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※本経費により行った研究実績及び成果を簡潔に記入してください。 

※外部資金を獲得しようとした内容を確実に記載してください。 

※成果報告書については、ホームページに掲載します。公研究成果報告書の内容に

未公開の知見が含まれるなど、公開に差し障りがある場合には、その旨を成果報

告書に明記してください。 

前年度は、微小量のマイクロプラスチック（MP）の定性・定量分析のための試みとして、ミジン

コ一匹に捕食されたポリスチレン（PS）の熱分解ガスクロマトグラフ-質量分析計（熱分解GC/MS）

による分析を行ったが、本年度は海洋から回収されたプランクトン中に存在する MP の分析に適用

し、その手掛かりを得た。また、MP の一種である排水中のマイクロ繊維の定量法の開発を韓国の研

究者と共同で実施、成果を論文として公表した。さらに、環境中 MP の熱分解 GC/MS による定量分

析法のためのソフトウェア開発を企業との共同で実施した。 

 MP のキャピラリー液体クロマトグラフ-質量分析（LC-MS）を目指し、基盤となるキャピラリー

液体クロマトグラフ、および、質量分析法での合成高分子解析法に関する研究を行った。キャピラ

リーLC の心臓部であるキャピラリーカラムの調製法について検討を行い、前年度よりも分離性能の

高いカラムを調製することに成功した。さらに、複雑な高分子の解析方法を質量分析で行うための

手法開発を、標準試料・実試料を用いて行い、これまで困難であった合成高分子の精密解析に成功

した。 

MP の粒子レベルでの分離・計測を目的として、マイクロチップ分析システムの開発を行い、微粒

子のキャラクタリゼーションを一粒子レベルで行う基礎技術をさらに発展させることに成功した。

また、新たに誘電泳動を用いた MP の種類別分離手法の開発を行い、誘電泳動によりMP の種類別分

離が可能であることを初めて明らかにした。 

 

本研究により得られた研究成果を基盤として、MP 分析技術開発に関する共同研究を 1 社と締結し

た。また、LC-MS による MP 分析をテーマとして、助成金の申請を行った。  

 

 



 

本経費により行った研究成果発表（口頭発表も含む） 

※発表論文の場合、著者、題目、掲載誌名、巻号、頁、発表年（月）について記入してください。 

【論文発表】 

1. "Pyrolysis-GC–MS analysis of ingested polystyrene microsphere content in individual Daphnia magnae", 

Nakano, R.; Gürses, R. K.; Tanaka, Y.; Ishida, Y. Kimoto, T.; Kitagawa, S.; Iiguni, Y.; Ohtani, Sci. Total 

Environ., 2022, 817, 152981. 

2. "Selective solvent extraction and quantification of synthetic microfibers in textile laundry wastewater using 

pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry", Lim, S. J; Park, Y.-K.; Kim, H.; Kwon, J.; Moon, H. M.;  

Lee, Y.; Watanabe, A.; Teramae, N.; Ohtani, H.; Kim, Y.-M., Chem. Eng. J., 2022, 434, 134653. 

3. "End group analysis of poly(methyl methacrylate)s using the most abundant peak in electrospray ionization-

ion mobility spectrometry-tandem mass spectrometry and Fourier transform–based noise filtering", Omae, 

M.; Ozeki,Y.; Kitagawa, S.; Ohtani, H., Rapid Commun. Mass Spectrom., 2021, 35, e9176. 

4. "Qualitative and quantitative analysis of mixtures of microplastics in the presence of calcium carbonate by 

pyrolysis-GC/MS", Ishimura, T.; Iwai, I.; Matsui, K.; Mattonai, M.; Watanabe, A.; Robberson, W.; Cook, 

A.-M.; Allen, H. L.; Pipkin, W.; Teramae, N.; Ohtani, H.; Watanabe, C., J. Anal. Appl. Pyrolysis, 2021, 157, 

105188. 

5. "Preparation and test of a reference mixture of eleven polymers with deactivated inorganic diluent for 

microplastics analysis by pyrolysis-GC–MS", Matsueda, M.; Mattonai, M.; Iwai, I.; Watanabe, A.; Teramae, 

N.; Robberson, W.; Ohtani, H.; Kim, Y.-M.; Watanabe, C., J. Anal. Appl. Pyrolysis, 2021, 154, 104993. 

【学会発表】 

1. “Analysis of synthetic polymers in electrospray ionization-ion mobility spectrometry-tandem mass 

spectrometry with collision induced charge stripping and Fourier transform filter”, Y. Ozeki, S. Kitagawa, 

H. Ohtani, Pacifichem 2021 (2021.12.15-20, Web) 

2. “Analysis of microplastics ingested in individual planktons by pyrolysis-GC-MS”, H. Ohtani, R. Nakano, 

Y. Tanaka, R. K. Gürses, Y. Ishida, T. Kimoto, Pacifichem 2021 (2021.12.15-20, Web) 

3. “Identification of polymer species in mixed microplastic model sample by pyrolysis-gas chromatography-

atmospheric pressure chemical ionization quadrupole time-of-flight mass spectrometry”, H. Ohtani, K. 

