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目　　　　　的

有機スズ化合物は､船底塗料や魚網の防汚剤としてきわ

めて優れているため､昭和30年代から世界中で広く使用さ

れてきた｡しかし､有機スズ化合物は､強い殺生物剤であ

るため水生生物への影響が大きいことが明らかになってき

た1-6)｡また､近年トリブチルスズ化合物(TBT)に内分

泌かく乱作用があることが注目されてきている｡このため

わが国では平成2年には､毒性が強いビストリブチルスズ

オキシド(TBTO)が第一種特定化学物質に､これ以外の

TBT系化合物13種､トリフェニルスズ(TPT)系化合物

7種が第二種特定化学物質に指定され､製造や輸入が規制

された｡

このような状況の中で､魚介類の安全性を評価する上で､

有機スズ化合物の残留レベルに関する調査研究は食品衛生

上重要な業務と考えられる｡我々は平成元年度から平成10

年度までの10年間､魚介類中のTBTとその代謝物である

ジブチルスズ化合物　DBT　およびTPTのモニタリング

調査を行い､その結果について一定の知見が得られたので､

ここに報告する｡

方　　　　　法

1.試料

平成元年度から平成10年度まで､年に1回､北海道近海

で漁獲された魚介類44種313検体を道内各保健所の協力を

得て､漁協および市場などから買い上げた｡調査対象部位

は次のとおりとした｡

(1)小型魚:イワシ､シシャモ､チカはその全体を細切均

一化した｡

(2)中型および大型魚:魚体を3枚に下ろし､皮を除き筋

肉可食部について細切均一化した｡

(3)貝類:ホタテについては､月柱部分を細切均一化し､

それ以外の貝類については､殻を除いた全体を細切均

一化した｡

(4)甲殻類:エビ､カニ類は､甲殻部分を除いた身を細切

均一化した.

(5)頭足類:イカ､タコについては､外套幕､内臓部を除

き筋肉可食部を細切均一化した｡

細切均一化した試料は､分析時まで-30℃ ～-40℃のス

トッカーで保存した｡

2.標準品

有機スズ化合物の標準品にはジブチルスズクロライド､

トリブチルスズクロライド､トリフェニルスズクロライド

(いずれも㈱東京化成工業)を用いた｡

3.分析法

厚生省通知衛乳第18号(昭和60年4月26日)の方法を国

立衛生試験所(現国立医薬品食品衛生研究所)で改良した

方法7)を用いた｡

GC分析条件は以下の通りである｡

装置:島津GC-15A (FPD検出器)

カラム: CBP10-W12-100 (内径0.53mm､長さ25m)

注入口温度: 240℃　検出器温度: 300℃

AUX温度: 300℃

キャリアーガス:ヘリウム　0.5kg/cm2



メイクアップガス:ヘリウム　40ml/min

燃焼ガス　水素: 1.0kg/cm2　空気: 1.0kg/cm2

注入量:2μl (スプリットレス)

なお､検出限界は0.01ppmであり､ 0.01ppm未満を

ndとした｡

結果および考察

1. DBT､ TBTおよびTPTの残留実態

平成元年度から10年度までの試料測定結果の検出範囲を

表1に､平均値を表2に示した｡なお､平均値の算出に当

たりndを便宜上0として計算した｡

表では試料を､サケ･マス類､カレイ類､貝類､エビ･

カニ類､イカ･タコ類と大きく分類し､それ以外の魚につ

いては､科ごとに分類した｡魚の分類､生息環境については､

不明な点も多いが､原色日本海水魚類図鑑(Ⅰ､ Ⅱ)8.9)､

食材図典10)に従い分類を行った｡

以下に各有機スズ化合物について考察を行う｡

(1) DBT

DBTの検出範囲は､平成元年度から順次nd～0.06ppm､

nd～0.02ppm､nd～0.03ppm､nd～0.02ppm､ nd

～0.02ppm､nd～0.05ppm､nd～0.04ppm､nd～0.04

ppm､nd～0.01ppm､nd～0.02ppmであり､ 10年間

の平均は､検出限界値0.01ppmを下回った｡

検出率は､平成元年度から順次42例中15例(15/42 :

