
は じ め に

ヒ素はヒトに有害な元素で，過剰曝露により急性中毒，

慢性中毒，発がんなど様々な健康障害がもたらされてい

る ．わが国においても土呂久鉱毒事件，粉ミルクに不

純物として混入したヒ素による乳児の中毒事件（1955年）

や和歌山におけるヒ素カレー事件（1998年）などを通じ

てその有害性についての理解が深まってきた．

ヒ素は自然界に広く分布しているため，誰もが日常的に

食品や飲料水から摂取している ．ヒ素の生体影響は化

学形態によって大きく異なり，健康リスク評価はそれらを

考慮して行う必要がある．ヒ素が比較的高濃度に含まれる

海藻や魚介類を諸外国に比べて多く摂取するわが国におい

ては，ヒ素の化学形態や生体内変換のメカニズムが長い間

研究対象となってきた ．甲殻類からのアルセノベタイ

ン［(CH )As CH －COO ］の同定 ，褐藻カジメから

２種類のヒ素糖と呼ばれる化合物が単離・同定 された

ことに続いて，現在まで50種類以上ものヒ素化合物の存

在が明らかにされるに到った ．陸上の植物ではある種の

シダ植物が無機ヒ素を特異的に蓄積することが明らかにさ

れたが ，農産物ではコメが例外的にヒ素を蓄積すること

から，精米について無機ヒ素濃度の国際的な規制が始まっ

ている ．また自然由来のヒ素を高濃度に含む井戸水の飲

用により1990年代中頃からアジアの発展途上国を中心に

世界各地で慢性ヒ素中毒が発生するなど健康被害が世界規

模で拡大している ．こうした健康被害は国によって大

きく異なっている．

筆者は当所において，原子スペクトル分析法（主に原子

吸光分析法）によるヒ素の化学形態別分析法の開発とその

北海道産の海藻への適用 を行ったのを始めとして，

海洋生物や環境試料におけるヒ素の化学形態別分析や環境

動態を研究テーマの一つとして取り組んできた．海藻に蓄

積されたヒ素化合物の単離精製 ，精製したヒ素糖を標

準品とするHPLC-ICPMS法によるホタテガイの部位別

化学形態 ，中腸腺のヒ素化合物の季節変動 ，コン

ブにおけるヒ素化合物の分布の違いの解明 やいくつか

の海洋生物への適用を行った ．一方，河川水などの

環境試料ではヒ素の原子価状態が変化しやすく，迅速な分
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析が必要であることから，HPLC-ICPMS法を定山渓温

