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目　　　　　的

現在､世界では約700種類の農薬が使用されているとい

われており､そのうち国内で登録されているものは約350

種類と報告されている1)｡食品衛生法では､平成11年11月

現在199農薬について残留基準値が設定されている｡今年

度もさらに新たな基準値の設定が予定されており､今後ま

すます多くの農薬検査が求められると考えられる｡これら

の農薬を検査するにあたり告示分析法が定められているが､

個別分析法が多いためその数は100種類以上に及んでおり､

全ての農薬を限られた労力と時間で告示分析法に従い検査

することは事実上不可能である｡このため広範囲の農薬を

短期間で検査する場合､多成分の農薬を同時に分析するこ

とが必要不可欠と考えられる｡このような状況下､残留農

薬検査業務を効率的に行うため､平成9年4月8日に厚生

省から残留農薬迅速分析法(以下通知法と略記)が通知2)

された｡通知法の利用に当たっては､あらかじめ､農薬と

農作物の組み合わせごとに各農薬の添加回収試験を実施し､

回収率が概ね70～120%の範囲に入らない場合若しくは相

対標準偏差が概ね20%以上である場合は､当該農薬と農作

物の組み合わせに対して本分析法の使用は適切ではないこ

ととしている｡通知法の農産物への適用性については､既

に残留農薬迅速分析法開発検討委員会などによりいくつか

の例が報告3-6)されている｡我々は主に北海道で残留検査

実績のある農産物を対象に迅速分析法の適用性について検

討しており､ 5農産物に対する28種類の有機リン系農薬の

通知法適用性については既に報告した7)｡今回､13農産物

と11種類の含窒素系農薬の組み合わせ及び8農産物と28種

類の有機リン系農薬の組み合わせについて農薬の添加回収

試験を実施したので報告する｡夾雑物質が多いと考えられ

る大根､白菜およびキャベツについては試料磨砕時におけ

るリン酸処理の効果についても検討した｡また､ GCにお

ける各農薬の保持時間を標準溶液と試料溶液とで比較した

ので､前回未報告の分も併せて報告する｡

方　　　　　法

1.対象農産物

アスパラガス､オレンジ､きゅうり､セロリ､にんじん､

ばれいしょ､ほうれんそうおよびりんごの8種類を有機リ

ン系農薬および含窒素系農薬の添加回収試験用農産物とし

た｡含窒素系農薬については上記農産物の他にかぼちゃ､

メロン､大根､白菜およびキャベツの13種類を対象農産物

とした｡

2,対象農薬

対象農薬は表1に示した含窒素系農薬11種類および表2

に示した有機リン系農薬28種類である｡イソプロカルブお

よびカルバリルについてはN-メチルカーバメート系農

薬であることから､通常はポストカラムHPLCにより分

析を行うが､農薬が検出された際の確認手段として今回検

討対象に加えた｡

3.混合標準溶液

含窒素系農薬については農薬によりGC感度に差が認め

られたことから､以下に示す2グループに分けて調製した｡

含窒素系A :イソプロカルブ(MIPC)､エスプロカルブ､

クロルプロファム(IPC)､チオベンカルブ､ペンディメ

タリン

含窒素系B (GC-NPDで感度が低い農薬) :イプロ
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ジオン､カルバリル　NAC)､ビテルタノール､プロピコ

ナゾール､メフェナセット､レナシル

また､有機リン系農薬についてはGCにおいて同一の保持

時間を有する農薬があることから､クロマトグラム上の

ピークが重ならないように､ A, B, C, Dの4グルー

プに分けて調製した｡

表1 -a　含窒素系農薬の添加回収試験結果

表1 -b　含窒素系農薬の添加回収試験結果

有機リン系A :ジクロルボス(DDVP)､エトプロホス､

ダイアジノン､クロルピリホスメチル､フェニトロチオン

(MEP､マラチオン､クロルピリホス､クロルフェンビ

ンホスE型(α-CVP､クロルフェンビンホスZ型(β

-CVP ､メチダチオン(DMTP)

有機リン系B :メタミドホス､アセフェート､エトリ

ムホス､パラチオンメチル､ピリミホスメチル､パラチオ

ン､キナルホス

有機リン系C :トルクロホスメチル､フェンチオン

(MPP)､フェントエート(PAP)､エディフェンホス

(EDDP)､ EPN､ホサロン

有機リン系D :イソフェンホスオキソン､イソフェン

ホス､エチオン､ホスメット(PMP)

4.分析方法

抽出操作は無添加試料1検体および添加試料3検体につ

いて行った｡磨砕均一化した試料20g (等重量の3%リ

-33-



ン酸を加え磨砕した場合は40g)に各農薬標準品(含窒素

系農薬: 0.4μg/g>有機リン系農薬:0.2μg/g)を添加し､

1時間放置後抽出を開始した｡以下原則として通知法に従

った｡ただし､含窒素系農薬を精製する際､通知法で推奨

されているシリカゲルミニカラムを用いる方法では､精製

効果が不十分であったことからフロリジルミニカラムを用

いることとした｡また､ケイソウ土カラムによる固相抽出

後､通知法では抽出液の1/2量をGPCカラムに注入するこ

ととなっているが､農薬の検出限界値を下げるため､抽出

液の4/5量をカラムに注入し､最終的に通知法の試験溶液

の3.2倍濃縮液を試験溶液とした｡試験溶液の調製法は図

1に示したとおりである｡

表2　有機リン系農薬の添加回収試験結果

以下にGPC､ GC-NPD､ GC-FPDおよび農薬確認

の際に用いたGC - MSの分析条件を示す｡

○GPC

カラム: CLNpak EV-2000, 20×300mm (Shodex)