35.7% ､13/27(48.1%)､ 5/31(16.1%)､13/29(44.8%)､

16/30 (53.3%)､ 11/31 (35.5%)､ 17/30 (56.7%)､ 16

/30 (53.3%)､ 3/28 (10.7%)､ 6/35 (17.1%)であ

った｡

魚種別では､ホッキで最高値0.06ppmとやや高めであ

ったが､魚種による大きな違いは認められなかった｡また､

DBT検出数(115件)および平均濃度(0.01ppm以下)は､

その親化合物であるTBTのそれ(157件､ 0.01ppm)と

比較して低かった｡

(2) TBT

TBTの検出範囲は平成元年度から順次nd～0.21 ppm､

nd～0.27ppm､nd～0.11ppm､nd～0.05ppm､nd

～0.08ppm､nd～0.10ppm､nd～0.07ppm､nd～0.07

ppm､nd～0.04ppm､nd～0.02ppmであり､ 10年間の

平均値は0.01 ppmであった｡

検出率は､平成元年度から順次27/42 (64.3%)､ 22/27

81.5%)､ 11/31 (35.5%)､ 15/29 (51.7%)､ 14/30

(46.7%)､ 18/31 (58.1%)､ 14/30 (46.7%)､ 13/30

(43.3%)､ 13/28 (46.4%)､ 10/35 (28.6%)であり､

毎年おおむね試料の50%前後から検出された｡

厚生省は､ TBTの一日許容摂取量(ADI)を1.6

μg/kg/日と定めている｡国民栄養調査(平成8年)11)に

よる北海道の地域ブロック別魚介類最大摂取量(116.3 g/日)

から算出した体重50kgの人の許容濃度0.69ppmを超え

る数値を示したものは､過去10年間の調査では認められな

かった｡

魚種別に見ていくと貝類で最高値が0.27ppm､ 0.10

ppmを超えたものは6/46(13%)と高い数値のものが

認められた｡貝類以外では､最高値が0.08ppmであり､

TBTが貝類に多く蓄積する傾向が認められた｡東京都衛

生研究所の調査12)でも貝類で数値が高いという同様の傾

向が認められた｡

(3) TPT

TPTの検出範囲は､平成元年度から順次nd～0.43ppm､

nd～0.23ppm､nd～0.43ppm､nd～0.47ppm､nd

～0.15ppm､nd～0.22ppm､nd～0.10ppm､nd～0.09

ppm､nd～0.05ppm､nd～0.05ppmであり､ 10年間

の平均は0.02ppmであった｡

検出率は､平成元年度から順次33/42 (78.6%)､ 24/27

(88.9%)､ 21/31 (67.7%)､ 19/29 (65.5%)､ 20/30

(66.7%)､21/31 (67.7%)､ 17/30(56.7%)､ 6 /30(20%)､

6/28 (21.4%)､ 10/35 (28.6%)であった　DBT､

TBTとは異なり､ TPTは年を経るごとに検出率が低く

なる傾向が見られた｡これは､平成元年から国内でTPT

化合物を含有する船底塗料の使用が禁止となったことが大

きな原因と考えられる　FAO/WHOが勧告したTPTの

ADIは､ 0.5μg/kg/日である　TBTと同様の方法で算

出した許容濃度は､ 0.21ppmとなる｡過去10年間でこの

値を超えたものは､平成元年度でホッキ1件(0.28ppm)､

アブラコ1件(0.26ppm)､クロガレイ2件(0.33､ 0.43

ppm)の4件､平成2年度でヒラメ1件(0.23ppm)､平

成3年度でマガレイ1件(0.43ppm)､平成4年度でクロ

ガレイ1件(0.47ppm)平成6年度でマガレイ1件(0.22

ppm)であった｡

これらの検出率は､ 4/42 (9.5%)､ 1/27 (3.7%)､

1/31 (3.2%)､ 1/29 (3.4%)､ 1/31 (3.2%)とい

ずれも全体の10%未満であった｡また､平成7年度以降は､

TPTが0.21ppmを超えるものは検出されていない｡

魚種別に見ると､カレイ類が特に高く､最高値が

0.47ppmで0.10ppm以上のものは15/75 (20%)であっ

た｡カレイ類以外では､アプラコの最高値が0.26ppmで

0.10ppm以上のものが4/15 (26.6%)､ホッキの最高

値が0.28ppm､ 0.10ppm以上のものが3/15 (20.0%)

と高い濃度のものが認められた｡

それ以外の最高値は0.16ppmで0.10ppm以上のもの

は6/208　2.9%)であった｡ TPTはTBTと異なり魚類､



表1魚介類の有機スズ化合物(検出範囲)



表2　魚介類中の有機スズ化合物(平均値)