泉の温泉水が流入する豊平川のヒ素の化学形態別分析に適

用した ．また2003年に茨城県神栖町（現神栖市）で

発生したジフェニルアルシン酸（DPAA）等による地下

水汚染と健康影響の際には，総ヒ素定量のための前処理法

の検討や ，水素化物発生―低温捕集―沸点別分離―

ICPMS法 の応用による高感度スクリーニング法の開

発を試みた ．これらに関する主な成果はその都度公表し

てきたが，本稿では分析法に沿って課題を時系列に概観す

るとともに，最近注目を集めている精米の無機ヒ素濃度規

制 や摂取量評価 及び魚介類の脂溶性ヒ素化合物

とそれらの毒性に関する研究 について解説する．

ヒ素の化学形態別分析法の開発と北海道産海藻，

魚介類，環境試料等への適用

１ 水素化物発生―原子吸光分析（AAS）法

1-1 ヒ素化合物の分別定量法の開発

AAS法は元素分析法として汎用されているが，ヒ素の

分析線は193.7nmと真空紫外領域にあるため，試料溶液

中のヒ素を溶液噴霧法により空気―アセチレン炎に導いて

分析することはできない．ヒ素( ， )［As( )，As( )］

の酸性溶液にテトラヒドロホウ酸ナトリウム（NaBH ）

を加えて反応させると瞬時に揮発性のアルシン（AsH ，

b.p.－55℃）を生ずる．この化合物は水素の存在下1000℃

程度に加熱された石英管中でも原子化できる．メチル基の

結合したヒ素化合物であるメチルアルソン酸（MMA），

ジメチルアルシン酸（DMA），トリメチルアルシンオキ

シド（TMAO）はNaBH との反応で，メチルアルシン

（b.p.2℃），ジメチルアルシン（b.p.36℃），トリメチルア

ルシン（b.p.70℃）とそれぞれに対応するアルシン類に変

換される．発生させたアルシン類を液体窒素温度でＵ字管

（シラン処理をしたガラスビーズを充塡）に捕集した後，

室温に戻すか電気的に加熱して沸点別に分離し，原子化部

に導いて化学形態別に測定を行った．一方，As（ ）と

As（ ）はNaBH との反応で共にAsH を生成するが，

反応時のpHを変えることで原子価状態別に定量すること

ができる ．装置の模式図をFig.1に，クロマトグラム

の１例をFig.2に示す．検出限界は無機ヒ素，MMA，

DMA，TMAOについて0.3～1.6ngであった．水素化

物発生法は複雑なマトリックスから目的元素を気化分離で

きるので分光干渉が少なく，原子化部への試料導入効率が

高く，原子化効率も高いので高感度が得られるという長所

がある ．この分析法の開発を行った1982～83年当時，

水素化物発生装置も原子化部の電気加熱石英セルも市販品

はなく，自作した装置で分析を行った ．

1-2 海藻や魚介類の総ヒ素定量のための前処理法

固体粉末試料や複雑なマトリックス中の総ヒ素の定量を

連続水素化物発生―AAS法で行う場合，試料中の有機物

や有機ヒ素化合物を湿式分解により無機化する必要がある．

海藻や魚介類の総ヒ素の定量を目的としてアルセノベタイ

ンなどの有機ヒ素化合物の湿式分解挙動の研究を行ってい

た当時，ニッケル化合物を大量に添加しなければ湿式分解

過程でヒ素が揮散してしまうとの報告が発表された．これ

は従来の湿式分解法を用いた総ヒ素の分析値がすべて誤り

（低値）であったことを示唆するものであると同時に，

ニッケル（Ni ）はヒ素の水素化物生成反応を妨害する

ので，総ヒ素の定量法として水素化物発生―AAS法が適

用できないことを意味していた．

Fig.1 Schematic Diagram of  the Fractional
 

Determination System for Arsenic Species
 

A：Three-way valve,B：NaBH injection syringe,C：Reaction
 

vessel,D：Magnetic stirrer,E&F：Water trap,G：Ice bath(ice＋

CaCl;－20～－15℃), H：CO trap (NaOH beads), I：U-tube
(arsine trap; 60-80 mesh of silanized glass beads were half

 
packed), J：Liquid nitrogen bath,K：Electrically heated quartz

 
tube,L：Atomic absorption spectrometer,M：Recorder

 

Fig.2 Chromatograms of Arsines by Hydride
 

Generation-Cold Trap-AAS
 

1:AsH ,2:CH AsH ,3:(CH )AsH,4:(CH )As
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しかし，筆者が慎重に追試した結果，その知見は炭素炉

AAS法におけるヒ素シグナル変化の解釈の誤りに基づく

もので，硝酸―過塩素酸―硫酸による前処理（湿式加熱分

解）におけるヒ素の揮散によるものではないことが明らか

となった ．本研究はヒ素分析にもたらされる不必要な

労力と混乱を最小限に止めることに非常に有益であった．

また，これらのことから新規な分析法を用いる場合，デー

タの解釈には細心の注意が必要であることが改めて確認さ

れた．

1-3 北海道産海藻の総ヒ素の定量及び無機ヒ素，モノメ

チルヒ素及びジメチルヒ素の分別定量

1-1及び1-2の分析法を北海道産59種140検体（道外

産のヒジキ３検体を含む）の海藻に適用することとした．

分析結果をFig.3に示した．総ヒ素濃度は高い順番に褐

藻類，紅藻類，緑藻類であった ．褐藻類であるコンブ

の総ヒ素濃度は40～102mg/kg，ワカメは22～51mg/kg，

ヒジキは105～114mg/kg（dry wt., 道外産）であった．

また，食用とはされないが褐藻ウガノモクのヒ素濃度は

320mg/kg（dry wt.）に達していた．すべての海藻で，

あらかじめ酸もしくはアルカリで処理した後1-1の方法で

定量するとDMAとして定量される化合物濃度が大幅に

増加した．このことから海藻中のヒ素化合物の分別定量の

ためにFig.4のような分析フローを考案した．海藻をあ

らかじめ塩酸で処理するとDMAとして定量される化合

物が増加するという結果（Fig.5）は，今日的視点からは

ヒ素にメチル基２個と糖の付いたいわゆるヒ素糖が普遍的

に存在している証拠とみなすことができる．またホンダワ

ラ科を除く多くの海藻では無機ヒ素，MMA，DMA濃度

の存在割合は５％以下であった．総ヒ素濃度が高い食用褐

Fig.3 Histgram of the Algal Species Produced in Hokkaido for Total Arsenic Concentrations
 

The algae samples were collected from August 1981 to June 1983 in the coast of Hokkaido.A mean value is plotted for plural samples
 

of the same algal species.

