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はじめに 
カンナビジオール (CBD) を含有する消費者向け製品の市場は大きく成長しています。CBD は大麻から抽出された非精神活性
カンナビノイドで、抽出エキスとして販売されたり、さまざまな消費者向け製品に注入されたりしており、多様な用途で市場
に出回ってきました。ここ数年でさまざまなCBD 製品が開発されてきましたが、それらの製品に関する分析課題の多くは未解
決のままです。とりわけ、これらの種類の製品が持つ治療上のポテンシャルに関する疑問点は現在進行形であり、CBD の濃度、
および CBD と一緒に共抽出されるその他の化学成分がもたらすと思われる影響 (テルペンなど) のいずれにも関連しています。
また、CBD 抽出物の独特なフレーバーを隠したり補ったりするための最も効果的な方法を明らかにするうえで必要とされる、
フレーバーやアロマに関する課題も進行中です。こうした分析課題に対応するには、化学的プロファイルの全体像を明らかに
することが必要です。ガスクロマトグラフィー (GC) は、このような目的に適しています。このアプリケーションノートでは、
包括的な 2 次元 GC (GCxGC) を使用して GC 分離を 2 次元に拡張することの利点を調査します。この GCxGC 分離と飛行時間
型質量分析 (TOFMS) を組み合わせると利点はさらに大きくなり、ノンターゲット分析による新たな成分の発見やフルスペクト
ルデータのライブラリ検索による同定、および安定したスペクトルによるデコンボリューションが可能になります。このアプ
リケーションノートでは、これらの分析課題に関連する広範な化学的プロファイルを 1 回の GCxGC-TOFMS 分析で明らかに
する方法を説明します。 

図 1：GCxGC-TOFMS を使用することにより、 1 回の分析で幅広い成分を網羅できます。ここで得られる情報を使用して、ターゲット成分の定量 (CBD スペク
トル、キャリブレーション、および算出濃度を示す)、一般的なキャラクタリゼーション (PCA スコアプロットを示す)、およびノンターゲット化合物群のプロフ
ァイリング (モノテルペンの同定および相対的な傾向を示す) を含む分析課題に対応することができます。 



実験概要 
表 1 に示すとおり、GC-TOFMS および GCxGC-TOFMS を使用してさまざまな CBD 飲料の分析を行いました。各飲料は、

20mL のバイアルに入れました。各試料を 80℃で 5 分間インキュベートし、SPME ファイバー (PDMS/DVB/Carboxen、
Supelco 製) を使用して同じ温度で 10 分間抽出しました。SPME ファイバーは各注入の間に 250℃で 5 分間コンディショニン
グしています。アルカン標準物質 (C6 ～ C24) もリテンションインデックス (RI) を決定するために同じメソッドで分析し、
CBD 標準試料を分析して定量を行いました。 

表 1：GC-TOFMS (Pegasus® BT) 分析条件 

Auto Sampler LECO L-PAL 3 Autosampler 
Injection SPME injection, splitless 
Gas Chromatograph LECO GCxGC QuadJet™ Thermal Modulator 
Inlet 250 ℃ 
Carrier Gas He @ 1.4 mL/min, corrected constant flow 
Columns Rxi-5ms, 30 m x 0.25 mm i.d. x 0.25 µm coating (Restek) 

Rxi-17SilMS, 0.45 m x 0.25 mm x 0.25 µm coating (Restek) 
Temperature Program Hold 2 min at 40 °C, ramp 5 °C/min to 200, ramp 10 °C/min to 300, hold 2 min 

Secondary oven: +20 °C relative to primary oven 
Modulation 2 s with temperature maintained +15 °C relative to 2nd oven 
Transfer Line 300 ℃ 
Mass Spectrometer LECO Pegasus BT 
Ion Source Temperature 250 ℃ 
Mass Range 33-500m/z 
Acquisition Rate 10 spectra/s (GC) and 200 spectra/s (GCxGC) 

結果および考察 
図 1 に示すとおり、広範囲におよぶ分析課題に対応するデータを 1 回の GCxGC-TOFMS 分析で得ることができます。今回も 

1 回の分析で、CBD の定量、サンプル比較、および CBD 飲料における特定の化合物群のノンターゲットプロファイリングのす
べてを明らかにすることができました。より多くの化合物を相互に分離させることで幅広い成分を網羅することができ、複数
の分析課題に対応することが可能になりました。Pegasus BT 4D GCxGC-TOFMS では、一次カラムでの分離に加え、二次カラ
ムでの分離および TOFMS 検出によって分離を補うことができるため、複雑な混合物に含まれる個々の成分を決定するのに適
しています。GCxGC では、極性の異なる 2 つのカラムを組み合わせることによりクロマトグラフィー分離能を向上させること
ができ、1 回の分析で両方の極性による試料の分離を可能にしています。これにより、各成分を二次元空間にプロットすること
ができます。TOFMS では安定したスペクトルデータを得ることができるため、デコンボリューションにより共溶出する成分を
数学的に分離することが可能です。これらのツールを組み合わせることにより、複雑な混合物に含まれるより多くの個別成分
を分離および同定することができます (図 2 ～5 参照)。 

