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原水および飲料水中のTOC測定   

はじめに 
清浄な飲料水は人間にとって最も重要な食物であり、その健康性や純度を保証
するための対策は法律によって厳しく規制されています。 
たとえば、EUでは欧州飲料水指令1では純度要件、浄化、消毒方法、サンプリング
および測定間隔を定義しています。この指令は人間が消費する水に適用され、微
生物学的、化学的、限界値で示されるその他の指標パラメーターに関する最低
限の要件を満たさなければなりません。色、味、導電率に加え、還元性物質やTOC
についても言及されています。TOCについては制限値が設定されていませんが、
還元性物質 (過マンガン酸塩指数として決定) は5.0 mg/L O2に制限されていま
す。還元性物質は全有機体炭素に比例するので、注4では還元性物質は ”パラメ
ーターTOCを分析する際には測定する必要がない” と明確に述べています。さ
らに、TOCについては、3 mg/L レベルの測定の不確かさは30 %以下 (SD ≤ ±0.9 
mg/L) で、全有機体炭素と溶存有機体炭素 (DOC) の標準規格EN 1484に従わな
ければなりません。

飲料水中のTOC測定の最大の問題は、サンプル中のTOCは一般的に全炭素含有
量の5 %未満の割合でしかないということです。さらに、EN 1484では差し引き法 
(TOC=TC-TIC) はサンプル中のTIC (全無機体炭素) 値がTOCと同程度かそれ以下
の場合のみ使用することを強く推奨しています。



サンプルと測定条件 

サンプルと試薬
水源と無機炭素含有量の異なる飲料水サンプルおよび認証標準物質を測定しました。

サンプル前処理
サンプルは測定まで4 ℃の冷蔵庫で保存しました。測定のために、サンプルはオートサンプラーのバイアルに移しました。 

検量線
multi N/C は1 mg/Lのフタル酸水素カリウムを使用してNPOC法により検量線を作成しました。NPOC測定の結果を評価する
ため、multi N/C UV HSで2-20 mLで注入量を変更することにより多点検量線を作成しました。これは、サンプル測定で注入
量を5 mLとしたときに0.4-4 mg/Lの測定範囲に相当します。multi N/C 3100でも、2 mg/Lの標準溶液でEasyCal機能を利用
し、注入量を100-1000 μL、サンプル注入量を500 μLとすることで同一の測定範囲をカバーすることができます。

 

図1: multi N/C 3100 によるEasyCal機能を利用したNPOC検量線の例とメソッド特性
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例: 

TC = 125 mg/L、TIC=123 mg/L 　RSDは1 %とみなす

SD (TC) = ± 1.25 mg/L、 SD (TIC) = ± 1.23 mg/L　結果、合計誤差は± 2.48 mg/L

TOC (計算) = 2 mg/L ± 2.48 mg/L (-0.48 – 4.48 mg/L)

したがって、サンプルを自動酸性化し、その後キャリアガスによるTICの自動パージを行うNPOC測定が選択されます。さら
に、multi N/Cシリーズは、パージ後の残留TICの測定を行うTICコントロール測定オプションが利用できます。これにより、パー
ジ時間や使用する酸の強さに関するメソッド最適化や、得られたNPOC結果の質を保証する手段として容易に利用すること
ができます。



パラメーター multi N/C UV HS multi N/C 3100

測定パラメーター NPOC + TIC コントロール NPOC + TIC コントロール

サンプル酸性化に使用した酸 2 M H2SO4 4 M HCl

酸化分解 紫外線酸化 (185 nm + 254 nm) + ペルオキソ二硫酸塩 800 °Cでプラチナ触媒を使用した高温燃焼酸化

測定回数 最小3回、最大4回 最小3回、最大4回

注入前の共洗い 3回 3回

サンプルパージ時間 600秒 600秒

注入量 5000 µL 500 µL

1回の測定時間 3 – 5分 3 – 5分

装置
測定はmulti N/C UV HSおよびmulti N/C 3100を用いて行いました。どちらのモデルも高感度にCO2を検出できるビームフ
ォーカスNDIR検出器を搭載しています。 
自動でサンプルを導入するため、オートサンプラーAS vario (72サンプルポジション) を接続しました。

メソッド設定
NPOC測定でTICを除去するために、サンプルは自動酸性化によりpHを2以下にし、その後キャリアガスでパージしました。 
TICコントロール測定により、パージ後に一定量のサンプルをTICリアクターに注入し、残留TICを測定しました。次の一定量は
酸素雰囲気、800 ℃の触媒高温燃焼あるいは紫外線/過硫酸湿式酸化により有機化合物を完全に二酸化炭素に酸化するメ
インリアクターに注入しました。反応ガスの精製後、形成したCO2はキャリアガスにより検出器に運ばれます。TOCの定量はビ
ームフォーカスNDIR検出器で非分散赤外線吸収法により行いました。 

以下のメソッド設定をNPOC含有量の測定に使用しました:

結果と考察   
 
以下の表に少なくとも3回繰り返し測定により計算したNPOC測定の平均値および相対標準偏差を示します。チェック標準は 
”AQAスタンダード” として測定し、事前に測定した調製水のTOCブランク値 154 AU/mLをAQA測定値からmultiWinソフトウ
ェアにより自動で差し引きました。

表2: 結果

サンプル ID NPOC 平均値 [mg/L] RSD [%] TIC コントロール値 [mg/L]

水道水 - Malmö 2.46 0.32 0.12

水道水 - Oslo 3.23 0.81 0.19

水道水 - Helsinki 2.14 0.60 0.09

水道水 - Jena 0.85 0.95 0.07

AQAスタンダード – 1.0 mg/L 0.98 0.31 0.04

表1: メソッド設定
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結論   
これらのデータから、異なる水源の水道水が最適化されたNPOC測定により精確に確実に測定できることを示しています。
この目的のために、multiWinソフトウェアのTICコントロール測定が適用され、各サンプルに対するパージ時間や自動酸性化
に使用する酸の濃度をそれぞれ調整しました。結果はRSDがとても低く、各サンプルについて読み取られたTICコントロール
値が許容できる範囲の低レベル (NPOC読み取り値の10 %をはるかに下回っている) であることを示しています。multi N/C
のパラレルパージ/測定機能をハイスループットオートサンプラーAS varioと組み合わせて適用することにより、長いパージ
時間でもシーケンスの測定時間が長時間になることはありません。TICパージは前のサンプルの3回測定の間に既に終了し
ており、次のサンプルはすぐに測定できます。

multiWinのEasy Cal機能を使用すれば、検量線作成にかかる手間を最小限に抑えることができます。この機能により、1 ppm
以上あるいはその程度の安定した検量線ストック溶液を1つだけ使用し、注入量を段階的に変更することにより検量線を作
成することができます。これにより、飲料水レベルではサブppmから数ppmまでTOCの検量線を作成することができます。

実績のあるセルフチェックシステムと高度な自動化を組み合わせることにより、トラブルのない無人システム操作が実現
し、multi N/CシステムによるTOC測定がお客様のラボにおいて最も快適なパラメーターになります。サンプル注入と燃焼
やUV照射による装置内の流速変化によるシステム内の流量の変動は、特許取得済みのVITAフローマネージメントシステ
ムにより完全に補正され、TOCの検量線の安定性を最大1年維持でき、サンプル測定の貴重な時間を節約することができま
す。
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図2: ”水道水-Helsinki” のNPOC測定ピーク 図3:  ”水道水-Helsinki” のTICコントロール測定ピーク
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