Fig.4 Flow-chart of the Sample Preparation for the
 

Determination of Arsenic Species in Sea Algae
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藻類のうち，コンブやワカメなど無機ヒ素の割合が低い海

藻とは対照的にホンダワラ科のウガノモク，ウミトラノオ，

ミヤベモク，フシスジモク，ヒジキなどの無機ヒ素濃度は

総ヒ素濃度の44～73％に達していた ．食用とされる海

藻の中で，ヒジキは際だって無機ヒ素濃度が高かった．な

お，アルセノベタインはNaBH と反応させても水素化物

を生成しないが，2mol/L-NaOH溶液中で加熱すれば

TMAOに分解され，トリメチルアルシンとして検出可能

であった ．これらの結果は，わが国における海藻のヒ素

濃度についての重要な知見となっている ．

２ 海藻からのヒ素糖の単離精製

水素化物生成―低温捕集―沸点別分離―AAS法では，

海藻の大部分の水溶性ヒ素は塩酸処理後にDMAとして

存在する化合物であるという知見にとどまり，化学構造の

知見を得ることはできない．1-3の研究を行っていた当時，

褐藻のカジメから２種類のヒ素糖が単離精製されていた

ものの，海藻における水溶性ヒ素の化学構造の知見は限ら

れていた．食用となる海藻についてはヒ素化合物の正確な

化学構造の知見が毒性評価の面からも重要である．褐藻の

ヒジキ とコンブ から新規化合物を含むヒ素糖が単離

精製されたことから，それらの手法に準じて北海道産の食

用褐藻であるイシモズク についてヒ素糖の精製を行っ

た．

新鮮なイシモズク15.3kg（ヒ素量28mg）からメタ

ノール抽出物を得，ジエチルエーテルで脱脂した後，水相

を濃縮して粗抽出物を得た．この一部をメタノールに溶解

後，ゲルろ過（セファデックスLH-20），イオン交換

（DEAEセファデックスA-25），ゲルろ過（セファデック

スG-15），イオン交換（CM セファデックスC-25），イオ

ン交換（DEAEトヨパール650M）などの操作を順に

行った後，最終的にゲルろ過カラム（セファデックスG-

15）で精製した ．緑藻についてはヒ素糖についての報

告がなかったことから，新鮮なミル12kg（ヒ素量

7mg）を用いて同様にヒ素糖を精製した ．

得られた化合物の構造をFig.6に示した．イシモズク

から４種類のヒ素糖（As-sug-1～4）が ，ミルから２種

類のヒ素糖（As-sug-1，As-sug-3) が単離精製できた．

総ヒ素濃度がやや低い緑藻類においてもNMRによって

ヒ素化合物が同定されたことの意義は大きい．これらの研

究から，海藻によって蓄積されているヒ素化合物が異なる

ことが次第に明らかになったが，このことは海藻の分類と

蓄積されたヒ素化合物の関係（ケモタクソノミー）の観点

からも興味が持たれる ．

著者らはさらに同様の手法を用いて，食用とされている

紅藻のフクロフノリとアカバギンナンソウのヒ素化合物の

精製を試みたところ，既知のヒ素糖と溶出挙動の異なるヒ

素化合物を見い出した．しかしさらに精製を進めたところ

途中で既知のヒ素糖As-sug-3と同じ挙動となりNMR測

定でも同一と確認された ．共存成分により溶出挙動が異

なる可能性の他，ヒ素脂質が加水分解した可能性も考えら

れた．このようなことから海藻のヒ素化合物については，

脂溶性ヒ素の存在も考慮した分析法の発展が望まれる．

３ HPLC-ICPMSによるヒ素化合物の分析

3-1 精製したヒ素糖を標準品とした化学形態別定量

環境試料のヒ素化合物の分別定量法としては迅速高分離

機能を有するHPLCと，高感度で元素特異的な機能を持

Fig.5 Chemical Forms of Arsenic in the Aalgal Extracts (a) Before and (b) After the Hydroxide
 

Treatment
 

Sample C:Chlorophyta,P:Phaeophyta,R:Rhodophyta
 

C-3:Aonori, P-4: Nisefutomozuku, P-12: Kombu, P-14:Wakame, P-18: Uganomoku, P-25: Miyabemoku, R-15:
Okitsunori,R-29:Kurosozo,R-30:Oosozo
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つ ICPMSの結合が一般化してきている．ヒ素化合物の内，

