℃のオー

ブンで2日問乾燥したものを処理木粉とした。乾

燥後，再びバイアルに栓をし，抽出に用いるまで

室温下で保存した。

木材保存　VoL33－5（2007）
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2．3　抽出

　バイアル内の処理木粉に少量のメタノールに溶

解したテブコナゾール（約50μg）を加え，1日間

室温下で乾燥した。次に，バイアルに20mlのメタ

ノールを加え，超音波洗浄機内で2時間抽出を行

った。この際，過剰な水温の上昇を防ぐ目的で，

超音波洗浄機内の水を30分おきに交換した。抽出

後，ガラスフィルターを用いて吸引ろ過し，残渣

を約5mlのメタノールで洗浄し，全量を25mlと

した。無処理木粉についても，同様の抽出操作を

行い，25mlのメタノール溶液とした。これらの溶

液のうち各lmlを減圧濃縮後，HPLCの移動相

（後述）に再溶解し，O．45μmのPTFE製メンブレン

フィルターでろ過後HPLCに供した。また，抽出

で得られた25mlのメタノール溶液のうち5mlを

固相抽出に用いた。

2．4　固相抽出

　固相抽出はOasis　MCX（Waters）を用い，これま

でに確立されている手法（図1）に従って実施し

た。回収した溶出液5mlのうち，1mlを減圧乾固

後，l　mlのHPLCの移動相に溶解し，0．45μmのメ’

ンブレンフィルターでろ過した後，HPLC分析に

供した。

2．5HPLC分析
　HPLC分析は以下に示す条件を用いて行った。

HPLCシステム：LC－10A（島津製作所）

カラム：Xbndge　C！8150mm×2．1mm　I．D．（Wa－

ters）

移動相：アセトニトリル：100mMリン酸緩衝液

（pH2．1）：H20（50：10：40，v／v／v）

流速：0．25ml／min

カラムオーブン温度：40℃

検出器：UV　220nm

注入量：20μl

　Xtera　C18（150×4．6mm　I．D．，Waters）カラム

を用いた場合は，流速を1．Oml／minに変更して行

った。

2．6定量分析

　テブコナゾールの定量分析は絶対検量線（外部

標準）法，シプロコナゾールの定量分析は外部標

準法およびテブコナゾールを内部標準とした内部

標準法により行った。外部標準法に用いた検量線

は0．1－10μg／mlのシプロコナゾールおよびテブ

コンディショニング
Conditioning

①2m［メタノール
methano［

②2ml蒸留水
disti”edwater

サンプルロード
SampleIoad

5mlメタノール溶液
5m［methanoIsoIution

↓
　洗浄1
　Wash1
3mI　メタノール

3mI　methanol

↓
　　　　　洗浄2
　　　　　Wash2
3mIアンモニア水：メタノール：蒸留水
3mI　NH40H：methanoにdistilledwater
　　　（5：20：75、v／v／v））

　　　　溶出
　　　　EIute
3mIアンモニア水＝メタノール

3mI　NH40H＝methanol
　　　（5：95，v／v）

図1　固相抽出の手順

Fig．1　SoIid－phase　extraction　procedure

コナゾールを含む標準液を用いて作成した。内部

標準法に用いた検量線は，0．1－10μg／mlのシプロ

コナゾールに一定量のテブコナゾールを加えた標

準液を用いて検量線を作成した。回収率はシプロ

コナゾール，テブコナゾールとも以下の式に従い

算出した。

　　　　　定量結果から算出したアゾール量
回収率（％）＝　　　　　　　　　　　　　　×100
　　　　　　　　添加したアゾール量

3．結果と考察

3．1カラム内径の影響

　HPLC分析では，カラム内径が小さいほど，検出

器に到達する濃度が高くなり，検出感度が向上す

る1516）。充填剤の充填密度が同じ場合，内径2．1

㎜のカラムの検出感度はHPLC分析に汎用され

木材保存　VoL33－5（2007）
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図2　内径の異なるカラムを用いて得られたHPLC

