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Residual ƒÁ-BHC in rice grains and straws were determined by a bioassay method 

with the use of Adzuki-bean weevil, Callosobruchus chinensis L. The samples were 

taken from some paddy fields where BHC granules and/or fine dusts had been applied in 

the irrigation water at the rates of 1.2-8.7kg in ingredient per ha (1.07-7.7lbs. 

per acre) for controlling rice stem borer. The samples were extracted with n-hexane 

and the separation of the extracts were carried out by column chromatographic 

procedure. Under this procedure, 2ƒÊg of ƒÁ-BHC could successfully be separated from 

the extract corresponding to 100g of polished grains and 1.6-1.7ƒÊg could be separatedd 

from 2ƒÊg with the extract corresponding to 10g of the bran. The amounts of ƒÁ-BHC 

detected in the polished grains, brans, unpolished grains, hulls and the straws were 

0.002-0.051, 0.05-0.53, 0.013-0.081, 0.01-0.18, and 0.1-1.8ppm respectively. It has 

been ascertained that the large amount of the residual ƒÁ-BHC in the rice plant 

remains in the straws but a little amount of it translocates into the grains, and that 

the residue in the grains is particularly concentrated in the part of the bran.

近年 わが国ではニ カメイチュウの防除 に,BHC剤 を

水 田の土壊や水中に施用す る方法が広 く用い ら れ て い

る。 この施用法 において γ-BHCが イネの根や葉鞘間隙

か ら吸収 され,茎 葉部 に移行 するこ とはTSUKANO and 

SUZUKI (1962)お よび石井 ・平野(1962)に よ って証

明 され た。 このよ うに して イネに含 まれ た γ-BHCは,

収穫 され る米 の中に残 留す るか も しれない。

著者 は1962～1964年 に福岡県,静 岡県 および石 川県 か

ら,BHC剤 を水面施用 した水 田で収穫 された米 および

わ らを集め,そ の γ-BHC含 有量を生物 的定量 法によ っ

て検討 した。

その結 果 γ-BHCが 米 の中に微量なが ら残 留 し,特

に糠 の部 分に蓄 積 されてい ること,ま た米 よ りもわ らに

多 量に残 留 してい るこ とを認めた。

報告 にあた って,こ の実験 に ご協力下 さった九 州農業

試 験 場福田秀夫技官,福 岡県三井北部農業改良普及所大

楠 五男氏,静 岡県農業試験場杉野多万司技師,静 岡県 中

遠病害 虫防除所,石 川県農業試験場川瀬英爾技師 ・田村

実技 師 ・石 崎久 次技師に厚 くお礼を 申 しあげる。

材 料 お よび 方 法

1. 供 試 した米およびわ ら

1962～1963年 には福 岡県 と静岡県か ら,現 地で調製 し

た 白米 および糠 が送付 された。 これ らはいずれ も中～晩

生の品種 で,ニ カ メイチ ュウ第2世 代 に対す るBHC剤

施 用か ら,収 穫までの期間が長 いものであ った。1964年

には早植 栽培の多い石川県で第2世 代防 除の時 期に,早

・中 ・晩生の3品 種を選 んで試験 田を設 定 し,そ の収穫

物について薬 剤施 用後の期間の長短 による γ-BHC残 留

量の ちが いを検討 しよ うと した。この場合には籾 とわ ら

の送付を受 け,実 験室で 調製 した玄米,白 米,糠,籾 が

らおよび わ らを試 料 とした。

以上 の試料 に関す る栽培条件お よびBHC剤 施 用条件

の概要 を,実 験 結果 とともに第4表 に示 す。

2. γ-BHCの 分析方法

試料 をそれぞれn-ヘ キサ ンに 浸 して 可溶成分 を抽 出

し,抽 出液を濃縮 し,分 配 クロマ トグ ラフ ィーによ って

分析 妨害物を除去 したのち,γ-BHCを アズキゾウム シ
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第1表 抽 出 液 の 量 的 条 件