As（ ， ），MMA，DMA，TMAO，テトラメチルヒ素

（ヨウ化物），アルセノコリン［（CH )As CH －CH OH］

などは市販品の入手が可能である．しかし，ヒ素糖の標準

品の大部分は市販品がなく，研究者自らが精製した微量の

純物質を標準品としているのが現状である．Shibataと

Moritaはヒ素糖を含むヒ素化合物の分離同定のために三

種類のカラムシステムを報告し，海藻類に適用してい

る ．アサクサノリの化学形態解明への応用ではヒ素

糖As-sug-3がシート状に加工された焼き海苔でも変化せ

ず主要なヒ素化合物であることが明らかになった ．また，

水素化物発生―AAS法で見積もった海苔の無機ヒ素濃度

は，0.13～0.33mg/kg（dry wt.）であった ．

HPLC-ICPMS法でヒ素糖の定量をする際には，存在

割合が相対的に低い無機ヒ素のピークが検出限界以下と

なって過小評価される恐れがあるので注意が必要である ．

これを避けるためには，HPLCで分離したヒ素化合物を

オンライン酸化分解（光酸化法 ，酸分解法 ）した後，

水素化物発生―ICPMSで測定する手法が優れている ．

これらは，ヒ素化合物を気体の水素化物に変換することで

試料の導入効率を上げ，感度の向上を達成したものである．

3-2 ホタテガイのヒ素化合物

ホタテガイはわが国では北海道を中心に養殖されている

二枚貝で，主として貝柱が食用とされているが，廃棄され

る中腸腺の量も膨大となることから，飼肥料としての利用

が道立試験研究機関による重点研究として実施された ．

この研究においては有効利用の障害となる中腸腺のカドミ

ウムをどのように除去するかが主要な課題であり，著者ら

はその前提となるカドミウムの存在形態に着目した ．

その結果カドミウムは分子量３万から10万以上の広い分

子量範囲の物質に結合していること，採取地域や採取時期

の違いによるカドミウム濃度の増減は，分子量10万と65

万の物質の濃度変化と一致していることが明らかになっ

た ．

この研究の過程で中腸腺のヒ素濃度が高く，季節変動が

認められること，多数の未知ヒ素化合物が存在することな

どの知見を得た．そこで噴火湾やオホーツク南部海域を対

象として1991年７月～1992年２月及び2002年１月～

2003年10月に試料を採取し，HPLC-ICPMS法によるヒ

素の化学形態別定量を行った．その結果可食部ではヒ素の

大部分がアルセノベタインであり，少量のヒ素糖（As-

sug-5；Fig.6の置換基R がOSO ）を含むことが明ら

かになった（Fig.7) ．中腸腺のヒ素濃度には季節変

動が認められ，４～12種類のヒ素化合物が検出された．

また，サロマ湖や噴火湾で夏期に一過的に中腸腺のヒ素濃

度が５～10倍程度増加することがあり，その増加は無機

ヒ素濃度の増加に対応していた．これらの変動は規則正し

い季節変動ではないことから食餌成分であるプランクトン

種の変動が関与しているものと推定された．

噴火湾において垂下方式で養殖されたホタテガイにはム

ラサキイガイが付着していた．ムラサキイガイの中腸腺の

ヒ素化合物を分析したところ，検出されたヒ素糖の種類

（As-sug-1，As-sug-3）はホタテガイとは異なってお

り ，国立環境研究所で作成した環境標準試料ムラサキ

イガイ（三重県産）と一致していた ．また同時期に噴火

湾で採取したプランクトン（珪藻）から検出されたヒ素糖

（As-sug-1，As-sug-3）はこれらの二枚貝と異なってお

り，それぞれ別の代謝能力を持つことが明らかになっ

た ．

山本らは北海道沿岸産魚介類74種673検体の重金属

（水銀，ヒ素，鉛，カドミウム，銅，亜鉛，マンガン）に

ついて詳細な分析を行っている ．ヒ素についてはホタテ

