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目　　　　　的

各種環境汚染物質による食品の汚染実態を調査すること

は食品の安全性の確保という観点から重要な課題である｡

当所においてもDDT､ BHC､ドリン剤等の有機塩素系農

薬やPCBについて1970年より継続的に残留実態調査を行っ

てきており､それぞれの結果が報告されている1-3)これ

らの化合物は我が国では1971年に使用禁止となったが､禁

止後20年以上たった現在でも魚介類等から低濃度ながら検

出されている｡

クロルデンは上記化合物と非常に近縁な物質であるが､

我が国においてシロアリ等の駆除剤及び防除剤として1986

年まで使用されており､ 1985年頃には約2000トンが輸入さ

れていた4)｡その当時クロルデンによる各種環境汚染が指

摘されており､河川水､海水､底質､魚介類等での残留が

報告されている5-8)｡クロルデンは1986年9月に化審法に

より特定化学物質に指定され､それ以降の使用は禁止され

た｡しかしながらクロルデンは先に述べた有機塩素系農薬

と同様非常に高い残留性を持っていると考えられるので､

使用禁止後も魚介類等から食事を通して人への汚染経路が

あると予測される｡ 当所では1988年度から北海道産の各種

魚介類中のクロルデン類の残留調査を行っており､ここに

1988年度から1995年度までの8年間の結果について報告

する｡

方　　　　　法

1.試料

調査の対象とした魚介類は北海道近海で漁獲された15種

125件で､稚内､紋別､網走､室蘭､旭川､釧路､余市､

岩内､根室､渡島､江差､留萌の各保健所の協力により道

内の漁協､卸売市場等から買い上げたものを使用した｡

2.分析項目

実際に使用されるクロルデンは数十成分からなる混合物

であるため全ての成分を正確に把握することは極めて薙し

い｡そこで比較的含有率の高いcis-chlordane (c-CLD)､

trans-chlordane (t-CLD)､ cis-nonachlor (c-NCL)､ trans-

nonachlor (t-NCL)､及びクロルデンの代謝産物として知ら

れるoxychlordane (OCD)の5成分を分析し､その総和を総

クロルデン　Total)濃度とした｡ 　結果は全量中濃度及び

脂肪中濃度の両方を示す｡

3.試薬

cis-､ trans-chlordane､ trans-nonachlorは和光純薬工業㈱

製の市販品を､ cis-nonachlorは日本食品分析センターより､

oxychlordaneは国立衛生試験所よりそれぞれ分与されたち

のを使用した｡

有機溶剤は和光純薬工業㈱または関東化学㈱製の残留農

薬分析用試薬を使用した｡

クリーンアップには和光純薬工業㈱のプロリジルPRを

使用した｡

その他の試薬は市販の特級試薬を使用した｡

4.試験溶液の調製

各魚介類は大きさにより数匹から十数匹の可食部分を取

り出して均一化し､その一定量を採取した｡試験溶液の調

製は先に述べた有機塩素系農薬の分析とほぼ同様の操作で

行った｡ すなわち､ n-ヘキサンによる摘出､アセトニトリ

ル分配による脂肪の除去､フロリジルカラムクロマトグラ

フィーによるクリーンアップの3段階の操作を行い､最終

のヘキサン溶液をGC-ECD分析に供した｡

5. GC分析条件

GC分析装置は島津GC-14シリーズ(ECD検出器付)に

5種類のフューズドシリカキヤピラリーカラムを接続して

使用した｡



表1クロルデン類年度別分析結果

表1-1 1988年度分析結果

表1-2　1989年度分析結果

表1-3 1990年度分析結果



表1-4　1991年度分析結果

表1-5　1992年度分析結果

結果　と　考察

1988年度から1995年度にかけて15種125件の魚介類につ

いて分析を行った結果を表1に示す｡

1988年度は予試験的にホタテのみを対象として分析法等

の検討を行った｡ホタテは貝柱と中腸腺を含むその他の部

分に分けて分析を行った｡結果は表1-1に示すとおり貝

柱では全検体でクロルデンの全項目とも検出されなかった｡

その他の部分ではc-CLD及びt-NCLが全検体から検出さ

れた｡

1989年度も同様にホタテ3件を貝柱とその他の部分に分

けて分析したが､表1-2に示すとおり貝柱では全検体で

全項目とも検出されなかった｡その他の部分では2検体か

らt-NCLのみが検出された｡ ほぼ同時期に東京及び京都

で分析されたアサリ､カキ等の貝類から数ppbから数十

ppb検出されている9､10)のに比較して､北海道産のホタテ

は汚染の程度が低いと思われる｡またスケトウダラ3件を

分析した結果､全検体ともc-CLDとt-NCLが痕跡認めら

れた他はいずれもクロルデン類は検出されなかった｡ クロ

ルデンのような脂溶性の化合物は体脂肪に蓄積されるので､



表1-6　1993年度分析結果

表1-7 1994年度分析結果



表1-8 1995年度分析結果

タラ類のような脂肪含有率の低い魚種ではあまり汚染が進

まないと考えられる｡ このことは､ 1994年に行ったタラの

分析結果でも確かめられた｡一方､表1-2において高い

脂肪含有率を持つイワシやサケでは高いクロルデン類の残

留濃度を示している｡そこで1990年以降は脂肪含有率の高

い魚種を中心に試料を選択してクロルデン類の残留調査を

行った｡その結果は表1-3から表1-8に示した｡以下は

魚種ごとに述べる｡

アブラコは1991年度から1995年度の間に1992年度を除く

毎年分析を行った｡脂肪含有率は年度ごとの平均で2～3

%であり､総クロルデンの残留濃度は全重中濃度として平

均0.9～2.0ppbの範囲で､図1に示すとおり比較的低く推

移している｡分析した各項目の総クロルデン中に占める割

合はt-NCLが約45%で最も高く､次いでc-CLDが約25%､

c-NCLが約20%､t-CLDが約5%の順であった｡また代謝

産物であるOCDは約10%を占めた｡工業製品としてのク

ロルデン中の各成分の含有率はt-CLDが最も高く､次い

でc-CLD､ t-NCL､ c-NCLの順であり､その比はほぼ7 :

