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日常摂取する食品の安全性を確保することは、健康を維

持するために最も重要なことの一つである。しかしながら、

DDTやBHCに代表される有機塩素系農薬やPCBなど

の環境汚染物質が食品中に残留していることが指摘されて

いる。1970年代のはじめに、これら有機塩素系化合物の製

造および使用が禁止されてから20年以上が経過しているが、

これらの化合物は難分解性で脂溶性が高く、食物連鎖によ

る生物濃縮によって畜水産食品中に残留する。また、有機

塩素系農薬やPCBの異性体のなかには発癌性を有する化

学種の存在も知られており、これらの残留実態を明らかに

することは現在でも重要な課題である。

北海道では北海道産の畜水産食品を対象として1970年よ

り有機塩素系農薬、1972年よりPCBの残留濃度について

調査を開始している1，2）。1986年の報告からは、牛乳や畜

肉申の残留濃度については1981年頃まで減少傾向を示し、

その後は痕跡量の検出にとどまっているが、魚介類につい

ては減少傾向の後も個体差や魚種による増減がみられた3）。

一方、流通の拡大に伴い日本国内はもとより世界各国か

ら大量に食品が輸入されている。アメリカにおいてオース

トラリア産牛肉から、DDT　やディルドリンが

FAO／WHOの最大残留基準値を超えて検出され、これ

を契機として、厚生省は輸入食肉の暫定的基準値を定め

た4）。表1の中にこの基準値を示した。このことからもう

かがわれるように、世界の一部の地域ではいまだにこれら

の化合物を使用したり、環境中に放出する場合があり、さ

らに監視を続ける必要があると考えられる。

今回、1990年から1994年までの5年間に北海道内に流通

した、北海道産および輸入畜水産食品の有機塩素系農薬お

よびPCBの残留実態調査を実施したのでその結果を報告

する。

方　　　　　法

1．試　　料

調査に用いた試料のうち、北海道産については苫小牧、

旭川、網走、釧路、帯広、室蘭、江別、稚内、岩内、紋別、

留萌、渡島、根室、余市、千歳、北見、八雲、江差の各保

健所の協力により道内の漁協、卸売市場から買い上げたも

のを使用した。また、輸入食品については札幌市内の卸売

業者並びに小売店から購入した。

2．分析項目

調査した農薬の種類は総BHC（α－BHC、β－BHC、
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γ－BHC、δ－BHC）、総DDT（pp’－DDT、pp’－DDE、