ガードカラム: CLNpak EV-G, 20×100mm (Shodex)

移動相:酢酸エチル/シクロヘキサン(1 : 1)

流速: 4ml/min

○GC-NPD

装置: HP 6800 (横河アナリティカルシステムズ)

カラム: Quadrex MPS-50, 0.25mm I.D.×25m
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注入口温度: 270℃

検出器温度: 300℃

カラム温度: 50℃ (2min)→5℃/min→260℃(15min)

キャリアーガス流量: 1.6ml/min

注入量:1μl (スプリットレス法)

図1含窒素系農薬および有機リン系農薬の迅速分析法フローチャート

○GC-FPD

装置: GC-14B (島津製作所)

カラム: ULBON HR-1, 0.25mmI.D.×25m (信和

化工)

注入口温度: 260℃

検出器温度: 280℃

カラム温度: 100℃→5℃/min→260℃(3min)

キャリアーガス(ヘリウム) :150kPa

メイクアップガス(窒素) :80kPa
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水素: 120kPa

空気: 70kPa

注入量:2μl (スプリット法､スプリット比1:2)

○GC-MS

装置: PARVUM QP-5000 (島津製作所)

カラム: ULBON HR-1, 0.25mmI.D.×25m (信和

化工)

注入口温度: 260℃

インターフェース温度:280℃

カラム温度: 50℃→5℃/min→260℃ (3min)

キャリアーガス流量:40kPa

注入量:2μl (スプリットレス法)

結果および考察

1.回収率について

各農産物からの添加回収率を表1､ 2に示した｡アスパ

ラガス中のアセフェートについてはガスクロマトグラム上

に妨害ピークが出現したため定量は困難であった｡回収率

が概ね70～120%､相対標準偏差が20%以下という通知法

利用に当たってのガイドラインをはずれていた農薬は､含

窒素系農薬ではオレンジ中のプロピコナゾールおよび全試

料中のカルバリル､有機リン系農薬ではセロリ､にんじん

およびりんご中のアセフェート､ほうれんそう中のイソフ

ェンホスオキソン､にんじんおよびりんご中のエディフェ

ンホス､きゅうり､セロリ､にんじんおよびばれいしょ中

のジクロルボス､オレンジ､きゅうり､セロリ､にんじん､

ほうれんそうおよびりんご中のフェンチオン､にんじん中

のホサロン､アスパラガス､オレンジおよびにんじん中の

メタミドホスであった｡他の農薬については回収率､ CV

値共に良好な結果であった｡

今回カルバリルの回収率が131～477%と120%を大きく

上回った｡これはGCにおけるマトリックスによる増感効

果のためと考えられる｡今回用いた試験溶液は通知法の試

験溶液よりも濃縮されていることから､マトリックスの影

響をより大きく受けたものと思われる｡カルバリルは､通

常GCに比較して定量性に優れたポストカラムHPLC法

によって分析される｡従ってGC法は定性の確認手段とし

て有用と考えられる｡

フェンチオンの回収率が全体的に低い傾向にあったが､

フェンチオン添加試料からは酸化体のフェンチオンスルホ

ンのピークも検出されており､回収率が低い試料ほどフェ

ンチオンスルホンのピーク高が高く検出されたことから､

抽出の過程で酸化を受けたものと思われる｡

図2　メタミドホスのガスクロマトグラム

図3　メタミドホス添加アスパラガス抽出液のガスクロマ

トグラム

2.メタミドホスのガスクロマト挙動

ガスクロマトグラム上においてアスパラガス､オレンジ
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およびりんご中のメタミドホスピークは2本に分離した