＊ 本文分配 クロマ トグラフィーの方法参照

に よって生物 的定量 した。

この分析方法 は諏 訪 内(1957)の 分配 クロマ ト-生 物

的微量分析法 に従 った ものであ るが,ア ズキゾウム シ死

亡率の観測 は杉 本(1963)が 検討 した,シ ャー レを容器

とするdry film法 によ って行な った。 また死 亡率 か ら

γ-BHC量 を算 出す るに は,標 準薬 剤のLD50を 基準 と

す る方 法を とらず,薬 量-死 亡率回帰直線 を検量線に用

いる簡便 な方法を とった。

抽 出:玄 米 と白米 は粉砕 して,糠 と籾 が ら は そ の ま

ま,わ らは細 切 して供 試 した。 抽出操作 はほ ぼ 後 藤 ら

(1959)に 従い,試 料 をそれぞれ 共栓三角 フ ラス コに入

れ,n-ヘ キサ ンを加え,と きどき 振 りまぜなが ら2昼

夜室 温に放 置 したの ち,分 離 した抽 出液 の一部 を採取 し

て分析 に供試 す るように した。 この抽 出操作 におけ る試

料採 取量,溶 媒量お よび抽 出液採取量 を第1表 に示 す。

なお抽 出液の分離 にあた って は懸濁物 を除去 す る た め

に,少 量の セライ ト-545を加えて浜過 した。採取 した抽

出液をそれぞれ湯 浴上で濃縮 してか らメスフ ラス コに移

し,第1表 に示す ようにいずれ も20mlと し,後 述 の分

配 クロマ トグラフ ィーに5mlず つ供試 した。

分配 クロマ トグラフ ィー:福 永 ら(1954)の 方法に従

って,抽 出液5mlを 無水 硅酸10gで 形成 したカ ラムに

第1図 分配 クロマ トグラフィーにお ける γ-BHC流 出位 置のアズキゾ ウム シに よる検出の状況。糠の抽

出液を供試,展 開時 の温度 は23℃ 。
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注入 して分配 クロマ トグ ラフ ィーを行 ない,カ ラムか ら