ガイより10倍程度高濃度の魚介類が存在する．これまで

の知見から，それらの魚介類のヒ素の化学形態はアルセノ

ベタインが主成分と考えられるが，脂溶性ヒ素も含めた化

学形態別定量とリスク評価を行うことが食品としての安全

性を高める上で必要になると考えられる．

3-3 コンブのヒ素糖の分布

コンブについては柴田らによって３種類のヒ素糖が単離

同定されている ．長さが数メートルに及ぶコンブ（葉状

体）でヒ素濃度が部位によって異なることは北爪らによっ

て報告されているが ，ヒ素化合物がどのように分布し

ているかについての知見はなかった．またミネラルが豊富

なことやフコイダンが含まれている ことなどから，機

能性食品としての利用が注目されている通称ガニアシと呼

ばれる仮根のヒ素についての知見 は乏しかった．そこ

で仮根を含む新鮮なミツイシコンブ及びミツイシコンブや

マコンブの仮根を原料とする加工食品素材について，ヒ素

糖，無機ヒ素，MMA，DMAなどを測定した．その結果，

総ヒ素濃度は仮根で最も高く，先端に行くにつれて濃度が

63～80％低下すること，ヒ素化合物の濃度はほとんどが３

Fig.6 Structure of Arsenosugar Compounds Isolated
 

from the Edible Brown Seaweed Sphaerotrichia
 

divaricata (ISHIMOZUKU)
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種類のヒ素糖（As-sug-1，As-sug-3，As-sug-4）で占め

られるが，これらの３種類のヒ素糖は連続的に変化してい

ることが明らかになった（Fig.8) ．また，仮根加工製品

では無機ヒ素とDMAがわずかに増加するがその割合は

合わせても4.5％以下であった ．

コンブ類は北海道において魚種別漁獲量及び漁獲金額で

上位を占める重要な水産資源である．ヒ素化合物の分布状

況や化学形態を明らかにできたことは，食品としての安全

性を評価する上で重要な成果である．

3-4 その他の海洋生物及び淡水藻類からのヒ素糖の検出

その他，本法を水の濾過能力の高い原始的な動物である

海綿に適用したところアルセノベタインとともにヒ素糖

As-sug-1及びAs-sug-3を検出した ．これは海綿か

らヒ素糖を検出した初めての報告であり，これらのヒ素糖

は海綿の共生藻類が産生したものと考えられた．

淡水産の藻類からの直接的なヒ素糖の検出を目的として，

著者らは札幌市定山渓温泉のヒ素濃度が高い，特殊な環境

に生育する藍藻について分析を行い，痕跡量ではあるがヒ

素糖を検出した ．純粋に培養された藍藻からの検出では

ないが，海水産の藻類と同様に生体内変換によりヒ素糖を

生成することを示唆するものであり，さらなる研究が期待

される．

Fig.7 HPLC-ICPMS Chromatograms of the Extracts
 

from the Scallop
 

Sample site:Funka bay A,Sampling date:March,1992
 

Column:inertsil ODS-2,4.6 mm i.d.×250 mm,Column temp.:27℃

Eluent: 10 mM hydroxytetraethylammonium-0.05% methanol
 

adjusted to pH 6.8 with malonic acid,Flow rate:0.75 mL/min

 

Fig.8 HPLC-ICPMS Chromatograms of the Extracts
 

from Mituishi Kombu (Laminaria angustata
 

Kjellman)

