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The fate of four BHC isomers applied in paddy fields have been continuously investigated for a 

few years. BHC residues in soils and crops were extracted with acetone and then transferred into 

n-hexane. After cleaning up with a Florisil column, the BHC isomers were determined by electron-

capture gaschromatography. When BHC granules were applied to the potted soil, it was absorb-

ed and translocated itself into plant tissues from contaminated soils and accumulated in the hulled 

rice at 0.04 to 0.23 ppm total-BHC. The examination of BHC residues in soil, hulled rice and straw 

was conducted with samples taken from paddy fields in Saga and Kagawa Agricultural Experiment 

Station. The residue amounts of BHC in hulled rice was influenced not only by the spray history, 

but also by the BHC residues in surrounding fields. One year after the prohibition of BHC appli-

cation, the content of BHC residues in hulled rice decreased by about 1/3 to 1/5. A significant po-

sitive correlation (r=0.82**) was found between content of residual BHC in soil and that in hulled 

rice, when the former was expressed in log values. A high content of organic matter in the soil 

seems to inhibit BHC absorption by the rice plant. Most of BHC residues in soil, especially ƒÀ-iso-

mer, was found in surface soils. The relative content of each BHC isomer in hulled rice, straws and 

soils was not similar to that in technical products. The ƒÀ/ƒÁ ratios of BHC residues in hulled rice 

and soils were 10 times as large as that of technical products, and the ƒÂ/ƒÁ ratios in those were 3 to 5 

times that of technical products.

水 田に施用 され たBHCの 動向 を調べ るために,ポ ッ

トお よび圃場 にお いてBHCを 処理 し,玄 米,わ ら,土

壌 などのBHC残 留量を数年間 にわた って測定 した。諸

般の事情 によ り,実 験設計上系統性 を欠 くが,水 田に処

理 されたBHCが,ど の ように移動 し,ま た どの よ うに

消失 してゆ くか とい う問題 を解明す る一資料 とす るため

に結果を報告す る。

BHC残 留 分 析 法 の 概 要

試料採取 にあた って,土 壌,わ らな どは圃場内の数か

所 か ら採取 した ものを混合 した。次に この実験で行な っ

た分析法 の概要 を記 す。

1. 試料 はすべ て風乾後粉砕 した。

2. 粉砕試料 を一定量(4～25g)採 り,ア セ トンで

6時 間 以 上 ソ ックス レー抽 出 した 。

3. 抽 出 液 に適 当 量 の 内 標 準 物 質 を 添加 し,そ の 一 定

量 に5～10倍 の2%硫 酸 ナ トリウ ム水 溶 液 を加 え,n-

ヘ キ サ ンで2回 振 と う抽 出 した 。

4. 無 水 硫 酸 ナ ト リウ ムで 脱水 し,(色 素 の 多 い場 合

はNuchar-Attaclayを 加 え た)ろ 過 した後,Florisilカ

ラム に通 し,2%エ チ ル エ ー テ ル 含 有n-ヘ キ サ ンで 溶

出 した。

5. 溶 出 液 を濃 縮 し,次 の 条 件 でECDガ ス ク ロ マ ト

ガスクロマ トグ ラフィーの条件

139-



140 飯 塚 宏 栄 ほ か

第1図a ポ ッ トに粒剤を施用 した場合のBHC残 留量(昭 和42年)。

第1図b ポ ッ トに粒剤 を施用 した場合 のBHC残 留量(昭 和42年)。
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グラフによ り定量 した。