ブラックベリーチャイフレーバー飲料の代表的な GC および GCxGC 分離を図 2 に示します。ここで GCxGC 分離は、x 軸に
一次カラムでの分離、y 軸に二次カラムでの分離をとる、等高線表示で示されています。いくつかの成分はクロマトグラフィー
分離され、GC または GCxGC のいずれかを使用して確実に決定されています。たとえば図 3 では、CBD が一次元分離で十分
に分離されていることがわかります。この高品質なスペクトルデータはライブラリデータベースと一致しており、CBD 標準試
料での保持時間の確認もこの同定を裏付けています。CBD のターゲットスクリーニングは、GC または GCxGC のいずれかを
使用して行うことができます。 

図 2：ブラックベリーチャイフレーバー CBD 飲料の GC および GCxGC 分離。一次元での分離はどちらも一致していますが、GCxGC 分離では等高線プ
ロットが示すように、成分が二次側にもプロットされています。 



図 3：GC および GCxGC により CBD がクロマトグラフィー分離されています。 

ただし、ノンターゲット成分を分析する場合は、GCxGC および TOFMS の別の機能が役立ちます。とりわけ、これらの飲料
のような複雑な試料では共溶出がよく見られるため、今回のような共溶出をより明瞭に分離できる手法を採用するほうが効果
的です。多くの場合、デコンボリューションにより TOFMS データを数学的に分離することで、各成分の純粋な情報を得るこ
とができます。デコンボリューションによりクロマトグラム上で共溶出した成分のクリーンなスペクトルデータを得ることが
でき、これをマススペクトルデータベースと比較してライブラリ照合を行うことが可能です。図 4 に示すとおり、TIC で単一
のピークのように表示されたピークは、クマリン (coumarin) と α-グアイエン (alpha-guaiene) に数学的に分離することができ
ました。それぞれのシミラリティスコアは 872 および 922 です。各成分の保持時間情報も RI に変換し、ライブラリの RI デー
タベース情報と照合して検証しました。クマリンおよび α-グアイエンの RI はそれぞれ 1440 および 1439 (微極性カラム) で、
確認された RI 値 1440 および 1441 とも合致しています。このことは、同定を裏付けるとともに共溶出が予想されることを示
唆しています。図 4 にも示すとおり、GC ではこれらの成分をデコンボリューションすることができましたが、GCxGC では二
次元で成分を分離することができました。これらの成分は一次カラム (微極性カラムでの RI 値は 1440 および 1439) で重複し
ていましたが、二次カラム (極性カラムでの RI 値は 1598 および 2454) では問題なく分離させることができました。暫定的で
はありますが、スペクトル情報と RI 情報の両方で照合に成功したことは、同定の確実性を高めるものになりました。いずれの
成分も潜在的に興味深いアロマ特性を持っており (クマリン：スイート、干し草、トンカ、α-グアイエン：スイート、ウッディ、
バルサム、ペッパー)、これらの装置の機能がなければ解明は困難でした。 

図 4：一次元 GC で共溶出した化合物はデコンボリューションにより分離され、 GCxGC の二次元空間で分離されました。 

また、一次元 GC による共溶出があまりに完全なため、デコンボリューション能力を上回ってしまう場合もあります。その一
例を図 5 に示します。この場合の TIC には明らかなピークが存在していますが、確実な同定を行うことができません。ライブ
ラリのデータと比較すると、取得したスペクトルには余分なフラグメントが多く見られます。しかし、GCxGC を使用すると、
この未知のデータが、実は 2つの成分が一次元で共溶出したものだということがわかります。二次元で分離を行うことにより、
ライブラリデータベースと合致するクリーンなスペクトル情報を得ることができました。酢酸フェンキル (Fenchyl acetate) お
よび cis-シンナムアルデヒド (cis-cinnamaldehyde) は、ぞれぞれ 805 および 917 のシミラリティスコアで一致しました。RI 情
報は、この同定を裏付けるとともに、共溶出を説明するものとなっています。微極性カラムでの RI 情報は、酢酸フェンキルお
よび cis-シンナムアルデヒドでそれぞれ 1224 および 1219 でした。これは、取得した RI 値 1218 と合致しています。一方で、
極性カラムでの RI 値はそれぞれ 1466 および 1884 となっています。これらの成分は一次元では共溶出により不明瞭でしたが、
二次元ではクロマトグラフィー分離により明瞭にすることができました。酢酸フェンキルには、フレッシュ、スイート、パイ
ン、モミ、ハーブ系、および柑橘系のアロマ特性があります。cis-シンナムアルデヒドには、スパイシーおよびシナモンのアロ
マ特性があります。これらがフレーバーにおいて重要な役割を果たしており、GCxGC がなければ解明されないままでした。 