Gel-filtration chromatography column:Asahipak GS220(7.6 mm
 

i.d.×500 mm),Column temp.:27℃,Eluent:25 mM
 

hyroxytetramethylamonium-25 mM malonic acid, adjusted to
 

pH 6.8 with ammonium soln.,Flow rate:1 mL/min,Injection:10
μL
 
As-sug-1,3,4:the same as shown in Fig.6

― ―6



3-5 HPLC-ICPMSによる豊平川のAs（ ）及びAs

( ）の定量

豊平川は札幌市民の重要な水道水源となっているが，取

水口の上流に位置する定山渓温泉からヒ素濃度の高い温泉

水が流入する．温泉起源のAs（ ）は流下過程でその一

部が酸化されてAs（ ）となる他，希釈，懸濁物への吸

着と再溶解などによって変化すると考えられ，水道水の安

全性の観点から詳細な調査が必要である．平水時の流出状

況については佐藤らが水道水質管理の観点から詳細に調べ，

総ヒ素の大部分が溶解性のヒ素であることなどを報告して

いる ．また降雨増水時は平水時にダム湖のシルト・粘

土に吸着されて沈着していた懸濁性ヒ素が高濃度で流出す

ることが辰巳らによって報告されている ．著者らも

2001年８月～2002年10月の間，増水時に３回の調査を実

施し，流下過程で一部のヒ素のAs（ ）からAs（ ）へ

の酸化，懸濁粒子への吸着と再溶解などの現象を認めた ．

降雨増水時などにおいて河川水中ヒ素濃度は希釈されるが，

一時的に水道水取水口付近のヒ素濃度が環境基準を超える

ことや，降雨増水時の懸濁態ヒ素の流出負荷量が大きいこ

となどの知見 は，河川管理上有用と考えられた．

４ 水素化物発生―低温捕集―沸点別分離―ICPMS法に

よるピコグラム量のジフェニルアルシン酸（DPAA）

関連化合物の検出

2003年３月，茨城県神栖町（現神栖市）でそれまで全

く健康影響事例が報告されていなかったジフェニルアルシ

ン酸（DPAA）による飲用井戸水の汚染と小児の健康影

響事例が顕在化した ．筑波大学神経内科を受診した複

数の小児の健康に影響を及ぼしている可能性のある物質と

して井戸水が疑われ，保健所や茨城県衛生研究所によって

調査された結果，患者らが飲用していた井戸水から数

mg/kgものヒ素が検出された．さらに，検出されたヒ素

はDPAAであることが同衛生研究所によって明らかにさ

れ，DPAAが健康影響の原因物質として強く示唆された．

DPAAは旧日本軍の毒ガス兵器関連の化学物質であり，

大きな社会問題になった ．DPAA中毒の疫学・臨

床・代謝についての10年間の経過は，最初に患者を診断

した石井の総説に詳細に報告されている ．

この健康影響事例において，地下水からDPAA関連の

ヒ素化合物が検出されたため，無機ヒ素の分析を前提とし

ていた総ヒ素の測定法の見直しが速やかに行われた．地下

水中のヒ素は通常As（ ）もしくはAs（ ）として存在

しているため，総ヒ素の定量においてはそれを前提とする

前処理法と定量法が組み立てられていた．しかしながら，

DPAAのような有機ヒ素化合物が存在する場合には，前

処理法でヒ素を測定可能な化学形にする必要がある．環境

省の研究班の一員として総ヒ素定量法を検討したところ，

試料水に過マンガン酸カリウムを加えて加熱すれば，比較

的容易にDPAAを無機ヒ素に分解できることが明らかに

なり，定量法として水素化物発生―AAS法が有用である

ことを示した ．

DPAA及び関連化合物の定量法として，プロパンチ

オール誘導体―GC/MS法 ，HPLC-ICPMS法 ，

LC/MS/MS法 などが報告されている．著者らはさら

に高感度で高塩分濃度の試料への適用を目指して，

DPAA等の水素化合物発生―低温捕集―沸点別分離―

ICPMS法の検討を行った ．DPAA及びその関連化合物

であるフェニルアルシン酸（PAA），フェニルジメチルア

ルシンオキシド（PDMAO），ジフェニルメチルアルシン

オキシド（DPMAO）とNaHB との生成反応について検

討した結果，それぞれの化合物から単一の生成物は得られ

ないが，フェニルアルシン（PA，沸点は92℃と推定）が

共通に生成することを見い出した ．塩分濃度の高い海水

試料にPAAを添加してもほとんど干渉を受けずに検出で

き，試料量も1mLでよいことから，本法 はピコグラム

量のDPAAとその関連化合物の検出手法として有用であ

る．

神栖市におけるDPAA等による地下水汚染事例では，

健康影響に関する研究 ，分析法及び環境動態に

関する研究 ，コメへの取り込みと蓄積に関する研

究 などが活発に行われた．本事例は過去の重大な環境

汚染事例を踏まえ，行政，環境化学分野の研究者，医師な

どが迅速に連携を行ったことにより問題の拡大を最小限に

抑えることができた事例と考えられた ．

食品からの無機ヒ素摂取量評価と

脂溶性ヒ素に関する最近の話題

１ 海藻及び精米の無機ヒ素規制の動向について

食品に含まれるヒ素と摂取量については，国内でも多く

の研究が行われて来た．しかし，2004年に英国（英国食

品規格庁United Kingdom Food Standards Agency,

UKFSA, 2004）でヒジキの摂取が制限されたことにより，

ヒ素化合物の摂取量と健康影響についての科学的評価の必

要性が改めて確認された．厚生労働省は英国の規制に関連

して2004年にＱ＆Ａを公表し，次のように述べている：

WHOが1988年に定めた無機ヒ素のPTWI（暫定的耐容

週間摂取量）は15μg/kg体重/週であり，体重50kgの

人の場合，107μg/人/日（750μg/人/週）に相当する．

UKFSAが調査した乾燥品を水戻ししたヒジキ中の無機ヒ

素濃度は最大で22.7mg/kgであったが，仮にこのヒジキ

を摂取するとしても，毎日4.7g（一週間当たり33g）以

上を継続的に摂取しない限り，ヒ素のPTWIを超えるこ

とはない．

一方，圓藤らは無機ヒ素の代謝物であるDMAが４倍

体形成や染色体異常を起こし，動物実験でがんを誘発する

ことから，DMAが重要であること，さらに，DMAの還

元型であるジメチルアルシンが究極発がん物質である疑い

が強くなったこと，PTWI（1988）や飲料水基準（2003）

は発がんリスクに基づいた計算でなく，無機ヒ素摂取につ

いての暫定的なものであること，有機ヒ素化合物は多くの

海産物に高濃度で含まれていることから，今後，無機ヒ素
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だけでなく化学形態別の発がんリスク評価及び生物学的許

