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目　　　　　的

水銀は､わが国では水俣病の原因となったことから､代

表的な環境汚染物質とみなされている｡しかしながら､水

銀は人為的な汚染によるものだけではなく､天然起源のも

のもあり､各種の食品中におけるいわゆるバックグラウン

ド値というべき含有量が知られている1-3)｡その中で魚介

類は比較的高い含有量を示しており､昭和48年には魚介類

の水銀について暫定規制(0.4ppm)が定められた4)｡また､

魚介類の重金属濃度は生息環境の影響を受けやすいといわ

れている5.6)｡日本人の食生活において魚介類は依然として

重要な役割をになっており､魚介類中の水銀濃度を継続的

に監視することは食品衛生上重要な課題と考えられる｡

我々は､北海道周辺海域の魚介類について､水銀含有量を

20年以上の間監視しているが､今回約10年間の結果をまと

めて報告する｡

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20種

199検体で､旭川､岩内､釧路､江差､根室､室蘭､帯広､

稚内､渡島､苫小牧､網走､紋別､余市､留萌の各保健所

の協力により道内の漁協､卸売市場などから買い上げたも

のを使用した｡

各魚介類は大きさにより数匹から十数匹を1群とし､内

臓､頭部､骨および皮などを除いた可食部を取り出して均

一化し､分析用試料とした｡

2.試薬

試薬は原則として和光純薬工業㈱製の有害金属測定用

を使用した｡

水は蒸留脱イオン水を使用した｡

3.装置

水銀分析計は平沼式水銀濃度計(HG- 1 )を使用した｡

4.定量操作

試料の分析は､石英管燃焼一遍元気化原子吸光法によっ

た7)｡試料約2 gを石英ボートに精秤し､五酸化リンを含

む減圧デシケーター中で1夜乾燥し､酸素気流下で燃焼さ

せ､発生する水銀蒸気を0.2%過マンガン酸カリウム溶液

に吸収させた｡この溶液の水銀濃度を平沼式水銀濃度計で

測定した｡

水分の分析は､試料をポリエチレン製の袋に精秤し､常

圧下105℃で乾燥して恒量とし､減少量を水分とした｡

結果および考察

1988年度から1996年度にかけて20種199検体の魚介類に

ついて水銀の分析を行った結果を年度ごとに表1に示す｡

また､魚種別のデータをまとめて表2に示す｡表2におい

て各魚種は水銀含有量の平均値が小さいものから順に示し

てある｡また､各種カレイはカレイ類として､スケトウダ

ラおよびマダラはタラ類として一括して示す｡

表1　魚介類中の水銀年度別分析結果

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

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

表1 -9　1996年度分析結果



表2　魚種別水銀含有量

魚介類の水銀含有量に関してはすでに多くの報告がある

が､近海魚に関しては湿重量中0.03～0.22ppm程度が一

般値であるといわれている8)｡また北海道沿岸の魚介類中

の水銀についても山本らが同程度の値を報告している3)｡

今回の我々の調査結果でもほぼ同程度の範囲にあり､暫

定規制値(0.4ppm)4)を上回った検体は1件も認められ

なかった｡水銀含有量が最も高い値を示した検体はアブラ

コ､最も低かった検体はホタテで､それぞれ湿重量中0.207

ppm, 0.004ppmであった｡魚種別平均値でも､アブラ

コはカジカの1件のみのデータ0.160ppmを除けば最も

高い含有量を示した｡次いでサバ､サンマ､ホッケなどが

比較的高い含有量を示した｡一方含有量の低いものは貝類

で､ホッキガイ､ホタテいずれも全ての検体で湿重量中濃

度が0.004～0.010ppmの範囲であった｡また､マス､イ

ワシも比較的低い水銀含有量を示した｡

今回の魚種別の水銀含有量の順位を山本らの報告と3)比

較すると､カジカ､フクラゲの結果を除いて､ほぼ完全に

一致する｡今回カジカ､フクラゲは調査件数が少ないため

魚種を代表する値が得られなかったと考えると､水銀含有

量の平均値は各魚種の水銀蓄積の特性を反映しているもの

と考えられる｡なお､各魚種ごとに水銀濃度の平均値を山

本らの報告3)と比較すると､全体的に今回の値が低い傾向

が認められた｡これが､環境中の水銀汚染レベルの減少を

意味するものであるかは不明である｡

図1にデータ数の多かったアブラコ､イワシ､カレイ類､

サケ､サンマ､ホッケおよびマスの7魚種について､湿重

量当たりの水銀含有量の経年変化を示す｡含有量の高いア

ブラコ､ホッケおよびサンマでやや大きな年度間の変動が

見られるが､有意な傾向は認められなかった｡他の4魚種

では年度間の変動はほとんど見られなかった｡

図1　魚種別水銀含有量の経年変化

今回の調査により､いくつかの魚介類について過去10年

間の水銀含有量のバックグラウンド値が把握されたが､い

ずれも食品衛生上問題となるレベルではなかった｡また､

この10年間では各魚種の水銀濃度に経年変化は認められな

かったが､それ以前の10年間の値に比較すると全体に低い

傾向が認められ､今後さらにデータの蓄積が望まれるとこ

ろである｡

要　　　　　約

1988年度から1996年度までの9年間にわたり北海道近海

産の魚介類中の水銀含有量の実態調査を行った｡調査の対

象とした魚介類は20種199検体である｡調査した魚介類中

の水銀濃度は､湿重量当たりで0.004～0.207ppmの範囲

であった｡魚介類ごとに水銀蓄積傾向の差があり､水銀含

有量はホッキガイ､ホタテの貝類で最も低く､ついでマス､

イワシが比較的低い値を示した｡一方､水銀含有量が高か

ったのはアブラコ､カジカで､次いでサバ､サンマ､ホッ

ケが比較的高い値を示した｡ 7魚種について水銀含有量の

経年変化を調べた結果､明らかな傾向は認められなかった｡
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英　文　要　約

The contents of mercury were examinedin 20 species

of fishes and shellfishes (199 samples) , which were col-

lected at 14 coastal fishery areasin Hokkaido from 1988

to 1996.

The concentration of mercuryin the samples ranged

from 0.004 to 0.207 ppm on the basis of whole wet

weight

The analytical data showed the specificity on the mer-

cury accumulationin 20 species offishes and shellfishies.

The contents of mercuryin shellfishes (scallop, surf

clam)in this study were at Very low level. The species

that showed relatiVely high mercury contents were

greenling, Japanese sculpin, saury, chub mackerel and

pacific ribbed sculpin. The highest mercury content was

observedin greenling.

No apparent tendency to the decrease of mercury

level was observedin 7 species offishesin 1988 to 1996.
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