　　クロマトグラム
　　A　lカラム内径2．1mm，B：カラム内径4．6mm
　　号＝シプロコナゾール（5μg／ml），畢＝テブコ

　　ナゾール（5μg／ml）

Fig．2　HPLC　chromatograms　of　cyproconazoIe
　　　（5μg／ml）and　tebuconazoIe（5μg／mI）us－

　　　ing　different　internal　diameter　coIumns

　　　A＝2．1mm　i．d．column，B：4．6mm　i．d．col－

　　　umn
　　　Black　arrow：cyproconazoIe，white　arrow：

　　　tebuconazole

ている内径4，6mmのカラムの場合の約4倍以上

となり，また，内径が小さくなることでカラムの

全容積も低下するので移動相流量を低減すること

ができる17）。そこで，シプロコナゾール，テブコナ

ゾール（ともに5粋g／ml）を2．1mmのカラムを用い

て分析し，その検出感度をこれまでの検討で使用

していた4．6mmのカラムと比較した。両カラムを

用いて得られたクロマトグラムを図2に示す。内

径2．lmmのカラムで得られたシプロコナゾール

のピーク面積値は，4．6㎜で得られた値の約賠

であり，検出感度が向上していることが確認され

た。そこで，以下の実験については内径2．1㎜

のカラムを用いた。

3．2木材成分の影響

　スギ，カラマツ，トドマツおよびベイツガ心材

の無処理木粉の抽出物のクロマトグラムを確認す

ると，内径2，1㎜のカラムを用いた場合でも，こ

れまでの報告と同様5），ベイツガを除くすべての

樹種において，シプロコナゾールおよびテブコナ

ゾールの保持時問に一致する位置に木材由来の成

分のピークが確認された。図3に代表的なクロマ

トグラムを示した。他方，辺材の場合，スギでは

テブコナゾールと重なるピークが確認されたが，

ベイツガは，辺材の場合でもアゾールの保持時間

と一致する位置に木材成分のピークは確認されな

かった（図4）。クロマトグラムは示していないが，

200

＿100
＞
∈

80
§0

8
α：200

100

図3

0

A

2 4 6 8 10

C　
　
↓

0　　2

0 2 4 6 8 10

Fig．3

4 6 　8　10　0　　2　　4

Retentiontime（min）

6 8 10

無処理心材とタナリスCY処理心材のHPLC
クロマトグラム

A＝トドマツ心材（無処理）

B＝ベイツガ心材（無処理〉

C＝トドマツ心材（タナリスCY処理，シプロ
　コナゾール含量：50μg／g）

D＝ベイツガ心材（タナリスCY処理，シプロ
　コナゾール含量：50μg／g）

↓：シプロコナゾール，号：テブコナゾール
（内部標準）

HPLC　chromatograms　of　the　methanoI　ex－

tracts　from

heartwood　Qf（A）Sakhalin　fir　and（B）west－

em　hemIock，（C）Sakhalin　fir　and（D）west－

em　hemlock　treated　with　Tanalith　CY　cypro－

conazole　（50μg／g　wood）

BIack　arrow＝cyproconazoIe，white　arrow＝

tebuconazoIe　（internal　standard）

カラマツ辺材の場合も，アゾールの保持時間と一

致するピークは確認されなかった。また，スギ，

トドマツ辺材とも，シプロコナゾールのピークは，

初期に溶出するピークのテール部分に位置するこ

とが確認され，定量分析への影響が推測された。

　以上のように，内径2．1㎜のカラムを用いた場

合も，分析試料中に含まれる処理木材に由来する

成分の影響によるシプロコナゾールの定量分析の

妨害が確認された。また，テブコナゾールのピー

クにも影響を与える場合が確認され，これを内部

標準とした分析も影響を受けることが確認され

た。

3．3　固相抽出による妨害の除去

　処理木材由来の成分による妨害を除去するた

め，固相抽出を行った。前述のように内径2．1mm

のカラムを使用することで検出感度の向上が認め

木材保存　VoL33－5（2007）
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図4　無処理辺材とタナリスCY処理辺材のHPLC
　　クロマトグラム
　　A：スギ辺材（無処理）
　　B：トドマツ辺材（無処理）
　　C：スギ辺材（タナリスCY処理，シプロコナ
　　　　ゾール含量：50μg／g）

　　D＝トドマツ辺材（タナリスCY処理，シプロ
　　　　コナゾール含量：50μg／g）

　　↓＝シプロコナゾール，号＝テブコナゾール
　　（内部標準）

Fig．4　HPLC　chromatograms　of　the　methanol　ex－

　　　tracts　from　untreated　and　Tanalith　CY

　　　treated　sapwoods

　　　A：Japanesecedar（untreated），B＝Sak－
　　　haIinfir（untreated），C：Japanesecedar
　　　（treated，cyproconaz［oe50μg／g　wood），D：