6 : 3 : 1である｡またOCDは全く含まれない｡ これに

比較するとアブラコに残留するクロルデン類の成分比は全

く異なっており､含有塩素数の多いt-NCL､ c-NCLの残留

性が高いことが示唆される｡この成分比率の結果は宮崎ら

が東京湾で行った海水魚の結果9)及び稲本らが鹿児島で行っ

たスズキの結果8)とほぼ一致した｡

イワシは1988年度から1995年度の間に1992年度を除く毎

年分析を行った｡ イワシは年度や採取地によって脂肪含有

率がバラついているが､年度平均6～12%といずれも高い

値を示した｡総クロルデンの残留濃度は全重中濃度で3.2～

5.8ppbの範囲で､図1に示すとおり全魚種中最も高い値

で推移した｡ 各成分の比率はt-NCLが約40%と最も高く､

次いでc-CLDが約30%､ t-CLD､ C-NCLがほぼ同程度で約

15%であった｡ 　OCDは約5%であった｡

カレイ類は非常に多くの魚種を含み､今回我々も5種の

カレイを分析したが､一括してカレイ類として扱った｡ カ

レイ類は脂肪含有率が1～2%と低く､総クロルデンの残

留濃度も図1に示すとおりかなり低く推移した｡ 各成分の

比率は前述の2者と同じ傾向であるがt-NCLとC-CLDの

占める割合がさらに高かった｡

サバは1992年と1993年に分析を行った｡ サバもイワシと

同様脂肪含有率が高い魚種であり､図1に示すとおり総ク

ロルデンの残留濃度もイワシと同様高い値となっていた｡

各成分の比率もイワシとほぼ同じであった｡

サンマは1990年から1995年の間に5年度分析を行った｡

サンマの脂肪含有率は年度平均で8～21%と今回調査した

魚種の中で最も高かったが､総クロルデンの残留濃度は全

盛中濃度で平均2.2～2.7ppbの範岡で図1に示すとおり全

魚種中の中間の値であった｡サンマについてのこのような

傾向は他の有機塩素系農薬やPCBについても報告されて

いる3)｡　また各成分の比率についても､ C-CLDが約40%と

最も高く､次いでt-NCLが約25%で以下t-CLD､ c-NCLの

順となった｡今回調査した他の全ての魚種で各成分の割合

はt-NCL､ C-CLD､ C-NCL､ t-CLDの順序であったのに対

し､サンマのみがt-NCLとc-CLD及びC-NCLとt-CLDの

順序が逆転していた｡



サケは1989年から1995年にかけて25件と比較的多数の検

体を分析した｡脂肪含有率は1～6%の間でバラついてい

るが､総クロルデンは図1に示すとおりアプラコやカレイ

類と同様比較的低い値で推移している｡各成分の比率はカ

レイ類とほぼ同じであった｡

ホッケは32件と最も多数の検体を分析したが､脂肪含有

率が2～9%と比較的高く､総クロルデンの残留濃度も比

較的高い値で推移した｡各成分の比率はサバとほぼ同じで

あった｡

マスは1～4%の脂肪含有率で総クロルデンの残留濃度

及び各成分の比率とも近縁の種であるサケとほほ同様の傾

向を示した｡

以上魚種ごとに述べてきたとおり､全重中の総クロルデ

ンの残留濃度は各魚種の脂肪含有率にほほ相関していた｡

これは図1に示すとおり､それぞれの魚種の残留濃度がそ

の脂肪含有率に従って広い範囲に渡っていることから理解

される｡一方､脂肪中の残留濃度は､図2に示すとおりサ

ンマを除く仝魚種でほぼ同じ濃度範囲に重なっていた｡し

かしここで注目されるのは､サンマのみが他の魚種に比較

して低い濃度を示すことである｡このことが､サンマが非

常に高い脂肪含有率をもつにもかかわらず仝萩中の残留濃

度が高くならない原因と考えられる｡前述したとおり他の

有機塩素化合物でも同様のことが報告されており3)､サン

マは有機塩素化合物の蓄積を抑えるなんらかの機構を持つ

可能件があると思われる｡

図1及び図2に示すとおり､クロルデンの使用が禁止さ