の流下液の γ-BHC画 分をア ズキ ゾウムシ死亡率 の観測

に供試 す ることと した。な お,糠 の抽 出液は油脂分を特

に多量に含んだので,油 脂分 の除去 を十分 にす るため ク

ロマ トグラフィーに2回 か けた。 それは,ま ず抽 出液10

mlを2本 の カラムに5mlず つ とお し,こ こで採取 し

た γ-BHC画 分を まとめて5mlに 濃縮 し,1本 の カ ラ

ムにとお した。

この クロマ トグラフィーにお ける γ-BHCの 流 出位 置

は,諏 訪 内(1957)の 検 出法を応 用 した第1図 に示す方

法で,流 下液 の残渣 にアズキゾ ウム シを接触 させ ること

に よって検 出 した。 第1図 は室 温23℃ にお ける糠の抽

出物の展開状況で,流 下 液のは じめの部分に油脂分が流

出 し,γ-BHCは これ よ り遅れ て流下 液量85～100mlの

位 置に流 出 してい るが,ほ かの試料で も同様 の展開状況

が見 られた。ただ し γ-BHCの 流出位置 は室温 によ って

多少変 化 した。

実験 にあた っては,上 述の流 出位 置検 出操作 を省 略 し

て,γ-BHC画 分が常に一定の位置で採取で き る よ う

に,ク ロマ トグラフィーを28℃ の恒 温室 内 で 行 な っ

た。 この とき,流 出位置が常に流下液量65～85mlの 範

囲内にあることを予備実験 で確認 したので,こ の範 囲20

mlの 流下液を γ-BHC画 分 と して採取 した。 なお画分

はカ ラムの下 端か ら直接,メ スフラス コに受 けて採 取 し

た。

アズキゾ ウムシ死亡率 の観測:γ-BHC画 分 を直 径9

cmの シャー レに分注 し(分 注方法 は後述),こ れに精製

大豆 油の10ppm n-ヘ キサ ン溶液を加注 して混合 し,溶媒

を揮 散させ て シャー レ底面に残渣の膜(以 後dry filmと

呼 ぶ)を 形成 させ た。 この シャー レを28℃ の恒 温室 内

に置 き,羽 化後24時 間以 内のアズキ ゾウムシを25匹 ず つ

入れ,24時 間後 および48時 間後に死亡率を観測 した。

Dry filmに 大豆油を添加 したのは次の理由に よる。

すなわ ち,HOSKINS et al. (1952)は イエバエ による

γ-BHCの 生物的定量 にあた って,dry filmに 少量の

light spray oilを 添加す ると定 量感度が高め られ るこ

とを報告 して いる。 またEDWARDS et al. (1957)は シ

ョウジ ョウバ エによるアル ドリン,γ-BHCの 定量にあ

た ってdry filmに トウモロ コシ油を添加 してい る。本

実験に おける大豆油添加 の効果 は第2図 に示 す と お り

で,大 豆油を添加せず に リンデ ンのdry filmを 形成 し

た場合 と比べて,明 らか に致死薬 量が小 さ くな った。

検量線 の設定:リ ンデ ン(γ-BHC 99%)を 標準薬剤

に用いて検量線を設定 した。 すなわち,1群 の シャー レ

に種 々の濃度に 調製 した リンデ ンのn-ヘ キサ ン溶液を

1mlず つ注 ぎ,前 述の ように大豆油溶液 を 加 注 して

dry filmを 形 成 した。 シャー レにアズキゾウム シを入

れて24時 間後お よび48時 間後の死亡率 を しらべ,第2図

に示すよ うに薬量-死 亡率 関係を対 数確率 紙上に作図 し

て回帰直線を求 め,こ れを検 量線 とした。 この2本 の検

量線を用 いて,前 述 のよ うに試料について観測 した24時

間後,48時 間後 の死亡 率か らそれぞれ γ-BHC量 を算 出

し,そ の平均値 を求 め るよ うに した。第2図 に見 られ る

よ うに,死 亡率 か ら算 出で きるシ ャー レあた り γ-BHC

量 は0.1～0.7μgで,0.1μgを 検 出限界 と した。 シ ャ

ー レあた りの検 出量か ら試料重量に対す る分析値 を算 出

す る方法 は実験 の ところで述べ る。

第2図 対数確率紙 によって作 図 したdry film法 にお け

る薬量-死 亡率関係(1964年11月, 28℃,供 試虫数 は

シャー レあた り25匹)。

-○-:24時 間後,-●-:48時 間後,… ●…:大 豆

油を添加せず リンデ ンのn-ヘ キサ ン溶液だ けでdry 

filmを 形成 した場合,48時 間後 。
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な お検量線 は 第2図 に 示 す もののほか1963年8月,

1964年1月 に も設定 したが,そ れ らは致死薬量が第2図

とほとん ど同 じであ った。

実 験

1. 分配 クロマ トグラフ ィーの γ-BHC分 離能 につ いて

の予備実験

分配 クロマ トグラフィーに よって抽 出液 中 の 微 量 の

γ-BHCが 完全 に分離 され るか どうかを知 るため,BHC剤

無 施用水 田産(第4表,試 料A)の 白米 および糠 の抽 出

液 に γ-BHCを 添加 し,こ れを クロマ トグ ラフ ィーにか

けて分離 された γ-BHC量 を しらべ た。

1) 試料の空試験:γ-BHCを 添加せず に調製 した抽

出液を クロマ トグラフィーにか け,γ-BHC画 分 を2個

のシ ャー レに10mlず つ分注 してdry filmを 形成 し,

アズキゾウム シの死亡 率を観測 した。 その結果 は第2表

aの とお りで白米 および糠の抽 出液の いず れにおいて も

死亡率 がほ とん ど現われず,γ-BHCは 検 出 されなか っ

た。 この結果か ら γ-BHC量 はシ ャー レあた り0.1μg以

下,画 分 中で0.2μg以 下と考 え られ るので,供 試 した

抽 出液 は γ-BHCを ほ とん ど含 まない もの と見な した。

2) γ-BHCを 添加 した抽 出液によ る実験:供 試抽 出

液 は リンデ ンのn-ヘ キサ ン溶 液を加 えて 調製 した。 γ-

BHC画 分 はおのおの4個 の シャー レに2個 ごとに1ml

と2mlず つ,あ るいは2mlと4mlず つ分注 してdry 

filmを 形成 した。 この2つ の 分注 量段 階におけ るアズ

キ ゾウムシの死亡率 か ら,画分 中の γ-BHC量 を求 めた。

その結果 は第2表bの とお りで,γ-BHC 2μgお よび

4μgを 添加 した白米抽 出液を クロマ トグラフィーにか

けた場合,添 加量 とほぼ同 じ量が検 出され た。 また2μg

を添加 した糠抽 出液の場 合,1.6μgお よび1.7μgす な

わち添加 量の80～85%が 検出 された。

この実験 結果に もとついて,分 析実験 にあたって 白米

抽 出液中の γ-BHCは,分 配 クロマ トグラフィーによっ

て完 全に回収 され るもの と見な したが,糠 抽 出液 につ い

ては80%だ け回収 され るもの と して分析値 を補正 する こ

ととした。なお玄米,籾 が ら,わ らにつ いて は分離能を

検 討 しなか ったが,白 米の場合 と同様 に100%回 収 と し

て扱 った。

2. 試料中の γ-BHCの 分析

第2表 分配 クロマ トグ ラフィーの γ-BHC分 離能につい ての試験結 果

(供試 抽出液はBHC剤 無施用水 田産 の試料(第4表,試 料A)か ら調製)

a. 空試験

b. γ-BHCを 添加 した抽出液に よる試験
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第3表 γ-BHC分 析値 の計算 例

