
表1. フタル酸エステル類の各国の規制状況と基準値

フタル酸の種類 略称

EU指令、
米国消費者製品
安全性改善法 食品衛生法

全玩具 口に接触
フタル酸ジ-2- 
エチルヘキシル DEHP 0.1% 0.1% 

フタル酸ジ-n- 
ブチル DBP 0.1% 

フタル酸ブチル
ベンジル BBP 0.1% 

フタル酸ジイソノ
ニル DINP 0.1% 0.1% 

フタル酸ジイソデ
シル DIDP 0.1% 

フタル酸ジ-n- 
オクチル DNOP 0.1% 

玩具中の有害物質の分析（3）赤外分光法によるフタル酸エス
テル類のプレスクリーニング

図1. Thermo Scientific™ Nicolet™ iS20 FT-IR ＋1回反射型ATR
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図2. フタル酸エステル類の赤外スペクトルと構造式

実験と結果
市販の2種類のトイフィギュア A、B を FT-IR ATRを用いて分析し
ました。スペクトル分解能 4 cm-1、1検体あたりの測定時間を5秒
としました。図3に、ATR法の模式図を示します。ATR法は、内部
反射光のしみ出し光を試料に吸収させてスペクトルを得る方法
です。測定部位をクリスタルに密着させるだけの簡単な操作で、
試料の密着度合も一定な、非常に再現性の良い手法です。

図4に、A、Bサンプルの赤外吸収スペクトルを示します。両サンプ
ルとも、700～600 cm-1 に PVC の C-Cl 結合に帰属される吸収帯
が検出されており、これらのフィギュアがPVC製品であることが 

はじめに
フタル酸エステル類は、ポリ塩化ビニル（PVC）用の可塑剤等に
使用される物質で、過敏症の原因や発がん性物質として人体へ
の影響が懸念されています。乳幼児では生殖機能や免疫システ
ムに影響を及ぼすと言われています。フタル酸エステルを含む
PVCが、玩具や食品容器材料等に使用された経緯から、EU諸国
や日本で、特定の構造を持つ物質の使用制限措置が取られてき
ました。最近では米国でも厳しく制限され始めています（表1）。

食品衛生法に基づく国内の玩具の規格基準では、PVCで製造さ
れた製品について現在2種類のフタル酸エステル同属体が規制
されています。しかしEUでは6種類、米国でも同様に暫定措置を
含めて6種類が規制されている状況から、厚生労働省では現在
の規格基準を見直す必要があるかどうかの検討を開始していま
す。玩具メーカーや材料メーカー、輸入業者などではフタル酸エ
ステル類の迅速かつ効果的な分析や代替物質への切り替えが
課題となっています。

赤外分光法の検討
受入品や在庫品など、大量の物品を検査するためには、分析の効
率化が課題となります。フタル酸エステル類の試験法にはGCまた
はGC/MSが指定されていますが、抽出などの前処理が必要とな
ります。赤外分光法は試料の前処理が不要で、データ取得も速
く、迅速な分析に適していると考えられます。全反射（ATR）アク
セサリを用いることで、さまざまな形状の試料を前処理なしで分
析することが可能です（図1）。フタル酸エステル類の赤外吸収ス
ペクトルの特性として、1725、1286、1123 cm-1 に非常に強いエス
テルの吸収帯、そしてベンゼン環の1,2-置換体に帰属される1085、
743 cm-1 に強い吸収帯が現れます。1600 cm-1と 1580 cm-1 に、
ベンゼン環の環伸縮振動に帰属される鋭い吸収帯が2本、ほぼ等
しい強度で現れるのが、特徴として際立っています（図2）。

APPLICATION NOTE
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複数の成分が重なり合うスペクトルで、各成分を分離定性するソ
フトウェアが上市されています。Thermo Scientific OMNIC™ 
Specta による多成分同時サーチでは、主材と可塑剤の両方の分
離定性が可能です。規格化された各成分スペクトルの割合から、
半定量も可能となります。図5に、フィギュアAのスペクトルの多成
分同時サーチ結果を示します。分析の結果、フィギュアAのスペク
トルは、PVCとDEHPの混合波形で、各成分スペクトルの割合が 
32：68で構成されることがわかりました。フィギュアBについて同
様の分析を行った結果、PVCとトリブチルクエン酸エステル類の
混合波形で、その割合が30：70であることがわかりました。

考察 - FT-IRとGC/MS

FT-IRはGC/MSと同様、定性分析と同時に定量分析も可能な手法
です。とくにPVCのようなプラスチックそのものの定性は、FT-IR
のように分子量に依存しない分析手法が適しています。PVCから
可塑剤を抽出せず、そのままFT-IRで迅速に分析する場合、その定
量限界は数％程度と考えられます。また可塑剤が同属体の混合
物で構成される場合の識別も難しく、各成分の分離定性にはクロ
マトグラフィー等の手法と組み合わせる必要がありますが、その
ためには検体を粉砕秤量し、有機溶剤に一晩浸すなど煩雑な前処
理が必要になります。FT-IR ATR法では、玩具を「そのまま」の状
態で分析し、PVCと同時に%オーダーで含まれるフタル酸エステ
ル類をすばやく分析できることが最大の利点です。

プラスチック玩具

前処理

他の
プラスチック

フタル酸エステル類
が、％オーダーで含まれる

　

まとめ
規制物質であるフタル酸エステル類を、FT-IR ATRを用いること
で短時間で検出できることがわかりました。FT-IRによる分析は
試料の前処理を必要とせず、大量の検体を効率よく測定できる
ので、PVC中のフタル酸エステル類のプレスクリーニング手法と
して適していると考えられました。
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図3. FT-IRによる全反射（ATR）分析法の模式図

図4.  トイフィギュアのFT-IR ATRスペクトル
（アドバンストATR補正後）と各吸収帯の帰属

図5. DEHP＋PVCの合成スペクトル（赤）とフィギュアAのオリ
ジナルスペクトル（青）の比較（赤枠）と OMNIC Specta によ
るフィギュアA の多成分同時サーチ結果（青枠）
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確認されました。さらにフィギュアAのスペクトルでは、図2のスペク
トルに類似した波形が見られることから、規制対象であるフタル
酸エステル類が多量に含まれる可能性があることが示唆されまし
た。フィギュアBには、フタル酸エステル類ではない、明らかに異な
る成分の脂肪酸エステル系添加剤が含まれていることが予測され
ました。柔らかいPVC製玩具の中には、大量の可塑剤が含まれて
いるケースが多く、可塑剤そのものの赤外吸光係数も強いため、
わずか数秒の分析でも感度よく検出できることがわかりました。

図6. プラスチック製玩具
の分析フローの一例
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