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1. はじめに
近年、脂肪酸の成分は食品の栄養価に影響を及ぼす重要

な要因として注目されています。動物性脂肪は、アテロー
ム性動脈効果を引き起こすとされている血中LDLコレステ
ロール値（Low Density L ipoprote ins bonded 
cholesterol）を上昇させる働きをもつ飽和脂肪酸を高い比
率で含んでいることが知られています。一方、不飽和脂肪
酸、とりわけ多価不飽和脂肪酸の異性体はLDLコレステ
ロール値を減少させることが知られ、循環器系に良い効果
をもたらします。
天然に存在する不飽和脂肪酸は、殆どと言ってよいくら

いシス型二重結合を持っています。一方、トランス型脂肪
酸(TFAs)は、牛の胃内の酵素加水分解で生産されるものの
乳脂肪中では僅かの量が認められる程度ですが、この
TFAsは植物性油脂に工業的に水素を添加することにより
形成されるため、マーガリン類はより高濃度に含まれる事
が懸念されます。
シス型脂肪酸とちがって、トランス型脂肪酸は負の健康

効果を持っており、飽和脂肪酸の異性体と同様に、TFAs
の摂取はアテローム性動脈硬化症のリスクを増加させま
す。毒性試験によれば、TFAsの摂取と関連してⅠ型糖尿病
のリスクが増加する可能性が示唆されました。
さらに、結腸ガン、胎児及び新生児の健康への悪影響な

ども疑われています。このようなTFAs含有量は、製造技術
によっては、マーガリンで全脂肪酸の30%まで、また品質
の悪い材料で作ったビスケットや焼き菓子中では50%まで
と、とても高くなる可能性があります。
この様な背景から、海外では国家的な食品監視プログラ

ムによりTFAsの混入源の綿密な調査が始まり、その結
果、食物製品中のTFAsの最大含有量を規制することとな
りました。この際、メチルエステル誘導体化後の脂肪酸
(FAMEs)の一般的な分析方法としては水素炎イオン化検出
器と組み合わせたガスクロマトグラフィー(GC-FID)が用い
られています。ところが、食品サンプル中では、二重結合
の数と位置の違いが様々であり、そのため脂肪酸の異性体
の数が著しく増加するため、物性の多様化した各脂肪酸が
共溶出し、クロマトグラムを複雑化させるため、分離分析
が困難になる事が問題となっています。
本報告では、これらの複雑化の問題を解消するため、包

括的二次元ガスクロマトグラフ法(GC×GC)を用いて脂肪酸
の分離を検討しました。
GC×GCでは分離の異なる二種類のカラムがひとつのモ

ジュレータを介して接続されています。モジュレータは一
次カラムの溶出成分を、次々と一点にトラップし、それを
順次、二次カラムへ送り出す役割を担います。この働きが
連続して行われる事で二次元目の分離を生み出されます。
二次カラムには細く短いカラムが使用され、放たれた各成
分についてわずか数秒のF a s t G Cが行われます。　　　　
この機能により分離能力は一次元分離に比べ、飛躍的に向
上します。

2. 実験条件
1.　サンプル
(1) 37 脂肪酸メチルエステル（各60から180μg/ml）の　
混合標準品。

(2) 洋菓子薄片のヘキサン抽出物 (メチルエステル化)
(3) 卵のヘキサン抽出物 (メチルエステル化)

2.　分析条件
GC-TOFMS
・GCパラメータ: Agilent 6890N Gas Chromatograph
・インジェクション:  1 uL split 1:50, 250℃
・カラム: DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25μm (Agilent)
・キャリアガス: He  1 ml/min, 一定流量
・オーブン設定:  40℃‒ 2 min, 30℃/min‒160℃、
・2/min ‒ 300℃、5分保持
・トランスファライン温度: 240℃
・総分析時間:  83.5 分

MSパラメータ: LECO Pegasus 4D GCxGC-TOFMS
・イオン化: EI 70 eV 
・ソース温度: 220℃
・質量範囲: 45 ～ 650 u
・データ取得: 2 Hz

GC×GC-TOFMS
・GCパラメータ: Agilent 6890N Gas Chromatograph 
にLECO GC×GC 熱モジュレータ及び二次オーブン付

・インジェクション: 1 μL split 1:50, 250℃
・一次カラム: DB-5MS 30m x 0.25mm x 0.25μm 
(Agilent USA)

・二次カラム: BPX-50 2m x 0.1mm x 0.1μm 
   (SGE, Australia)
・キャリアガス: ヘリウム 1 ml/min, 一定流量
・一次オーブン設定:  40℃, 2 min, 30℃/min‒160℃、