容値の設定が期待される，としている ．UKFSAは無機

ヒ素の摂取に着目したものであったが，魚介類や海藻に含

まれる有機ヒ素化合物の安全性評価がますます重要になっ

てきている ．

こうした中，無機ヒ素摂取量の低減化に向けた国際的な

規制が強化されている．CODEX総会において2014年７

月，食品から摂取する無機ヒ素は穀物由来が多いとして，

精米の無機ヒ素濃度基準値が0.2mg/kgと設定され，国

際的な話題となった ．これにより近い将来わが国にお

いても精米の無機ヒ素についての摂取制限の議論がなされ

るものと予想され，精米以外の食品からの無機ヒ素摂取量

の見積もりについて評価する必要があると考えられる．

２ 食品からのヒ素摂取量について

わが国で実施された食品からのヒ素摂取量調査としては，

農水省は内閣府食品安全委員会が平成18～22年度に「陰

膳方式」による調査結果と，厚生労働省による平成

14～23年度に「マーケットバスケット方式」で実施した

調査結果が公表されている ．食品安全委員会による調査

結果では１日・１人当たりの総ヒ素摂取量は199μgで，

このうち無機ヒ素 18.6μg，MMA3.31μg，DMA

6.47μg，アルセノベタイン88.8μg，TMAO5.09μgで

あったとしている．厚生労働省のマーケットバスケット法

による10年間の調査結果は14食品群毎に総ヒ素の平均値

（１人・１日当たり）で示されている．これによると，総

ヒ素摂取量 合 計 は 178.1μg で，ほ と ん ど を コ メ

（11.3μg），野菜・海藻（60.8μg），魚介（98.3μg）から

摂取している．そして海藻類や魚介類のヒ素の大部分はそ

れぞれ「悪影響の小さい」ヒ素糖とアルセノベタインであ

ろうと仮定している．また，コメとヒジキについては無機

ヒ素の割合が他の食品に比べて大きいことが確認されてい

る，と記載している．

小栗らは静岡市で購入した159種類19品目の食品につ

いて，Nakazatoらが開発した分析法 を用いてヒ素の

化学形態別定量を行った ．その結果，無機ヒ素は19品

目中９品目から0.423～450μg/kg（wet wt.）検出され，

穀類からの摂取量が最大で13μg/人/日，次いで海藻から

5.7μg/人/日が多く，この２品目で成人のTDIの 90％に

達するとした（可給態ベースで21μg/人/日，含有量ベー

スで24μg/人/日）．またコメとヒジキは穀類と海藻から

の無機ヒ素摂取量のほぼ100％を占め，著しく発がんリス

クを高めている（ 10 ）として，確率論的手法により日

本人の無機ヒ素摂取量の推計を行った ．その結果，皮膚

がん，肝がん，肺がんで一般に受容可能とされる10

～10 を50パーセンタイル値においては約１桁，95パー

センタイル値については２桁超過することを見い出した．

EFSAは 無機ヒ素の発がんメカニズムが詳細に分かって

いないとしてリスク評価に閾値のないモデルを当てはめる

ことを控え，肺がんや膀胱がんの１％超過に相当するベン

チマーク用量の下限値（BMDL ）を0.3～８μg As/kg/

日としているが，小栗らの結果（0.32～0.99μg As/kg/

日，50～95パーセンタイル）は，この範囲の中に完全に

含まれており，日本人が日常食から摂取する無機ヒ素量に

ついて，発がんという観点から今後より広範な研究が行わ

れることが期待される．

環境化学物質がヒトの健康に及ぼす影響に関して，環境

省は平成23年度から「子どもの健康と環境に関する全国

調査（エコチル調査）」を実施している ．ヒ素の胎児期

曝露によるDNAメチル化も報告されていることから ，

より広範な曝露評価が必要である．ヒ素の摂取量と化学形

態は食事に依存するので，地域などによる偏りが考えられ

る．山本らは愛知県民の尿中ヒ素を化学形態別に測定し

た ．こうした研究が各地で行われることでわが国におけ

るヒ素曝露のより詳細な状況がより明らかになることから，

今後の研究が期待される．

３ 脂溶性ヒ素化合物と毒性

海洋生物の脂溶性のヒ素の化学構造は長い間不明であっ

たが，Moritaと Shibataによってヒ素糖含有リン脂質が

ワカメ から初めて単離され，続いてコンブ にも存在

することが確認された．Hanaokaらはホシザメの筋肉か

らアルセノコリン含有リン脂質，肝臓からジメチル化ヒ素

含有スフィンゴ脂質を見い出す とともに，同種のホシ

ザメから少なくとも６種類のヒ素を含む脂質を見い出して