特にカレイ類に多く蓄積する傾向が見られた｡

この結果は､東京都の結果12)より数値は低いものの同

様の傾向が認められた｡

2. DBT､ TBT､ TPTの経年変化

DBT､ TBTおよびTPTの年度ごとの残留実態を把握

するため有機スズ化合物の残留濃度の年度推移を図1に示

した｡

DBTについては､ 10年間を通して大きな変化がなく､

低濃度で推移していることから､バックグラウンドレベル

に達していると推察される｡

一方､ TBT､ TPTについては､その濃度は年々減少

する傾向を示したことから北海道近海における海水中の有

機スズ化合物残留濃度の低減化が進んでいるものと思われ

る｡この原因としては､有機スズ化合物が特定化学物質に

指定され､平成3年に船底塗料(1年以上にわたる入渠漁

船は除く)および魚網防汚剤としての使用が禁止されたた

めと考えられる｡

3. DBT､ TBT､ TPT濃度の地域差

魚介類に残留する有機スズ化合物のほとんどが船底塗料

および魚網由来であるため､その残留濃度は生息海域の海

水中の濃度に大きく影響される｡そこで､平成7年に道内

数カ所でサンプリングしたアブラコとホッケ(両者とも同

じアイナメ科に属する)について､その濃度と買い上げ保

健所を図2に示した｡

これらの有機スズ化合物残留濃度を比較すると､大きな

地域差が認められた｡これらの結果は､当該海域の有機ス

ズ化合物濃度の差を反映していると考えられる｡

有機スズ化合物濃度が高い地域は､付近に大きな港があ

り､多数の船舶が航行していると考えられ､最も高かった

地域は､内湾系の地形で海水が湾内に停滞しているため残

留濃度が高くなっているものと推察された｡

表1､ 2からも内湾､沿岸魚であるカレイ､アブラコお

よび貝類で有機スズ化合物の残留濃度が高く､サケ､マス､

キンキといった沖合､深海魚で残留濃度が低いことが示さ

れており､上記の結果を裏付ける形となっている｡

これらの結果は､東京都12)および環境庁13)の調査結果

と同様の傾向を示した｡

以上の結果を稔合すると､有機スズ化合物は沿岸海域特

に閉鎖性海域で残留が高いことが明らかとなった｡また､

今回の調査で海底で生息する貝類やカレイ類で有機スズ化

合物濃度がより高いのは､船底塗料や養殖魚網から溶出し

た有機スズ化合物が海水中の懸濁物に吸着され､海底に沈

降して､海底付近の有機スズ化合物濃度が高くなり､これ

らの魚介類に移行したことが原因のひとつと考えられる｡

今回の調査により､北海道近海の魚介類の有機スズ化合

物残留量は､年々低減化していることが明らかとなり､そ

の残留量もADI以下であった｡

しかし､ TBTは微量でも内分泌かく乱作用の疑いがあ

るとされていることから､今後も､今まで調査を行ってい

ない魚種､海域を対象として､本調査研究を継続発展させ､

有機スズ化合物のデータをさらに蓄積して食品衛生行政に

寄与したい｡

図1　魚介類中の有横スズ化合物の経年変化



図2　漁場別有機スズ化合物濃度(平成7年度　対象アブラコ､ホッケ)

要　　　　　約

我々は､北海道近海で漁獲される313魚介類(44種)に

ついて平成元年度から10年度まで年1回モニタリング調査

を行った｡

その結果､以下のことが確認された｡

TBTは､貝類に残留する傾向が､ TPTは､魚類特に

カレイ類に高く残留する傾向が見られた｡

魚介類の残留濃度は､周りの環境の影響を大きく受け､

地域によりかなりの差がみられた｡

有機スズ化合物の残留量は年々低減化していく傾向が見

られた｡

最後に本調査の実施に当たり､検体の入手にご協力いた

だいた北海道保健福祉部食品衛生課並びに道内各保健所の

関係諸氏にこの場を借りて深謝いたします｡
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英　文　要　約

We investigated the residue of dibutyltin (DBT),

tributyltin (TBT) and triphenyltin (TPT) in fishes and

shellfishes. Three hundred and thirteen samples offishes

and shellfishes (44 species) were used, which were

caught at the coastal fishery of Hokkaido from 1989 to

1998.

The concentrations of TBT in shellfishes and TPT in

flatfishes were higher than that of other fishes and shell-

fishes. There were regional differencesin organic tin

compound concentrationsin fishes and shellfishes.The

results showed a tendency to the decrease of these com-

pounds year by year.

Key words : dibutyltin (DBT) ;trⅰbutyltin (TBT) ;

triphenyltin (TPT) ; Hokkaido ;fishes and shellfishes