   　2℃/min‒300℃、5分保持
・二次オーブン設定:  45℃, 2 min, 30℃/min‒160℃、

   　2℃/min‒305℃、5分保持
・モジュレータ温度オフセット値: 30℃ 
・モジュレータ時間: 5秒
・ホットパルス時間: 1秒
・トランスファライン温度: 240℃
・総分析時間:  83.5 分

MSパラメータ: LECO Pegasus 4D GC×GC-TOFMS
・イオン化: EI 70 eV
・ソース温度: 220℃
・質量範囲: 45 ～ 650 u
・データ取得: 100 Hz



3.　分析結果と考察
分析条件の最適化
今回2種類の異なるカラムで分離の比較を行いました。

最初に二次カラムとして2m, 0.1mm, 0.1μmのWAXカラ
ムについて検討しました。この高極性カラムは飽和度にし
たがってFAMEsをうまく分離すると考えられましたが、図
1Aに示した通り、二次分離において予想通り良好な分離が
得られました。さらに、等高線プロットにおいて、炭素数
の違い(X軸、揮発性)と二重結合数(Y軸,極性)に基づいて
FAMEsが規則的に分離されました。しかしながら、この
WAX系カラムを二次カラムとして使用した場合、250℃を
上限とする温度設定となるため、高い炭素数（C21-
C24）のFAMEsの分離は上昇温度での定温条件下での測
定となり、この領域での溶出パターンは直線からはずれま
した。この点を改良するため、より高温に対応できる
BPX-50 (2m, 0.1mm, 0.1μm) を用いて、同様のサンプ
ルをさらに高温までの昇温プログラムで測定したところ、
C15（図1B）から直線性のある溶離パターンが得られまし
た。なお、C15及びそれ以前のFAMEsの非直線的な溶出
特性は分析開始時の急速な昇温に起因します。

一次元（1D-GC）分離と二次元（GCxGC）分離
1D-GCとGCxGCによる分析と比較するために、二重結

合の数及び位置がそれぞれ異なる脂肪酸が多数存在する
C-18のFAMEsの溶出領域に着目しました。図2は、C-18 
FAMEsの溶出領域における一次元GC-TOFMSクロマトグ
ラムを示しています。この図から見られるように、ガンマ-
リノレン酸（18:3 w6, cis),、オレイン酸(18:2 w9, cis)、
そしてレノレアイド酸(18:1 w6, trans)メチルエステルは
クロマト的に分離されませんでした。
ただし、ChromaTOFソフトウェアのデコンボリュー

ション機能により質量スペクトルを分離することができ、
上記３つのピークは正確に識別することができました。
（図4 次ページ）

一方、同様の一次オーブン昇温プログラムでGCxGC分離が
適用されると、すべてのC-18 FAMEsが上記で述べたのと
同じ溶出パターンで、クロマト的にきれいに分離すること
ができました。これは、二重重結合の数の違いにより、二
次カラムでの分離が発生したことに起因します。（図3）



食品サンプル（パイ生地及び卵）の分析
図5では、パイ生地と卵のサンプルからの脂肪酸メチル

エステル(C-18 FAMEs)を等高線表示で示しました。図5
に示されるように、GCxGCの長所のひとつは、サンプル
中に存在する化合物の分布を、視覚的にすばやく理解する
事ができる点にあります。
今回の分析では、リノール酸(18:2 w6, cis), オレイン酸

(18:1 w9, cis), エライジン酸(18:1 w9, trans), ステアリ
ン酸(18:0)がパイ生地サンプル内に存在している事が明確
に示されました。
また、定性的な見地から、卵サンプルも同じC-18の脂

肪酸を含んでいますが、トランス型のエライジン酸につい
ては、明らかに低い事も明確になりました。さらに
ChromaTOFソフトゥエアの自動キャリブレーション機能
により、37全ての脂肪酸は定量されました。 (表1参照)

4. 結論
トランス型脂肪酸を含む脂肪酸メチルエステルの分析に

関してGCxGC-TOFMSの方法は、一次元ガスクロマトグ
ラフィーと比較しても、高い分離能、視覚的な理解しやす
さなど、多くの利点を有しています。
今回の分析では37すべての脂肪酸メチルエステルが分離

同定されました。また、炭素数の違い、二重結合数の差
は、それぞれ一次カラム及び二次カラムにて分離され、等
高線プロットによりその分布が明確に示されました。この
様な二次元での分解能を使用することにより、多くの異
なったFAMEs異性体も含め、さらに複雑なサンプルにつ
いても分析が期待されます。



個々のFAMEsの構造は、追加の質量分析情報や標準物
質の比較がなくても、等高線プロット内の位置に基づいて
帰属する事が可能です。
それゆえ、分析条件はGCxGC-FIDを使用したルーチン

分析にも適用が可能です。
さらに、ChromaTOFソフトウェアの自動キャリブレー

ション機能を用いる事で、食品サンプルにおける脂肪酸一
斉定量分析も容易に行うことが可能です。
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