BHC粒 剤 を 使 用 した ポ ッ ト試 験

昭和41年 にポ ッ トで行な った予備試験の結果,BHC

粉剤を散布 した場合は もち ろん,粒 剤 を処理 した場合 に

も,玄 米中に相当量のBHCが 残留 してい ることが明 ら

かにな ったので,42年,粒 剤 についてポ ッ ト試験を行

ない,収 獲 した玄米,わ ら,も みが らお よび土壌のBHC

残留量を調査 した。 実験結果を第1図aお よびbに 示

す。2

玄米 の残留 量について1ポ ット当 り粒剤300mg処 理

区 とその3倍 量区を比べ ると,3倍 区はやや高い残留値

を示 したが,そ の残留程度 は300mg区 の1.5～2倍 と

な ってお り,処 理薬 量には比例 しなか った。 この結果か

ら,薬 剤 を多 く投与 して もBHCの 植 物へ の浸透能力に

は限界があ り,薬 量 に比例 して吸収 され るわけではない

ことがわか る。

ポ ットの場合,初 期に粒剤 を処理 した方が後 期に処 理

した場合 より玄米のBHC残 留量 は高か った。 これ は,

ポ ッ トの場合 は薬剤 の流 出がな く,稲 体 に接触 す る期間

が長い ため,そ れだ け多量 に浸透移行 したもの と思われ

る。

わ らのBHC残 留量 は非常 に高 く,玄 米 に対す る比を

求 める と,処 理 区では数十倍 に達 したが,無 処理 区では

約10倍 で,比 較的低か った。土壌 中のBHCが 植物体

内に浸透移行す る現象 は,多 くの報告 によってす でに立

証 され ている ことで あるが(LICHTENSTEIN,1959),水 稲

に関 しては石井 ・平野(1962)の 報告が ある。毛管現象 に

よって多量の水が上昇 して葉面上で蒸散す るため,そ れ

に伴 って土壌 中のBHCが 葉に付着 し,さ らに葉組織 内

に浸透 して米粒 に至 る経路 と,始めか ら根 に浸透 し,組織

内を通 って米粒に至 る経路 とが考 えられ る。 また,出 穂

前 に,も みが鞘の 中ですで にBHCに よる汚染 を受け て

い る 可能性 も 考え られ る。 それ らの 量的割合について

は,こ れだけの実験ではは っき り解析で きないが,結 局

玄米 中に含まれ るBHCは,何 らかの経路を通 って組織

内に浸透 した もの と考 え られ る。

稲 わ らでは,BHC濃 度が土壌 よ りむ しろ高 くな る場

合が しば しば見 られ た。 これ は稲 わ らを家畜 の飼料 にす

る場合 に配慮 しなけれ ばな らない問題 であ る。

水 田 に お け るBHCの 残 留 解 析

昭和41年,42年 の ポ ッ ト試験 の結 果,BHCが 玄米

中に浸透移行す る ことが 明 らか になったので,実 際 に圃

場 にお けるBHCの 動向 を調べ るため に,佐 賀お よび香

川農試の圃場 につ いて,43年 よ り46年 まで調査 を実施

しその結果 を第1表 に示 した。

佐賀は4圃 場,香 川は1圃 場 を使用 し,い ずれ も周囲

か らの影響の少 ない圃場 を選び,実 際 に合わせて約10a

の圃場を1区 と した。佐賀の圃場は有明海の沖積層で重

粘土であ る。そのため3mお きに90cmの 深 さに弾丸

暗渠があ る。香川の圃場は,周 囲が川 と道に囲まれ,他

か ら隔離 されてい る。

薬剤 お よび栽培条件は,当 地の標準的な ものを採用 し

た。

土壌 中のBHCの 経時変 化

佐賀お よび香川農 試の調査圃場におけ る土壌(表 土)

中のBHC残 留量 の推移 を第2図 に示 した。

佐 賀における昭和41年 までの処理 歴は明 らか でない

が,全 般 に使 用量 は多 く,10a当 り3%粉 剤3kgの 散

布が年4回 以上続 いて きた。 昭和43年,No.1お よび

No.4圃 場 ではBHCは 処理 され なか ったが,No.2お

よびNo.3圃 場 の2回 散布 と比べ,特 に差が認め られ な

か った。44年 は全 圃場 にBHCを 散布 したので,残 留

量が高 くなった。45年 は試験圃場で はBHCを 使用 し

なか ったが,隣 接の他 の圃場では若干使用 した。水 ・風

な どによる 汚染 も考 え られ るが,前 年 に比べ 残留量は

1/4以 下 に減小 していた。46年 は全般的 に使用 しなか

ったので,さ らに残留量は減少 した。

香川で は,昭 和27年 ～37年 の間,毎 年3%粉 剤4

kg/10a・2回 散布が続 き,38年 ～40年 は無散布,41

年は3%粉 剤4.5kg/10a・1回 散布,42年 は無散布で

あ った。44年 春には土壌 中の濃度がかな り下 っていた

が,同 年夏の1回 散布に よ り急激に増加 した。45年 か ら

BHCは 全面的に使用禁止 とな り,土 壌中の濃度が低下

して非常に低 くな った。

BHCの 土壌中におけ る分解 および消失 に関 して,γ-

BHCは 畑土壌中で95%消 失す るのに 平均6年 半 を要

す るとEDWARDS(1966)は 報告 してい るが,湛 水状態

の水 田土壌 中では分解 が早 く,立 川 ら(1970)に よれば,

数 週間以 内で90%以 上消 失する と言われ ている。YOSHI-

DAら(1970)は,湛 水状態で有機物含量1.5%の 土壌

では γ-BHCは1か 月で半減す ると報告 してい る。各

異性体 の土壌 中における分解の難易 についてMACRAE

ら(1971)は フ ィリピンの土壌 にお いて とくにその差 を

認め なか ったが,小 林 ・塚野(1971)は 埼玉県 の湛水状態

の沖積 土壌 において γ-BHCの 分解が もっとも早 く,以

下 α-BHC,β-BHC,δ-BHCの 順 に低下す ることを報告
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第2図 土壌のBHC残 留量の経時変化。