いる ．Shiomiらはスルメイカの肝臓から２種類のジメ

チル化ヒ素含有リン脂質及び２種類のアルセノコリン含有

脂質を見い出している ．Rumplerらはタラの肝油から

６種類のヒ素含有長鎖脂肪酸を ，Taleshiらはカペリン

（カラフトシシャモ）から２種類のジメチルアルシノイル

アルカンと６つの二重結合を有するジメチルアルシノイル

アルケンを単離同定している ．Amayoら は

HPLCからの溶離液をオンラインで高分解能 ICPMSと

高分解能ES-MS（electrospray mass spectrometer）に

同時に導入する新規な同定システムを考案し，カペリン脂

溶性画分から新規ヒ素脂質の定性に，ヒ素の標準物質とし

てDMAを用いることで定量に成功した．Fig.9にヒ素含

有脂質の構造を示した．

このようにヒ素脂質についての報告が続いているが，毒

性に関する知見は乏しい．Meyerら は最近，ヒ素を含

む炭化水素脂質（AsHC）３種類について，培養ヒト膀胱

細胞（UROtsa）及び肝細胞（HepG2）を用いた試験を行

い，As（ ）と同程度の細胞毒性を有すること，またそ

の毒性作用はAs（ ）とは異なるという重要な知見を得

た．そこでキイロショウジョウバエを用いた in vivo試験

を行ったところ，AsHCはAs（ ）と同程度の濃度で発

達障害を引き起こすという注目すべき結果を得た．これら

の結果から，海産食品に含まれるAsHCについて，ヒト

の健康リスク評価のため，実験動物を用いた毒性試験を徹

底すべきであると提唱している．今後，AsHCに加えて，

ヒ素含有脂肪酸，ヒ素糖含有脂肪酸についても分析手法及

び毒性学的研究が期待される．
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Fig.9 Arsenolipids Identified in Marine Organisms
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お わ り に

ヒ素による健康影響がしばしば大きな社会的問題となる

ことから，食品や環境における存在量，化学形態とそれら

の動態，分析法，毒性評価に関して国内外で活発な研究が

行われてきた．しかし北海道産の試料についての知見は限

られている．本稿では筆者が取り組んだヒ素に関する研究

を概観したが，行政や民間からの依頼で実施した試験にも

多くの知見があった．本稿で述べた海藻，魚介類，温泉水

が流入する河川水などに含まれるヒ素はすべて自然由来で

あり，唯一の例外は茨城県で発生したDPAAによる飲用

井戸水の汚染事例であった．自然由来のヒ素であってもヒ

トの活動によって容易に環境リスクや健康リスクは増加す

る．北海道においても廃鉱山廃水の処理や開発に伴う土砂

からのヒ素の溶出には十分な対策が必要である．精米の無

機ヒ素濃度規制のためには，迅速で正確な測定法 やス

クリーニング法なども整備されなければならない．また，

海藻や魚介類からの無機ヒ素摂取についても低減化のため

の取り組みが必要であり，ヒジキの摂取量については注意

喚起が必要と思われる．ヒ素糖についても無害とは言えず，

健康リスク評価から除外できないとする報告もあり ，

さらに研究が必要であろう．海藻や魚介類における水溶性

ヒ素化合物に比べて，脂溶性ヒ素化合物の構造に関する知

見は乏しかったが，近年急速に進展しておりそれらの毒性

を指摘する報告も相次いでいる．こうした研究は食品の安

全確保の観点から今後ますます重要になると考えられる．

ヒ素に関する研究は当所の多くの方々，特に旧生活科学

部の皆様の協力により遂行することができました．また林

隆章元薬品保健科長には研究の端緒となる海藻の提供と採

取にご協力いただきました．元独立行政法人国立環境研究

所統括研究官森田昌敏博士及び現国立研究開発法人国立環

境研究所フェロー柴田康行博士には海藻からヒ素糖を単離

精製する手法などのご指導いただきました．ホタテガイ中

腸腺のヒ素の化学形態の研究は道立試験研究機関の重点連

携研究の一部として実施した他，許可を得て貝毒検査試料

の一部を使用しました．一連の研究における共同研究者及

びご協力いただきました皆様に深謝いたします．また，本

稿の執筆の機会をいただきました当所岡野素彦所長に感謝

いたします．
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