pp’－DDD、op’－DDT）、ドリン剤（ディルドリン、アル

ドリン、エンドリン）、ヘプタクロル（ヘプタクロル、ヘ

プタクロルエポキサイド）およびHCBの14種類である。

表1の基準値を見ると、輸入食肉の総DDT、ディルドリ

ン、ヘプタクロルの暫定的基準値は脂肪中の濃度として定

められているが、その他は全量中の濃度として定められて

いる。畜肉と魚介類の比較を容易にするために、以下の結

果では脂肪中と全量中、両方の濃度について示した。

3．試　　薬

農薬の標準品および試料の調製に用いる有機溶媒その他

の試薬頬は和光純薬工業㈱製または関東化学㈱製の残留農

薬分析用の製品を使用した。PCBの標準品はジーエルサ

イエンス㈱製のカネクロールKC－300、KC－400、KC－500、

KC－600を使用した。

4．装　　置

GC分析装置は島津GC－14B（ECD検出器）にスペル

コ製フューズドシリカキャピラリーカラムSPB－608とPT

E－5を並列に接続して使用した5）。また、試料のクリー

ンアップ操作に使用するゲル浸透クロマトグラフ（GPC）

装置は、既報に示すようにHPLCポンプとオートサンプ

ラーおよびフラクションコレクターにBIO－RAD製

BIO－BEADS S－X3（200－400mesh）を充填したカラ

ムを接続して作成した6）。

5．試料溶液の調製

畜肉、魚介類は可食部を採取し均一化した後、一定量を

採取した。試料溶液の調製は、有機溶媒による検体からの

脂肪の抽出、GPCによる抽出脂肪と農薬、PCBの分画、

フロリジルカラムクロマトグラフィーによるPCBフラク

ションと農薬フラクションの分画の3段階の操作により行っ

た5．6）。

結果と考察

1．畜産食品中の有機塩素系農薬とPCB濃度

表2にヨーロッパ8カ国のチーズ22検体、オーストラリ

ア、ニュージーランド産の羊肉13検体、アメリカ、オース

トラリア産の牛肉14検体、アメリカ、タイ、ブラジル、中

国、台湾、カナダ産の食鳥肉16検体、アメリカ、カナダ、

デンマーク、メキシコ、韓国、台湾産の豚肉15検体、そし

てブラジル産の馬肉1検体、計8種81検体と、北海道産の

牛乳、畜肉89検体の分析結果を示した（検体数が複数の場

合、平均値とした）。

乳製品としては輸入チーズと北海道産の牛乳について調

査を行った。脂肪中の濃度を比較すると、いずれの製品も

農薬、PCBの残留は低濃度であった。畜肉、食鳥肉のな

かに、総BHC、総DDTの濃度が200ppbを超える検体

がいくつかあった。最大値を示した検体は、総BHCでは

中国産の鶏肉の290ppb（脂肪中、β－BHCとして210ppb）、

総DDTではカナダ産の牛肉について220ppb（pp’－DDE

として210ppb）であった。総BHCおよび総DDTの平

均値はいずれも10ppb前後であることから、このように

200ppbを超えるような残留濃度を示す検体は、何らかの

形で汚染されたと推定される。また、PCBについては脂

肪中0～100ppbが平均値の濃度範囲であり、全量中では

0～15ppbであった。

2．魚介類中の有機塩素系農薬とPCBの濃度

表3に輸入魚介類18カ国56検体について国別（または地

域別）および魚種別の分析結果を示した。また、北海道沿

岸で漁獲された魚介類13魚種62検体についても示した。

PCB、有機塩素系農薬の残留濃度を畜肉の値と比較する

と、脂肪中の濃度では魚介類が畜肉より1オーダー高い値

を示している。しかし、魚介類の脂肪含量は畜肉に比べる

と少なく、全量中の値として比較すると畜肉との差違は認

められなかった。たとえば、フランス産アワビのPCB、

中国産赤貝の総BHCは、脂肪中の濃度が非常に高い値を

示したにもかかわらず、脂肪含量がそれぞれ0．2％および

0．1％にすぎず、全量中の濃度に換算するとごく小さな値

となった。しかし、アイスランド産のカレイではPCBが

全量中120ppb、中国産のサワラからは総DDTが全量中

110ppb（pp’－DDEが57ppb、pp’－DDTが37ppb、pp’－

DDDが17ppb）、アメリカ（ボストン）産のマグロから

は総DDTが全量中62ppb（pp’－DDEが44ppb、pp’－

DDTが10ppb），PCBが210ppb、アメリカ（アラスカ）

産のギンダラからは総DDTが全量中170ppb（pp’－DDE

が130ppb）検出されている。ニュージーランド産サワラ

の脂肪含量（0．5％）を食品標準成分表に記載の脂肪含量

（9．7％）と比べると約1／20であった7）。この大きな差異

の原因は不明であるが、もし、脂肪含量を中国産のサワラ

（5．8％）と同程度と仮定するならば、総DDT、PCBは

大きな値となる。サワラは、これら有機塩素系化合物が蓄

積しやすい魚種であることが、他の文献でも指摘されてお

り8）、棲息域の環境や魚体の大きさなどの観点からさらに

調査をする必要がある。

ミクロネシア産、ボストン産、スペイン産、フィリピン

産のマグロのうちボストン産のマグロの総DDTおよび

PCB濃度は、脂肪中では他のマグロより2～5倍大きい

程度であるが、その脂肪含量（10．1％）も20～100倍大き

いため、全量中の濃度に換算すると大きな値となった。同
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表3　水産物中の有機塩素系農薬とPCBの残留濃度（つづき）
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様にアラスカ産のギンダラについても脂肪含量が18．1％と