している。

BHCが 使用禁止 され た後,土 壌 中の濃度が どう低下

す るか は これか らの 調査 にまたなけれ ば な らない。 ま

た,こ れ は当然気象,土 壌,圃 場 などの条件 によって大

きく違 って来 るで あろ う。 ここで言 える ことは,第1に,

一部 の圃場で禁止 しただ けで は周 囲の干渉 によ りあま り

減少 しない こと,第2に 全体 の蓄積量が多 い と急激 に低

下 しにくく,1圃 場だ けが高 い場合は減少が早 い ことで

ある。佐賀県は全国的 にも土壊 中のBHC蓄 積量が高い

所であ るが,土 壌のBHC残 留量は使 用中止後1年 間に

1/2～1/4に 減少 した。10a程 度の1圃 場の条件 に加 え

て周囲の全体的含有量がかな り大 きく影響 して来 るもの

と思われ る。

玄米中のBHC残 留量

BHC剤 の処理方法 と玄米 中の 残留量の関係について

は,金 沢(1971)が 報告 したが,BHC使 用量の多い佐

賀ではA3年 に圃場の散布歴を変えたに もかかわ らず,

玄米 中のBHC残 留量 は0.3～0.5ppmで,差 が少 なか

った。 これは土壌中の蓄積量 や周 囲か らの影響が大 きく

作用 したもの と思われ る。BHCの 使用 中止後は玄米 中

のBHC残 留量は1年 間で1/3～1/5に 減少 した。

佐 賀では,土 壌 のBHC濃 度 の変化 につれ て玄米の

BHC残 留量が変動 している。 一方,香 川 において も玄

米 のBHC残 留量 は土壌 の残留量 の変動 に大体関連があ

るよ うである。46年 度 の佐賀 と43,44年 度の香川を

みる と,土 壌 のBHC残 留量は大体同 じであ るに もかか

わ らず,香 川におけ る玄米のBHC残 留量はかな り高

い。堀 口(1963)は 土壌の腐植含量が多いほ ど,BHC

の土壌粒子へ の吸着が多 く,そ こに生育 した稲体におけ

る殺 虫効 力は低下す る と述べ てお り,町村 ・奈須 田(1971)

も,土 壌 中の腐植が ダイコンへのBHCの 吸収を抑え

た ことを報告 している。そ こで土壌の腐植含有率を測定

した ところ,香 川 の土壌 は1.9%で あ り,佐 賀の土壌は

2.9%で あった。圃場 にお ける玄米のBHC残 留量は気
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候,土 性,水,微 生物の状態 など,複 雑な要因 に左右 さ