Harata, S. Kitagawa, Y. Iiguni, Pacifichem 2021 (2021.12.15-20, Web) 

4. “微小マイクロプラスチック一粒子分析のためのキャピラリーサイズ排除クロマトグラフィーの

開発”, 平下夏帆，北川慎也, 大谷 肇, 第 32 回クロマトグラフィー科学会議 (2021.11.25-27, 野

田/Web) 【Best Presentation Award for Young Scientists 受賞】 

5. “単一微粒子のリアルタイムかつ連続分析のための交流電磁泳動―散乱光強度の変調検出システ

ムの開発”, 横井ひかり, 飯國良規, 大谷 肇, 第 15 回磁気科学会年会 (2021.11.15-17, 鹿児島

/Web) 

6. “グリッド電極を用いた異種プラスチックにおける誘電泳動の基礎検討”, 中西 航, 北川慎也, 

大谷 肇, 「分析中部・ゆめ 21」若手交流会第 21 回高山フォーラム (2021.11.13, Web) 【優秀賞

受賞】 

7. “Microplastics Analysis by Pyrolysis-GC/MS－Recent Developments－”, H. Ohtani, International On-line 

Symposium on Environmental Microplastics: Microplastics 2021 (2021.11.10-12 Web) 【 Keynote 

Lecture】 

8. “熱分解分析法による高分子材料分析の到達点”, 大谷 肇, 第 52 回中部化学関係学協会支部連合

秋季大会 (2021.10.30-31, Web) 【招待講演】 

9. “ESI-IMS-MS と KMD 法を用いた St/MMA/nBA コポリマーの解析”, 尾関優香, 北川慎也, 大

谷 肇, 近藤洋輔, 品田弘子, 第 26 回高分子分析討論会 (2021.10.28-29, Web) 【審査員賞受賞】 

10. “エレクトロスプレーイオン化イオンモビリティタンデム型質量分析法によるポリオキシメチレ

ンの末端構造解析”, 森本雄貴, 北川慎也, 大谷 肇, 川口邦明, 阿久津裕明, 第 26 回高分子分析討

論会 (2021.10.28-29, Web) 

11. “熱分解 GC/MS を用いたマイクロプラスチックスの定量分析における分析条件の検討”, 石村敬



 

久, 渡辺忠一, 寺前紀夫, 大谷 肇, 第 26 回高分子分析討論会 (2021.10.28-29, Web) 

12. “環境試料中の微量マイクロプラスチックスの分析におけるスプリットレス熱分解 GC/MS 法の

適用（その 1）スプリットレス熱分解装置を用いる測定条件の検討”, 鄭 甲志, 渡辺忠一, 寺前

紀夫, 大谷 肇, 第 26 回高分子分析討論会 (2021.10.28-29, Web) 

13. “スプリットレス熱分解GC/MSを用いる環境試料中の微量マイクロプラスチック分析 （その2）

ポリスチレン分析への応用”, 松枝真依, 渡辺忠一, 渡辺 壱, 寺前紀夫, 大谷 肇, 第 26 回高分

子分析討論会 (2021.10.28-29, Web) 

14. “スプリットレス熱分解GC/MSを用いる環境試料中の微量マイクロプラスチック分析 （その3）

ポリエチレン分析への応用”, 佐藤眞純, 渡辺忠一, 渡辺 壱, 寺前紀夫, 大谷 肇, 第 26 回高分

子分析討論会 (2021.10.28-29, Web) 

15. “スプリットレス熱分解GC/MSを用いる環境試料中の微量マイクロプラスチック分析 （その4）

底質試料中の微量マイクロプラスチック分析における課題と対策”, 石村敬久, 渡辺忠一, 寺前紀

夫, Barbara Scholz-Boettcher, 大谷 肇, 第 26 回高分子分析討論会 (2021.10.28-29, Web) 

16. “MS スペクトルの周波数解析に基づく合成高分子解析手法の開発”, 尾関優香, 北川慎也, 大谷 

肇, 近藤洋輔, 品田弘子, 日本分析化学会第 70 年会 (2021.9.22-24, Web) 

17. “磁路型グリッド電極を用いた磁気-誘電泳動による微粒子のキャラクタリゼーション”, 海老名

美歩, 飯國良規, 大谷 肇, 日本分析化学会第 70 年会 (2021.9.22-24, Web) 

18. “スプリット熱分解 GC/MS を用いるマイクロプラスチック定量分析における諸因子の基礎検討”, 

石村敬久, 渡辺忠一, 寺前紀夫, 大谷 肇, 日本分析化学会第 70 年会 (2021.9.22-24, Web) 