図 5：GC データにおける完全な共溶出がデコンボリューション能力を上回っています。GCxGC によりこの共溶出を二次元で分離し、1 つの未知成分
であったものから 2 つの成分を同定しました。 

GCxGC は、この研究におけるいくつかの重要な成分の解明に役立ちました。図 4 および 5 では、香気特性を理解するうえで
重要と思われる成分 (エステル類など) および治療上のポテンシャルを研究するうえで潜在的な関心の対象となる成分 (テルペン
類など) の例を示しています。GCxGC がなければこれらを解明することは困難でした。これらのスクリーニングはノンターゲ
ット分析の目的の一部であったため、CBD 飲料試料の分析に GCxGC を使用したことは良い選択でした。さまざまなフレーバ
ーを比較し、代表的なクロマトグラムを図 1 に示しました。この同じデータセットを、さまざまな目的で分析しました。そう
した目的の 1 つが CBD の定量でした。図 1 に示したとおり CBD 検量線を決定し、飲料試料に適用しました。これにより、各
飲料における CBD の濃度レベルや用量レベルの情報を得ることができました。こちらも図 1 に示してあります。 

また、試料の香気特性を理解し、より一般的な治療上の課題に対応するために、ノンターゲットのデータレビューも行いまし
た。380 を超える成分のピークエリアをサンプルセット全体で比較しました。試料のキャラクタリゼーションおよび比較のた
め、これらの成分を変数として PCA を実行しました。スコアプロットを図 1 に示します。各飲料のさまざまなフレーバーに対
応する 3つの特徴的な試料のクラスターを確認できました。関連する負荷量から、これらの特徴づけに最も関与した成分につい
ての情報を得ることができました。 

図 6：図 1 の PCA スコアに関連する高負荷変数。 

最も負荷が高かった変数のうち 2 つを図 6 に示します。1 つはブラックベリーチャイ試料において高かったテルペン、もう 1 
つはピーチジンジャー試料において高かったエステルです。これらの変数は、特に関心の対象となる化合物群であるテルペン
とエステルが試料の特徴に違いをもたらしていることを示唆しています。テルペンは治療上の性質に関連すると考えられ、エ
ステルはアロマおよびフレーバーに寄与する重要な役割を果たしていると考えられます。これらの化合物群のプロファイルを
表にまとめ、より詳細な確認を行いました。モノテルペンは図 1 に、セスキテルペンは表 2 に、およびエステルは表 3 に示し
ています。同定については、マススペクトルおよび RI をライブラリ情報と照合することで裏付けを取っています。テルペン濃
度はブラックベリーチャイ試料で一貫して高くなっており、エステルのプロファイルはフレーバーごとに異なっている様子が
わかります。特定のフレーバーで濃度が高かった多くのエステルには、試料のフレーバーに関連するアロマが存在します。 



表 2：セスキテルペンのプロファイル 

 
表 3：エステルのプロファイル 



1 回の GCxGC-TOFMS 分析により、CBD 飲料に関する膨大な量の情報を明らかにすることができ、さまざまな分析上の課題
の調査にも役立てることができました。今回のアプリケーションノートで注目した装置の機能なしでは特定が困難だった成分
が多くありました。 

まとめ 

このアプリケーションノートでは、GCxGC-TOFMS を使用して CBD 入り飲料の分析を行い、さらに関連するデータの広範囲
な汎用性を実証しました。同じデータをさまざまな分析目的に使用しました。たとえば、CBD の定量、ノンターゲットキャラ
クタリゼーション、モノテルペンプロファイルとセスキテルペンプロファイルおよびエステルプロファイルの決定などがあり
ます。さらに別の目的でより深い調査を行う際にも、このデータを活用することができます。GCxGC を用いた分離により、1 
次元分離では困難であった成分の共溶出を分離させることができました。さらに TOFMS を使用することで、数学的デコンボ
リューション機能を用いたより高いレベルの分離も可能になりました。この分析手法は、ターゲットおよびノンターゲット成
分の研究における強力なツールとなっています。 
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