れ るので簡単 に結論 を引 き出す ことはで きないが,佐 賀

の土壌 は香川 の土壌 よ り腐植含量が 多いので,BHCの

土壌への吸着が 多く,作 物への浸透移行が少なか った,

とい う推論が成 り立つ。

玄米 中のBHC残 留量 と土壌,わ らのBHC残 留量 と

の 関係

土壌 中のBHC残 留量 は,佐 賀で は玄米 中のBHC残

留量 の1～15倍 で あった。玄米の全BHC残 留量 と土

壌 の全BHC残 留量の対数 との間 には,第3図 に示す よ

うに相関関係が成立 した。 プロ ッ トした資料は佐賀の も

のだ けで あるが,年 次,散 布歴が異な るので正確 な解析

はで きない。 しか し,そ れ らを含めた大体の傾向はつか

め る と思 う。各異性体 に関 して,玄 米のBHC残 留量 と

土壌 のBHC残 留量 との関係 をみ ると第2表 の よ うにな

った。一応直線回帰 をあてはめた場合の傾斜(b)よ り

類推す る と,δ-BHCが 最 も土壌か ら稲体に吸収 されや

す いよ うで ある。

わ らのBHC残 留量は玄米の数倍～数10倍 に達 して

第2表 土壌中のBHC残 留量と玄米中のBHC残 留量と

の関係

第3図 玄米のBHC残 留量 と土壊のBHC残 留量の関係。

いた。 香川農 試の 試料 について 行 な った,も みが らの

BHC残 留量 は,玄 米 め残留量 に比べ3～5倍 であ り,

ポ ットの もみが らは玄米 の7～8倍 であ った。

水 田におけ るBHCの 残留 と稲 わ らへ の移行 に関す る

塩 田 ら(1971)の 報告に よる と,愛 知における土壌 およ

び稲 わ らのBHC残 留量 は佐 賀に比べ かな り低 くなって

い る。

圃場におけるBHCの 分布

1圃 場内の位置の違いに よってBHCの 残留量 が どう

違 うか,水 の流れな どに よって一定の傾向があるか どう

かを調べ るために,昭 和44年,佐 賀農 試圃場において,

1圃 場 よ り4か 所ずつサ ンプ リングを行 ない(土 壌 に関

しては,表 土,10cm,20cm,40cmの 深度別 に採取),

BHCの 残留 量を測 定 した。 第4図 に全BHC量 を図示

したが,サ ンプ リング誤差 に よると思われ るば らつき以

上 に,特 筆すべ き傾 向はみ られなか った。水 の流 れによ

る傾 向 もは っき りしなか った。

土壌 の深度とBHC残 留量の関係

水田土壌中の深度別BHC残 留 量については,第4図

お よび第5図 に代表的な ものを記 した。BHCは 大部分

表層に存在 し,機 械的混合がないか ぎ りほ とん ど下層 に

浸透 しない ことがわか った。 とくに β-BHCは 原末組

成に比べ残留量は多いが,水 に不溶性であ るためか,下

層に移動 しにくい。 これは透水 によ り β-BHCは 移行 し

ない,と い う小林 ・塚野(1971)の 報告 とも一致す る。

残留BHCの 各異性体の 割合

BHC原 末の各異性体の 割合は合成条件に よってい く

らか違 ってい るが,平 均的値を第3表 に記 した。BHC

原 末中の各異性体の割合 と,玄 米,わ ら,土 壌中に残留

す るBHCの 各異性体の割合を比べ ると,非 常に違 って

い るのが特徴であ る。β-BHCの γ-BHCに 対す る割合

(β/γ)は,土 壌で は1～15で 平均6.1,玄 米は1～26

で平均4.4,わ らは2～10で 平均5.1で あ った。原 末

の β/γが0.5で あるのに対 し,残 留BHCの β/γは

いずれ も高 く,大 体一けた 高い と 言え る。 この ように

β-BHCの 残 留性が高いのは,水 に対 する溶解度が他 の

異性体に比べて低い こと,お よび微生 物な どによ って分

解 されに くい ことがその原因 と考え られ る。UYEDAら

(1970)は 食品中に残留す る β-BHCの 全BHCに 対 す

る比率は高 く,と くに動物食品中で濃縮 されている こと

を報告 している。

土壌,玄 米,わ らに残留 す る δ-BHCの γ-BHCに

対す る割合(δ/γ)は,原 末BHCの δ/γに比べ て3～

6倍 にな っていた。 したが って,δ-BHCは β-BHCに
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第3表 BHCの 物 理 性

第4図 圃場におけ る全BHCの 分布(昭 和44年 佐賀)。

第5図 水田土壌中の深度別BHC残 留量(佐 賀)。

次いで残留 性が高い異性体 であ ると考 え られ る。

α-BHCは 原 末中に60～70%と,非 常 に高 い割合で

含 まれ ているが,土壌 や玄米 の中に残留 している割合 は,

原末組成 よ り常 に低 い値 となっていた。 また,粉 剤散布

直後は原末 に近い割合で残 ってお り,経 時的 に減少 して

い く傾向がみ られた。 これは α-BHCの 蒸気圧が比較的

高 いため,気 化 して消失 していく ことが,主 な原因では

ないか と考 え られ る。

土壌,玄 米,わ らに残留 してい る γ-BHCの 全BHCに

対す る割合は,20～40%の ものが若干あ ったが,ほ と

ん どが数%か ら十数%の 割合 にな っていた。平均す る と,

土壌,玄 米,わ らともに13%で あった。γ-BHCの 残留

割合 には,α-BHCお よ び β-BHCの 割合が相対的 に

影響 して くるが,結 果的 には原末組成の15%を やや下

まわ っていた。

裏作物 にお けるBHCの 残留について

BHCを 使用 しない裏作物に,土 壊 中に残留 している

BHCが どう影響す るかをみ るために,イ タ リアン ライ

グラスお よび ムギを使 って調査 を行 なった。 あ らか じめ

前年 暮に圃場 の土壌 のBHC残 留量 を測 ってお き,5月

に収獲 したイタ リアン ライグ ラスお よび ムギの残留量を

測定 した。第4表 にそ の測定結 果を示 した。44年,佐

賀B2圃 場 はBHC粉 剤,粒 剤 とも1回 ずつ散布 してあ
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第4表 水 田 裏 作 物 のBHC残 留 量

+ 妨害 ピークのため正確 な測定が困難 ただ し,0.001～0.005ppm程 度 と推定.