19. “スプリットレス熱分解GC/MSを用いる環境試料中の微量マイクロプラスチック分析 （その1）

スプリットレス熱分解装置を用いる測定条件の検討”, 鄭 甲志, 渡辺忠一, 寺前紀夫, 大谷 肇, 

日本分析化学会第 70 年会 (2021.9.22-24, Web) 

20. “スプリットレス熱分解GC/MSを用いる環境試料中の微量マイクロプラスチック分析 （その2）

ポリスチレン分析への応用”, 松枝真依, 渡辺忠一, 渡辺 壱, 寺前紀夫, 大谷 肇, 日本分析化

学会第 70 年会 (2021.9.22-24, Web) 

21. “スプリットレス熱分解GC/MSを用いる環境試料中の微量マイクロプラスチック分析 （その3）

ポリエチレン分析への応用”, 佐藤眞純, 渡辺忠一, 渡辺 壱, 寺前紀夫, 大谷 肇, 日本分析化

学会第 70 年会 (2021.9.22-24, Web) 

22. “スプリットレス熱分解GC/MSを用いる環境試料中の微量マイクロプラスチック分析 （その4）

底質試料中の微量マイクロプラスチック分析における課題と対策”, 石村敬久, 渡辺忠一, 寺前紀

夫, Barbara Scholz-Boettcher, 大谷 肇, 日本分析化学会第 70 年会 (2021.9.22-24, Web) 

23. “熱分解 GC/MS によるマイクロプラスチック分析法および参照試料の開発 その 1：希釈剤と

しての石英微粉末の検討”, 松枝真依，石村敬久，渡辺 壱，寺前紀夫 Bill Robberson，大谷 

肇, マテリアルライフ学会第 32 回研究発表会 (2021.7.1-2, Web) 

24. “熱分解 GC/MS によるマイクロプラスチック分析法および参照試料の開発 その 2：希釈剤と

しての炭酸カルシウム微粉末の検討”, 石村敬久，松枝真依，塩野 愛，寺前紀夫，Bill 

Robberson，大谷 肇, マテリアルライフ学会第 32 回研究発表会 (2021.7.1-2, Web) 

25. “エレクトロスプレーイオン化-イオンモビリティ質量分析法とケンドリックマスディフェクト法

を用いた３元系コポリマー解析”, 尾関優香, 北川慎也, 大谷 肇, 近藤洋輔, 品⽥弘⼦, 第 81 回

分析化学討論会 (2021.5.22-23, Web) 

26. “水性二相マイクロフローと MHD 効果によるマイクロチャンネル中の微粒子の輸送制御”, 飯國

良規, 新垣比呂, 大谷 肇, 第 81 回分析化学討論会 (2021.5.22-23, Web) 

27. “エレクトロスプレーイオン化-イオンモビリティタンデム型質量分析法とフーリエ変換フィルタ

を用いた合成高分子解析”, 尾関優香, 大前瑞姫, 北川慎也, 大谷 肇, 第 69 回質量分析総合討論

会 (2021.5.19-21, Web) 

28. “Determination of microplastics ingested in plankton individuals by pyrolysis-GC-MS”, H. Ohtani, R. 

Nakano, Y. Tanaka, R. K. Gürses, Y. Ishida, T. Kimoto, International eConference on Analytical and 

Applied Pyrolysis: ePYRO2021 (2021.4.12-13, Web)【Keynote Lecture】  



 

 

その他本経費により得られた成果（特許、受賞、招待講演、テレビ・新聞、セミナー、展示等） 

1. 尾関優香（D2）が日本質量分析学会 材料分析部会 第 7 回実用セミナー ～Kendrick Mass 

defect 解析について学ぼう～（2022.3.11 Web）において講師「イオンモビリティ-MS への活用」 

2. 大谷 肇が（一社）大阪工研協会主催第 46 回分析展と講演・技術発表会（2022. 2. 25 大阪産業

技術研究所）において特別講演「海洋マイクロプラスチック分析の現状と課題」 

3. 平下夏帆 (M1)が第 32 回クロマトグラフィー科学会議  (2021.11.25-27, 野田 /Web)で Best 

Presentation Award for Young Scientists を受賞 

4. 中西 航(B4)が「分析中部・ゆめ 21」若手交流会第 21回高山フォーラム (2021.11.13, Web) で優

秀賞を受賞 

5. 大谷 肇が第 52 回中部化学関係学協会支部連合秋季大会(2021.10.30-31, Web)で招待講演 

6. 尾関優香（D2）が第 26 回高分子分析討論会 (2021.10.28-29, Web) で審査員賞を受賞 

7. 中野里咲が高分子分析研究懇談会第 404 回例会（2021.5.18）において受賞講演「プランクトン１

個体に摂食されたマイクロプラスチックスの熱分解 GC/MS による定量分析」 

 

 