れて10生間が経過したが､各魚種ともクロルデン残留濃度

の明らかな減少傾向は認められなかった｡全魚種とも残留

濃度としては特に高いものではなく､ FAO/WHO による

1982年の暫定一日許容摂取量( 1 μg/kg体重/日)に比較

して食品衛生上特に問題となるとは考えられないが､さら

に今後の経過を観察する必要があると思われる｡

図1　総クロルデン濃度(Wholebasis)経年変化

図2　総クロルデン濃度(Fatbasis)経年変化

要　　　　　約

1988年度から1995年度までの8年間にわたり北海道近海

産の魚介類中のクロルデン類の残留実態調査を行った｡調

査の対象とした魚介類は15種125件で､分析した項目はc-

CLD､t-CLD､ c-NCL､ t-NCL､ OCDの5成分である｡調

査した魚介類｢卜の全量中総クロルデン濃度はnd～7.6ppb

の範囲で､サンマを除いてそれぞれの脂肪含有率にほほ相

関していた｡ 脂肪中の総クロルデン濃度は､全重中濃度と

異なり脂肪含有率にかかわらず各魚種でほぼ一定の範囲に

あったが､サンマのみで特異的に低い値を示した｡各魚種

とも総クロルデンの残留濃度に明らかな滅少傾向は認めら

れなかった｡

1)森量夫他:道衛研所報, 21, 169 (1970)

2)新山和人他:第38回北海道公衆衛生学会要旨集(1984)

3) 平間祐志他:道衛研所報, 45, 28 (1995)

4)環境庁: ｢化学物質と環境｣ 1985年12月

5)宮崎奉之他:東京衛研年報, 31(1), 161 (1980)

6) Yamagishi, T. etal., J. Food Hyg. Soc. Japan, 22(4), 270

(1981)

7)渡辺正敏､安藤良:名古屋市公害研究所報, 16, 41

1986)

8)稲本信隆他:寵児畠県環境センタ一所報, 3, 53(1987)

9)宮崎奉之他:食衛誌, 27(1), 49 (1986)

10)都築英明他:京都府衛公研年報, 33, 22 (1988)



英　文　要　約

The residues of five chlordane compounds (cis- and

trans-cmordane,　cis-　　and　trans-nonachlor and

oxychlordane) were examined　in 15　species of

fish and shellfish ( 125 samples) , which were collected

at 12　coastal fishery areas in Hokkaido from 1988

through 1995.

The concentration of total chlordane residues in the

samples ranged from nd to 7.6 ppb on the basis of whole

wet weight, depending upon their fat contents. However,

in the case of saury (Cololabis saira), the concentration

of chlordane residues was exceptionally low in spite of

high fat content.

No apparent tendency to decrease of chlordane resi-

dues was observed in fish and shellfish in Hokkaido for

this 8 years.

Key words: chlordane(cfs-, trans-), nonachlor(cis-, trans-),

oxychlordane,fish, shellfish