++同 じく,0.005～0.01ppm程 度 と推定.

り,土 壌濃度 はか な り高 くなっていた。5月 に収獲 した

イタ リアン ライグ ラスには土壌 の約1/10濃 度 のBHC

残留がみ られ た。A5お よびB1圃 場 の土壊 は測定 して

いなか ったが,イ タ リアン ライグ ラスの全BHCは1

ppmを 越 えた ものが あ った。

5月 に収獲 した ムギの残留量は,イ タ リアンライグ ラ

スのBHC残 留量 よ り一けた低 くな っていた。麦わ らは

イタ リアンライグラス に近い残留量 を示 していた。参考

まで に分析 した他県の乾草の測定結果 を載せたが,北 海

道の ものは とくに低か った。

BHCの 使用が中止 された後,残 留量が どう減少す る

かは今後 の調査にまたなければは っき りしないが,現 在

までの結 果では,実 際の圃場 におけ る土壌 中のBHC減

少 速度 は,モ デル実験 の報告結 果よ り,お そいよ うであ

る。 さ らに,土 壌 中の残留量が 低 い場合で も,こ れが

稲体 に吸 収され,玄 米,わ らの中には比較的高 い濃度で

BHCの 蓄積が行 なわれ る。 これが さ らに動物体 内で濃

縮 されてい くこ とは,み のがす ことがで きない問題で あ

る。

さい ごに,こ の研究 に関 して御協力下 さった香川県農

業 試験場の尾崎 幸三郎博士 に感謝す る。

摘 要

水 田におけ るBHCの 動向を調べ るために,ポ ットお

よび圃場 について,土 壌,玄 米,わ らのBHC残 留量 を

数年間 にわ たって測定 した。

1) 分析法は,風 乾,粉 砕後 アセ トンで抽 出 し,ヘ キ

サ ンに転溶,フ ロリジルカ ラムで精製 して,ECDガ ス

クロマ トグラフによ り定量 した。

2) ポ ッ トの土壌 にBHC粒 剤 を処理 した場合,BHC

は稲体 に浸透移行 して玄米 中に0.04～0.23ppm蓄 積 さ

れた。粒剤 との接触期間が長いほ ど玄米 中のBHC残 留

量は増加 した。わ らの残留量は土壌の残 留量 より高 い場

合 があ った。
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3) 佐賀お よび香川農試の水 田にお いて,玄 米 および

土壌 中のBHC残 留量 を調べ た ところ,玄 米 のBHC残

留量 はそ の圃場 の散布歴 ばか りでな く,周 囲のBHC使

用状況や,土 壌 蓄積量 に大 き く影響 され る ことが わか っ

た。玄米 中の残留量 はBHCの 使用 を中止 した後,1年

間に1/3～1/5に 減少 した。

4) 土壌のBHC残 留 量の対数 と,玄 米 のBHC残 留

量 との間には,一 次の相関関係 があ った。 異性体間では

δ-BHCの 土壌か ら 稲体への 吸収率が 最 も 高か った。

土壌残留 量が同 レベルの場合は,土 壌の腐植含有量が高

い佐賀の方が香川 よ り,玄 米中のBHC残 留量は低か っ

た。

5) 土壌の深度別調査 によ り,BHCは 大部分約10

cmま での表層に残留 し,機 械的混合がないか ぎ りほと

ん ど下層に浸透 しない ことがわか った。

6) 玄米,わ ら,土 壌 に残留す るBHCの 各異性体の

割合は原末組成 と非常に異な ってお り,残 留BHCの β/γ

を原末組成のそれ と比べ る と,約10倍 になってお り,

β-BHCの 残留性が とくに高い ことを示 していた。 δ/γ

は原末 の δ/γの数倍 であ った。 α-BHCは 原末組成 に

比べ常に低 い割合で残留 してお り,γ-BHCは 原末 よ り

やや低 い割合 で残留 していた。
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