(ア ズキゾウムシ死 亡率お よび シャー レあた り検 出量は各 行の上段が24時 間後,下 段 が48時 間後)

＊ 第1表 に示 した分配 クロマ トグ ラフィーへ の供 試量。＊＊ 分配 クロマ トグラフ ィーの分 離能(本 文実験1)に もとづ

く補 正。

1962年 の福 岡県 および静岡県産 の試料 については1963

年8月 に,ま た1963年 静岡県産 の試料 は1964年1～2

月,1964年 石川県産 の試料 は1964年11月 ～1965年2月

に,そ れぞれ分析 を行な った。

死亡率観測 および分析値算 出の方法

1) 死亡率観測 におけ る γ-BHC画 分の供試方法:各

試 料を分配 クロマ トグラフ ィーにか けて得 た γ-BHC画

分か ら,ま ず その半量 を2個 のシ ャー レに5mlず つ分

注 し,次 に残 りの半量 をn-ヘ キサ ンで2倍 希釈 し,こ

こか ら再び半量を取 って別 の2個 の シャー レに5mlず

つ分注す る。 この希釈分注操作 を2～6段 階,す なわ ち

4～12個 の シャー レに施 した。 また,画 分 中の γ-BHC

量が ご く少 ない場 合には,半 量を2個 の シャー レに5ml

ずつ分注 したの ち,残 りの半量 は1個 の シャー レに移 し

た。以上のよ うに分注 して形成 したdry filmに よ って

分 注量段階 ごとにアズキ ゾウムシの死亡率 を観測 した。

2) 分析値 の算出方 法:第3表 に計算例を 示 す よ う

に,ま ず死亡率か ら算 出 した シャー レあた り γ-BHC量

を,そ れぞれ画分 あた りの量 に換 算 し,そ の平均値を求

め た。 これか ら,ク ロマ トグラフィーにかけた抽 出液の

量(第1表,玄 米25g,白 米100g,糠10g,籾 が ら15

gお よび,わ ら12.5g相 当)に 従 って,試 料 重量に対す

るppmを 求めて分析値 と した。な お糠 についての分析

値 は,実 験1に 述 べたよ うに して補正 した。

3) 検 出限界:死 亡率 観測 にお ける γ-BHC量 の検 出

限界 は,前 述 のよ うにシ ャー レあた り0.1μgと した。

1) に述べ た γ-BHC画 分 の分注量段 階の うち の 最 高 段

階,す なわ ちシャー レ1個 に画分の半量を注いだ場合 に

は,画 分あた りの検 出限界 が0.2μgと な る。 したが っ

て試料 重量に対す る検 出限界 は玄米,白 米,糠,籾 が ら

およびわ らにおいて,そ れぞれ0.008, 0.002, 0.025, 

0.013,お よび0.016ppmで あ った。

分 析結 果

試料 の γ-BHC分 析値 を第4表 に示す。BHC剤 施 用

水 田産 の米 のほ とん ど全てか ら γ-BHCが 検 出され た。

考 察

第4表 において 白米や玄米か らの γ-BHC検 出量を,

BHC剤 の施用条 件別 に見 ると,ニ カメイチ ュウ第1世

代 に対 してだけ施用 した場合(試 料B, C, J, K)に も

検 出されてい るが,第2世 代 や第1,第2両 世代に施用

した場合 に検 出量が多 いよ うで ある。 また試 料L～Qで

は早 ・中 ・晩 生3品 種の イネに,そ れぞれ収 穫の25日 前

(出穂の11日 後),41日 前(出 穂時)お よび66日 前(出

穂の25日 前)に 施用 してい るが,施 用か ら収穫 までの期

間が短か いほど検 出量が多い。試料B～Iの うちではお
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第4表 試料の栽培条件 ・BHC剤 施用条件お よび γ-BHC分 析値

