
地域特産作物の農薬登録のための作物残留試験における

農薬「スピノサド」の分析法の検討
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地域特産作物の農薬登録のための作物残留試験において、農薬「スピノサド」の分析上摘要：

問題となった葉緑素及び油脂成分の除去について検討した。葉緑素の除去は、グラファイトカ

ーボンブラックを用いることにより、測定上問題とならないレベルまで除去することが可能と

なった。一方、油脂成分は のカラムを選択することにより農薬成分と分離できた。HPLC
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緒 言

農薬登録における農薬の作物残留試験の分析法は、通

常、環境庁告示試験法 （以下、告示法）を基本にし１ー３）

て実施している。しかし、農薬「スピノサド」の分析に

、 、 （ ）、おいて告示法に従い抽出 精製したところ きく 葉

はっか、バジルなど葉緑素等の色素や油脂を多く含む作

物では夾雑物が多く残り、測定までには至らなかった。

作物残留試験では抽出、精製及び測定の精度を実証す

るため、対象農薬を無散布試料に残留していると予測さ

、 、れる濃度と定量できる限界濃度の２水準を添加し 抽出

精製及び測定を各３連で行い、回収率 ～ ％及び70 120
変動係数 ％以内（定量限界は ％以内）を確保する10 20
必要がある 。この決められた回収率が告示法で確保４５, ）

できない場合、抽出、精製法を再検討する必要がある。

そこで、農薬「スピノサド」の告示法に葉緑素を除去

する行程を組み入れることを検討し、測定上問題となら

ないレベルまで除去することができたので報告する。ま

た、高速液体クロマトグラフ（以下、 ）のカラムHPLC
選択により、夾雑物を分離することができることを確認

したので併せて報告する。

材料及び方法

試験１ 葉緑素等の色素の除去の検討

告示法による分析法は図１に示したとおりで、この分

析法にグラファイトカーボンブラックによる葉緑素等の

色素除去の行程を溶媒抽出後に組み入れ、試料の供試量

とその効果を検討した。

グラファイトカーボンブラックに供試する試料の量は

溶媒抽出液全量（試料 相当）と溶媒抽出液の２分の20g
１量（試料 相当）の２水準で行った。10g

GL使用したグラファイトカーボンブラックは、

製 である。Sciences lnc GL-Pak Carbograph,500mg/6ml
なお、告示法のシリカゲルミニカラムによる精製は、

グラファイトカーボンブラックによる精製効果を期待し

省略して試験を行った。

供試試料には、農薬登録のための作物残留試験用に栽

培された愛知県産きく（葉 （平成 年１月収穫）のス） 16
ピノサド無散布区 ｇにスピノサドの成分スピノシン20
Ａ及びスピノシンＤを定量限界濃度の になるよ0.01ppm
うに添加して用いた。

の測定条件は、検出器： 、使用カラムHPLC UV245nm
YMC YMC-Pack ODS-A 4.6mm 150mm, S-5： 内径 長さ（ ，

μ 、カラム温度： ℃、溶離液：アセトニトm 120A 40）

、リル／メタノール／酢酸アンモニウム( )40:40:20, v/v/v
流量： 、注入量： μ である。1ml/min 50 l
試験２ におけるカラムの選択の検討HPLC

におけるカラムの選択により、農薬成分と夾雑HPLC
物の分離を検討した。

検討した カラムは次の２本である。HPLC
（ 、 、① 内径 長さYMC YMC-Pack ODS-A 4.6mm 150mm

μ ）S-5 m
② （内径 、長さSHISEIDO CAPCELL-PAk C18 4.6mm

、 μ ）150mm 5 m
供試試料は、農薬登録のための作物残留試験用に栽培

された愛知県産（平成 年９月収穫）と静岡県産（平15
成 年６月収穫）のはっかの無散布区 にピノサド16 20g
の成分スピノシンＡ及びスピノシンＤを定量限界濃度の