(図2)｡これらのピークは農薬無添加の試料抽出液にメタ

ミドホスを添加した場合にも2本に分離した｡またメタミ

ドホスを添加したアスパラガス抽出液をアセトンで希釈し

た場合､希釈率が高くなるに伴い後ろの方のメタミドホス

ピークの保持時間が早くなり､ 8倍希釈液では2本に分離

したピークが1本となった(図3)｡さらにGC-MSに

おいて､アスパラガス中のメタミドホスピークはGC-

FPDの場合と同様に2本に分離し､これらのマススペク

トルを測定したところいずれもメタミドホスのマススペク

トルに一致した(図4)｡以上の結果から､アスパラガス､

オレンジおよびりんご中のメタミドホスピークはマトリッ

クスの影響により2本に分離したものと思われる｡今回､

GCのカラムにULBONHR-1を用いたが､より極性の高

いHicapCBP-10 (0,25mm I.D, ×25m､膜厚0.25μm､

島津製作所製)を用いた場合､アスパラガス中のメタミド

ホスピークは1本となった｡しかしながら､ CBP-10を使

用すると､全農薬とも感度が低くなり､テーリングがみら

れる農薬も多いことから､通常の分析では使用が好ましく

ないと考えられる｡また､告示分析法に従いメタミドホス

添加アスパラガス抽出液を調製し､ ULBONHR-1を用い

て分析を行った場合には､メタミドホスピークは1本であ

った｡告示分析法は精製の際､シリカゲル10gを用い､エー

テル洗浄後アセトンにより溶出するため､通知法より精製

効果が高いものと思われる｡

図4　メタミドホス添加アスパラガス抽出液のGC-MSスペクトル

3.保持時間の標準溶液からのずれ

各農薬のガスクロマトグラム上の保持時間を試料溶液と

標準溶液とで比較した(表3)｡ 0.1分以上の差が認められ

た農薬はアスパラガス､りんご､大根､白菜､リン酸処理

白菜およびキャベツ中のアセフェート､アスパラガス､オ

レンジ､きゅうり､セロリ､にんじん､ばれいしょ､ほう

れんそうおよびリン酸処理キャベツ中のイソフェンホスオ
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キソン､セロリ中のジメトエート､アスパラガス､オレン

ジ､りんご､大根､リン酸処理大根､白菜､リン酸処理白

菜およびリン酸処理キャベツ中のメタミドホスであった｡

中でもアスパラガス中のアセフェートについては､標準溶

液と比較し1分以上の遅れが生じ､夾雑ピークと重なった

ために定量困難であった｡しかし､ GCのカラムにCBP-10

を用いた場合､ GC感度が若干低下したが夾雑ピークと重

なることなくアスパラガス中のアセフェートを定量するこ

とが可能であった｡この場合の回収率は69%､ CV値は10.3

であった｡なお､今回データを示さなかったが､含窒素系

農薬については保持時間にほとんど差は認められなかった｡

表3-a　農薬保持時間のマトリックスによる相違(ΔtR)

4.リン酸処理の効果

大根､白菜およびキャベツ中の含窒素系農薬について､

試料磨砕時におけるリン酸処理の効果について検討を行っ
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た｡回収率､ CV値共に大きな差は認められなかったが､

ガスクロマトグラム上においてリン酸処理試料抽出液の方

が夾雑ピークが少なく､分析が容易であると考えられた｡

以上の結果､今回検討した11種類の含窒素系農薬および

28種類の有機リン系農薬については､一部の農薬を除き13

種類の農産物に迅速分析法の適用が可能と考えられる｡

表3-b　農薬保持時間のマトリックスによる相違(ΔtR)

要　　　　　約

厚生省通知法に準じた残留農薬迅速分析法の適用性を検

討するため､ 13農産物と39農薬(含窒素系11､有機リン系

28)の組み合わせについて添加回収試験を行った｡その結

果､一部を除き本法の適用が可能と考えられた｡

ガスクロマトグラム上においてアスパラガス､オレンジ

-39-



およびりんご中のメタミドホスピークは2本に分離した｡

各農薬のガスクロマトグラム上の保持時間を試料溶液と

標準溶液とで比較したところ､アスパラガス中のアセフ

ェートおよびメタミドホスについては､標準溶液と比べ1

分以上の遅れが生じた｡

大根､白菜およびキャベツ中の含窒素系農薬については､

試料磨砕時にリン酸処理を行うことにより､ガスクロマト

グラム上の夾雑ピークが少なくなり､分析が容易であると

考えられた｡
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英　文　要　約

We investigated the application of the multi-residue

analytical method for 11 organonitrogen pesticides and

28 organophosphorus pesticides in 13 kinds of agricultu-

ral products. The recoveries of organonitrogen pesticides

and organophosphorus pesticides added at the concen-

trations of 0.4μg/g and 0.2μg/g were almost in range of

70 to 120%. However the recoveries ofcarbaryl in all

samples, propiconazole in orange samples, acephate in

celery and apple samples and edifenphos in apple samples

were over 120%, and those of isofenphos oxon in spinach

samples, dichlorvos in cucumber, celery, carrot and

potato samples, fenthion in orange, cucumber, celery,

carrot, spinach and apple samples, methamidophos in

asparagus, orange and carrot samples were under 70%.

Coefficients of variation on the recoveries were within 20%.

although those over 20% were observed in the recoveries

of acephate in carrot samples , edifenphos in carrot samples ,

fenthion in celery, carrot, spinach and apple samples,

phosalone in carrot samples, methamidophos in carrot

samples･ The peak of methamidophos recovered from

asparagus, orange and apple samples was divided into

two peaks on the gas chromatograms. The retention

time of each pesticide in sample solution on the gas chro-

matograms was almost agreed with that of standard

solution, but there was the delay more than one minute

in the retention time of acephate and methamidophos in

asparagus samples. No interfering peak was found on

the gas chromatograms of radish, Chinese cabbage and

cabbage extracts which were homogenized in dilute

phosphoric acid.

Key words : pesticide residue ; rapid analytical method ;

organonitrogen pesticides ; organophosphorus pesticides
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