　　　Sakhalin　fir（treated，cyproconazloe50μ9／9

　　　wood）．

　　　Black　arrow＝cyproconazoIe，white　arrow＝
　　　tebuconazole　（internal　standard）

30
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∈

ろ

望o　　　　　　　　　ooO2468100こ

830　　　　　　　　30
匡　　　　　　C

20

B

10

0

20

られたことから，内径4．6㎜のカラムを使用して

分析する際に必要であった濃縮操作14〉を省略し，

メタノール抽出で得られた25mlの溶液のうち5

mlを濃縮することなく固相にロードする方法を

用いて実験を行った。

　図5にタナリスCYで処理したスギ，トドマツ

の辺・心材をメタノール抽出し，固相抽出で精製

した後，HPLCで分析した際のクロマトグラムを

示す。図5と図3，4を比較すると明らかなよう

に，固相抽出により定量分析の妨害となるピーク

が除去され，両アゾールのピークを明確に確認す

ることが可能であった。テブコナゾールのピーク

に影響する成分を除去できたことにより，テブコ

ナゾールを内部標準とした定量分析が可能である

↓↓　10

0

　　　↓与

2　　4　　6　　8　10

　　　　D

↓↓

02468100246810
　　　　　RetentiOntime（min）

図5　固相抽出による前処理を適用したタナリスCY

　　処理木材のメタノール抽出物のHPLCクロマ
　　トグラム
　　A＝スギ心材，B＝スギ辺材，C＝トドマツ心
　　材，D：トドマツ辺材
　　シプロコナゾールの添加量はすべて50μg／g

　　↓＝シプロコナゾール，号＝テブコナゾール
　　（内部標準）

Fig、5　HPLC　chromatograms　of　the　methanoI　ex－

　　　tracts　from　Tanalith　CY　treated　woods　after

　　　the　solid－phase　extraction　with　Oasis　MCX．

　　　A：Japanese　cedar　heartwood，B＝sap－
　　　wood、C：Sakhalin　fir　heartwood，D＝sap－

　　　wood．
　　　BIack　arrow＝cyproconazole，white　arrow：
　　　tebuconazole　（internaI　standard）

ことが確認された。

3．3　タナリスCYで処理された木材中のシプロ

　コナゾールの定量分析

　タナリスCYで処理された木材に対するAQの

規定値は，「保存処理木材1種」の2．Okg／m3，2種

の1．Okg／m3，3種の0．5kg／m3である’8）。JIS1）で

はCUAZ－2について，銅とシプロコナゾールが

98．6～99％：1．4～1．0％の質量分率で含有されて

いることが規定されている。これらの値を用いて

計算すると，少なくとも1種では28～20g／m3，2

種では14～10g／m3，3種では7～5g／m3のシプ

ロコナゾールが木材に含まれていることになる。

ここで，木材の比重を0．4と仮定すると，1種で70

～50μg／g，2種で35～25μg／g，3種で17．5～12．5

μg／gのシプロコナゾールが処理木材に含まれて

いることになる。そこで本検討では，これらの濃

度に対応するため，タナリスCYを用いて120，

木材保存　VoL33－5（2007）
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表1　外部標準法によるシプロコナゾールおよびテブコナゾールの回収率
TabIe　l　Recoveries　of　cyproconazole　and　tebuconazoIe　using　an　extemal　standard　method

