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【はじめに】  
水質管理目標設定項目における水質検査は、低濃

度領域の測定精度が求められており、とくに農薬

類の測定精度は厳しい基準が設けられている。こ

のため、低濃度領域の定量測定技術とあわせて、

最終的な検出の真偽を判断できる、同定を目的と

した高度な定性確認手法が必要とされる。  
 
一般的な LC/MS/MS 測定では、標準品の定量イオ
ン・定性イオンの強度比（面積比）と比較する手

法を用いるが、定性イオンが検出されない、強度

比が著しく異なるなど、真偽の判断が難しい成分

については、信頼度の高い手法として、標準品の

MS/MS スペクトルと比較する手法が用いられて
いる。しかしながら、低濃度領域において、高感

度で質の良い MS/MSスペクトルを取得するには、
高度な分析技術を要する。また、水質管理目標設

定項目 LC/MS 測定対象農薬に特化した MS/MS ス
ペクトルライブラリー（データベース）を構築し

ている機関は少ないため、新たに作成する時間も

必要となる。  
 
本報告では、四重極型リニアイオントラップの

sMRM（ Scheduled MRM™アルゴリズム）定量測
定モードと EPI（ Enhanced produc t  Ion  scan）
定性測定モードを組み合わせた ID A（ Informat ion  
Dependent Acquis i t ion）を用いて、迅速で高感
度な測定手法を開発するとともに、LC/MS 測定対
象農薬 36 成分の MS/MS スペクトルライブラリー
を新たに作成することで、同定を目的とした信頼

度の高い定性確認手法を確立した。  
 
sMRM は、特定の時間のみ、指定した MRM トラ

ンジションをモニターする技術で、高感度で再現

性の高い定量測定手法である。また、 EPI は高感
度な MS/ MS を行う定 性測定 手法 である 。こ の

sMRM と EPI を組み合わせた ID A は、 sMRM で

対象成分が検出された場合に、 EPI でその成分の
MS/MS を行う、自動 MS/MS 測定法である。この
ID A を用いることにより、高感度な定量データと
同定を目的とした定性データが、 1 度の測定で同
時に取得することができる。  

 
Fig. 1 sMRM のアルゴリズム  

 

 
Fig. 2 ID A の模式図  

 
【方法】  
対象成分：水質管理目標設定項目  目標 15 農薬
類  LC/MS測定対象農薬  
質量分析計：3200 Q TRAP® LC/MS/MSシステム、
イオン化法： ESI（ Pos it ive、Negative）、  
測定モード： ID A（ sMRM+EPI+EPI）、H PLC：
Shimadzu 社製 Prominence  シリーズ、  
カラム： TSK -Gel OD S- 80TsQ A   
5μ  ( 2. 0mmΦ×150mm)、  
カラム温度： 40℃、注入量： 10μL、  
移動相： A…0. 1％ギ酸水溶液 B…アセトニトリル  
 
※上記条件にて、ID A（ sMRM+EPI+EPI）測定メ
ソッド、ライブラリーを作成し、 Cl iquid ®ソフト

ウェアを用いて同定を目的とする定性確認を実施

した。Cl iquid®ソフトウェアを用いると、測定～
ライブラリー検索～結果の出力までの一連の作業

を全て自動化できる。  



 
【結果と考察】  
結果の一例として、ID A（ sMRM+EPI+EPI）測定
で取得した sMRM（ Pos it ive）の XIC（ Extracted 
Ion Chromatgram）と EPI の MS/MS スペクトル
を Fig.3 に、 Cl iquid®ソフトウェアを用いたライ
ブラリーサーチ結果を Fig . 4 に示す。  
定量測定（ s MRM）については、いずれの成分に
おいても、 5ppb 濃度 ( n=5)で CV20％以下と良好
な再現性が認められた。定性測定（ EPI）では、
5ppb 低濃度領域において高感度な MS/MS スペク
トルを取得できた。この MS/ MS スペクトルを
Cliquid®ソフトウェアを用いてライブラリーサ
ーチを実施したところ、良好な相関性が得られ、

ライブラリーの有効性が認められた。  
ID A（ sMRM+EPI+EPI）測定を実施することによ
り、高感度で再現性の高い定量と定性データを同

時 に 取 得 で き る こ と が 示 唆 さ れ た 。 さ ら に

Cliquid®ソフ ト ウェ ア とラ イ ブラ リ ー を用 い る
ことで、測定～ライブラリー検索～結果の出力ま

での一連の作業を自動化できるため、迅速で、信

頼度の高い同定が可能になる。  
 
【結論】  
四重極型リニアイオントラップの ID A
（ s MRM+EPI+EPI）測定とライブラリーを組み合
わせることで、低濃度領域の同定を目的とする信

頼度の高い定性確認手法を確立した。  
 

 
F ig. 3  5ppb 標準液の XIC と MS/MS スペクトル  

 
F ig. 4  ライブラリーサーチの結果  