おむね,施 用量が多 い場 合に検出量が多 く,特 にH, I

で 多い。

けれ ども白米か らの検 出量 は全般 に ご く少な く,最 高

値(試 料H)で も0.051ppmに すぎなか った。

糠か らの検 出量 は多 く,白 米 のそれ と の 差 は 約3倍

(試 料H)か ら30倍 以上(試 料M)で あ った。また試料

J～Qで は籾 が らに比べて も多 い。 したが って γ-BHC

は米 粒内で は,特 に糠の部分 に蓄積 されて残留 する もの

と認 め られる。

しか し試料J～Qに ついて玄米,籾 が ら,わ らにおけ

る検 出量 を比較 す ると,わ らが最 も多 く,籾 が らではそ

の1/10ほ どにすぎず,玄 米ではさ らに少ない。 この こと

か ら見 て γ-BHCは 主 と してイネの茎葉 部に残留 し,穂

や米粒 内へ はわずか しか移行 しない ものと認 め られ る。

以上を総合す るとBHC剤 を水 田面施 用 した とき,イ

ネに吸収 され た γ-BHCが 穂に移行 して米粒 内に,特 に

糠の部分 に蓄積 されて残留 することは明白である。 けれ

どもイネ全体か ら見れば,γ-BHCは 主 と して茎葉 部に

残留 し,穂 や米粒内へ盛んに移行す るもので はな い。 こ

の ためたとえ施 用量が多 く,ま た施用時期が収穫期 に接
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近 して も,そ う多量 に米粒 内に残留す るものではない と

考 え られ る。現在ニ カメイチ ュウに対 す る水面施用BH

C剤 の慣行施用量 は,10aあ た り γ-BHC量 と して第1

世代120～180g,第2世 代180～240gで あるが,本 報の

実験結果 か ら見 て,こ の程度の施用量で は白米 の γ-BHC

含有量 が0.05ppmを こえ ることはない と思われ る。

池 田(1964)に よれば,1963年 にWHOとFAOの

合同委員会 は種 々の殺 虫剤 の成 人に対す る摂取許容量 を

定め,ま たこれ らの殺虫 剤が病 人や幼児の主食 とな るも

の には少 しも合 まれてはな らない と した。γ-BHC(リ ン

デ ン)の 摂取許容量 は1日0.0125mg/kgと 定 め ら れ

た。 も し体重50kgの 成人1人 が,γ-BHCを0.05ppm

含 む白米を毎 日1kgず つ食べ るとすれば,こ れによ る

γ-BHC摂 取 量は1日0.001mg/kgと な り,許 容 量よ り

は るか に少 ない。 したが ってBHC剤 施用水 田か ら収穫

され た米 は,食 料 として一応安全な もので あ る と い え

る。

しか し糠やわ らにか な り多量 の γ-BHCが 含 まれ る こ

とは,そ れ らを家畜 の飼料 と した場合の毒性,畜 産物 に

おける残留な どの面で問題 となるか もしれない。

なお,金 沢(1966)は 本報第4表 の試料J～Qと 同 じ

ものにつ いて,玄 米中の γ-BHCお よび α-BHCを 電 子

捕獲 ガスクロマ トグラフィーによ って分析 した。 その結

果,γ-BHC検 出量 は本報 の値 と近似 してい るが,同 時

に γ-BHCの 数倍の量の α-BHCが 玄米 中に残留す るこ

とを認めて いる。 この点 も人畜毒性 の問題上,留 意すべ

き ことであ ろう。

摘 要

BHC剤 を水 田面施 用 した場合の,米 およびわ らにお

ける γ-BHC残 留量を検討 した。すなわ ち,試 料 か ら

γ-BHCをn-ヘ キサ ンで抽 出 し,抽 出液 中の γ-BHCを

分 配 クロマ トグラフィーによ って分 析妨 害物 と分離 した

のち,ア ズキゾ ウムシを用 いて生物 的定 量 した。その結

果,BHC剤 をニ カメイチュウ第1世 代 に対 してだ け施

用 した場合に も,米 か ら γ-BHCが 検 出されたが,第2

世代 に施用 した場合のほ うが検 出量が多か った。 また第

2世 代 に対 する施 用時期が イネの収穫期 に近 いほど検 出

量が多 く,施 用量が多い と検 出量が多 くな る傾 向 もうか

がわれ た。 しか しいずれの場合 にも,精 白 した米か らの

検 出量 はきわめて少なか った。 γ-BHCは 米粒 内で は糠

の部分 に蓄積 されて いたが,む しろ,わ らか ら多量 に検

出 され,イ ネ全体か ら見 れば主 として茎葉部 に残留 し,

穂 や米粒内へ盛ん に移行す るものではない と認めた。
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