回収率（％）a

Rec・very（％）

　添加量：120μg／g

spikinglevel：120μ9／9

　添加量：50μg／g

sp面nglevel：50μ9／9

　添加量：5μg／g

sp櫃ngleve15μ9／9

シプロコナゾール　　テブコナゾールb

cypr・c・naz・le　tebuc・n餌・leb

シプロコナゾール

cyproconazole

テブコナゾールb

tebucollazoleb

シプロコナゾール

cyproconazole

テブコナゾールb

tebucGnazoleb

スギ心材

Japanese　cedar　heaエtwood

スギ辺材

Jap2mese　cedar　sapwood

カラマツ心材

Japanese　larch　heartwood

カラマッ辺材

Japanese　larch　sapwood

トドマッ心材

Sakhalin　fir　heartwood

トドマツ辺材

Sakhalin　fir　sapwood

ベイツガ心材

Westem　hemlock　he繊wood

ベイツガ辺材

Westem　hemlock　sapwood

78　（0．5）

79　（3．4）

82　（2．0）

83　（1．2）

86　（0．7）

84　（1．4）

79　（2。1）

82　（0．5）

93　（0．3）

91　（1。3）

93　（2．6）

92　（3．4〉

94　（4．3）

92　（1．3）

95　（4．0）

94　（2．4）

85　（0．5）

83　（3．4）

85　（2．0）

88　（L2）

86　（Q、7）

88　（1．4）

80　（2．1）

85　（0．5）

93　（1．1）

92　（1．8〉

92　（0、8）

91　（2．3）

92　（0．6）

92　（L9〉

93　（L6）

94　（0。3）

82　（3．0）

84　（L5）

87　（2．4）

87　（3、4）

80　（2．4）

87　（5．6〉

81　（！．8）

84　（5．3）

94　（1．6）

93　（！．1）

94　（1．7）

93　（L1）

97　（！。2）

96　（2．5）

93　（1．6）

94　（0．9）

（）内は標準偏差

standard〔1eviation　in　parentheses

テブコナゾールの添加量は50μg／g

spikingleve1・ftebuconazoleis50μ9／9

50，5μg／gのシプロコナゾールを含む木粉を調

製し検討を行った。

　外部標準法を用いた定量分析により得られたシ

プロコナゾールの回収率を表1に示す。いずれの

場合もAWPA規格19）に記載されているアゾール

類の回収率（74～78％）を上回っており，今回用

いた手法は，1種から3種に相当する処理木材中

のシプロコナゾールの定量分析法として十分使用

可能であると考えられる。

　内部標準として添加したテブコナゾールの回収

率は，濃度水準や樹種にかかわらず，シプロコナ

ゾールの回収率よりも高い値を示した（表1）。テ

ブコナゾールはメタノール溶液として木粉に加

え，添加後ただちに乾燥している。一方，シプロ

コナゾールはタナリスCYの水溶液として加え，

添加後数日間の養生期間を経ている。したがって，

回収率に認められた差には両アゾールの木材への

定着性等が影響していると考えられるが，添加方

法の違いも影響していると推測された。

　内部標準法を用いた場合の回収率（表2）につ

いても外部標準法の場合と同様AWPA’9）規格に記

載されているアゾール類の回収率よりも高く，さ

らに外部標準法の回収率よりも高い傾向が認めら

れた。内部標準法は前処理過程で生じる誤差，

HPLC分析時の試料導入量の誤差等を補正できる

というメリットがある20）。本検討においても，抽

出操作前にテブコナゾールを内部標準として加え

ることで，分析操作上に生じる誤差をある程度補

正できたものと考えられる。

4．まとめ

　処理木材中のシプロコナゾールの定量分析につ

いて，これまでに確立されている方法において，

内径2．1㎜のHPLCカラムを用いることで，固相

抽出を用いた前処理を効率的に行うことが可能で

あった。また，外部標準法と内部標準法を用いた

シプロコナゾールの回収率は，内部標準法の方が

やや高いものの，両者ともAWPAに記載されてい

るアゾール類のそれよりも高く，認証に係る試験

で対象となる濃度範囲について問題なく定量分析

できることが確認された。
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表2　内部標準法によるシプロコナゾールの回収率
Tabie2　Recoveries　of　cyproconazoie　using　an　internaI　standard　method

シプロコナゾール回収率（％）a
Rec・very・fcypr・c・haz・le（％）a

　添加量：120μg／g

spikinglevel：120μ9／9

　添加量：50μg／g

sp梱ng　level：！20μ9／9

　添加量：5μg／g
spikingleve1：120μ9／9

スギ心材

Japanese　cedar　heartwood

スギ辺材

Japanesecedarsapwood

カラマツ心材

Japanese　Iarch　hea■twood

カラマッ辺材

Japanese　larch　sapwood

トドマッ心材

Sakhalin　fir　heaTtwood

トドマッ辺材

S曲alin　fir　sapwood

ベイツガ心材

Westem　hemlock　hear伽ood

ベイツガ辺材

Westem　hemlock　sapwood

82

85

86

88

90

89

81

85

（0．8）

（L8）

（L4）

（0．9）

（3．0）

（1。3）

（！．0）

（2，8）

89

89

91

94

92

94

84

88

（1．3）

（4．7）

（1．5）

（2。2）

（0．8〉

（0．9）

（2．0）

（0．8）

86

88

91

92

80

88

86

87

（4．5〉

（2．2）

（0．8）

（4．4）

（1．5）

（4．5〉

（2．1）

（5．3）

（）内は標準偏差

standar〔l　devia亘on　in　paren血eses
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