高く、総DDT、PCBの濃度は全量中の濃度として比較

的高い値を示した。このように魚体が大きく脂肪含量の高

い魚種は食物連鎖のかなり上位に位置し、脂溶性で難分解

性のDDTやPCBが生物濃縮のために蓄積すると考えら

れる。

北海道沿岸で漁獲された魚種のうち、カレイ1検体の総

DDTおよびPCBの濃度は1ppm（脂肪中）を超えてい

たが、その脂肪含量は0．3％と小さいため、全量中に換算

すると3～4ppbと極めて低い値となった。脂肪含量が

高いほど全量中の濃度に換算すると大きな値になるが、調

査した中で最も高い脂肪含量のサンマ（平均値24．2％）で

は、脂肪中の濃度が低いため全量中に換算しても他の魚種

並の濃度にすぎなかった。このように、調査した北海道沿

岸の魚介類の総DDTやPCBによる汚染の程度は、それ

らの魚体の大きさが比較的小さいことも影響して、極めて

小さかった。また、ディルドリン、へプタクロル、HCB

については、0．5ppb未満（全量中）のものがほとんどで

あった。

以上のことから、1990年から1994年の5年間に北海道内

で採取した北海道産および輸入された畜水産食品には、基

準を越えるような有機塩素系農薬およびPCBが残留して

いる食品は1件もなかった。しかし、輸入品の中でBHC、

DDTそしてPCBについて基準以内ではあるが他と比較

すると明らかに高い値を示す食品が数件見いだされた。畜

産食品では、餌や環境の要因が残留濃度に反映すると考え

られ、一方、水産食品では環境の要因とともに食物連鎖の

どの位置に属するかが重要であり、魚体の大きさや、脂肪

含量など個体差も影響すると考えられる。したがって、魚

種別にこれら有機塩素系化合物の残留濃度を明らかにし、

これをバックグラウンドとみなすならば、人為的に生じる

新たな汚染の程度を把握することの手がかりとなると考え

られる。

要　　　　　約

国産および輸入されている畜水産食品を対象として有機

塩素系農薬とPCBの残留実態調査を、1990年から1994年

の5年間、北海道において実施した。試料のうち北海道産

の畜産食品が89検体、北海道近海で漁獲された魚介類が62

検体、輸入品は北海道内で購入したものであり、畜産食品

が81検体、魚介類56検体について調査を行った。分析した

農薬の種類はα－、β－、γ－、δ－BHC、pp’－DDT、op’－

DDT、pp’－DDE、pp’－DDD、ディルドリン、エンドリ

ン、アルドリン、へプタクロル、へプタクロルエポキサイ

ド､そしてHCBであり､ PCBを含めた分析結果を表2

および3に示した｡北海道産の畜産物に関する有機塩素系

農薬およびPCBの濃度範囲(平均値)は脂肪ベースでそ

れぞれ1～14ppbおよび12～44ppbであった｡一方､い

くつかの輸入畜産物では､総BHCおよび総DDTについ

て､平均的な残留濃度よりも1オーダー高い値を示し､あ

る程度の汚染が現在でも進行していることが示唆された｡

魚介類の総BHC､総DDT､ PCBの濃度を畜産物と同

様､脂肪中の濃度として比較すると魚介類の方が全体的に

1オーダー高い傾向を示した｡しかし､魚介類の脂肪含量

は一般に少なく､全量中の濃度に換算して比較すると畜肉

と同程度であった｡調査した魚介類のうち､サワラ､ギン

ダラ､マグロのような魚体が大きく脂肪含量の高い魚は､

魚体の小さな魚と比較すると総DDTおよびPCBの残留

レベルが高い傾向がみられた｡これは､食物連鎖による生

態濃縮の結果であると考えられる｡
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英　文　要　約

The residual levels of organochlorine pesticides

and PCBs in domestic and imported animal

products and fishes have been determined for five

years from 1990 to 1994. The domestic samples used

were 89 animal products and 62 fishes, and these

were produced in Hokkaido and caught at the coast

of Hokkaido, respectively. The imported samples

used were 81 animal products and 56 fishes, they

were purchased at some markets in Hokkaido. The

pesticides analyzed were α-, β-, γ-, δ-BHC,pp'-

DDT,op'-DDT,pp'-DDE,pp'-DDD,dieldrin, endrin,

aldrin, heptachlor, heptachlor epoxide and HCB.

All the domestic animal products showed low

level of pesticides and PCBs ranging from 1 to 14

and 12 to 44ppb (mean value) on fat basis, respect-



ively.On the other hands,some of the imported

animal products contained about one order higher

total BHC and DDT than the others.

The residual levels of these BHC, DDT and PCBs

on fat basis in fishes were higher than those of

animal products. However, when these pollutant

concentrations were converted to whole basis, there

was no remarkable difference in these concentra-

tions between them, because fat contents in fishes

are generally low.

Large fishes such as Sawara (Scombermorus

niphonius), Gindara (Anoplopoma fimbria), Tuna

showed the tendency for higher concentration of

those pollutants than small fishes. It might be

caused by biological accumulation due to food

chain.

Key words: polychlorinated biphenyl; PCBs;

Organochlorine pesticide ; fish ; animal products;

pollution ; imported foods