になるように添加して用いた。0.01ppm
スピノサドの抽出・精製は試験１の結果から告示法に

グラファイトカーボンブラック精製の行程を組み入れた

方法で次のとおり行った。

試料に のアセトニトリル／水（ 、 ）100ml 80:20 V/V
混液を加え振とう・ろ過抽出後、試料の２分の１量をグ

ラファイトカーボンブラック及び カラムで精製し、CH
で測定した。HPLC
の測定条件はカラム以外試験１と同様に行っHPLC

た。

試験結果

試験１ 葉緑素等の色素の除去の検討

グラファイトカーボンブラックによる葉緑素等の色素

除去効果の検討結果を図２に示した。
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Dとも夾雑
ピークと重なる。

ｸﾞﾗﾌｧｲﾄｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ
処理量：２分の１量。
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ンＡ及びDとも90%以
上回収できる。
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図２ グラファイトカーボンブラックの精製効果（食用ぎく）図２ グラファイトカーボンブラックの精製効果（食用ぎく）図２ グラファイトカーボンブラックの精製効果（食用ぎく）図２ グラファイトカーボンブラックの精製効果（食用ぎく）
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図１ 愛知農総試におけるスピノサド抽出・精製法

大竹･山田 地域特産作物の農薬登録のための作物残留試験における農薬「スピノサド」の分析法の検討:
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グラファイトカーボンブラックに供試する試料の量を検

討した結果、試料全量を供試すると葉緑素等の色素の除

去が不十分で、 測定時にスピノサドの成分スピノHPLC
シンＡ及びスピノシンＤと夾雑物のピークが重なり、分

析できなかった。

一方、供試する試料の量を２分の１量にした場合、葉

緑素等の色素をほぼ除去することができ、スピノサドの

成分スピノシンＡ及びスピノシンＤとも夾雑物のピーク

との重なりがなく、添加回収試験の回収率も ％以上90
得ることができた。

本試験場で行ったスピノサドの作物残留試験の結果を

表に示した。きく（葉）以外の葉緑素等の色素を多く含

む作物においてもグラファイトカーボンブラックを使用

することにより、夾雑物を効果的に除去でき、添加回収

試験で夾雑物の影響を受けやすい定量限界の試験におい

ても規定の回収率 ～ ％及び変動係数 ％以内を70 120 20
確保することができた。

また、グラファイトカーボンブラックに供試する試料

、 、 、の量は 作物に含まれる葉緑素の量が影響し 食用ぎく

食用ほうずき、食用金魚草など葉緑素が少ない作物を分

析対象にする場合、グラファイトカーボンブラックを使

用しないか、または試料の全量を供試しても分析できる

ことが確認された。

試験２ におけるカラムの選択の検討HPLC
におけるカラム選択の検討結果を図３に示しHPLC

た。

カラムに を用いて愛知HPLC YMC YMC-Pack ODS-A
県産はっかのスピノサドを分析したところ、スピ

回収率、変動係数の上段の値はスピノシンA、下段の値はスピノシンDの値を示している。また、左右の
値は２試験区ごとの値を示し、回収率は３連の測定値の平均値である。
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ノサドの成分スピノシン 及びスピノシン とも夾雑A D
物から分離することができた。

一方、静岡県産はっかを愛知県産はっかと同一条件で

分析したところ、スピノシン が夾雑物のピークと重D
なった。

HPLC SHISEIDOそこで、 のカラムを検討し、

を用いて分析した結果、夾雑物とスCAPCELL-PAk C18
ピノシン を分離することができた。D

考 察

農薬登録における農薬の作物残留試験の分析法は、通

常、告示法を基本として実施している。しかし、作物に

より含まれる夾雑物が大きく異なり、また、同一作物で

も品種、栽培時期・方法等により夾雑物の種類や量が違

うため、告示法に従い分析を行っても必ず良い分析結果

が得られるとは限らない。特に、葉緑素等の色素や油脂

を多く含む作物の場合、これら成分の除去が課題となる

ことが多い。したがって、澁谷 らが指摘しているとお６）

り対象作物に応じ告示法を修正し分析を行う必要があ

る。

農薬「スピノサド」の分析においても告示法で示され

ている分析法では、きく（葉 、はっか、バジルなど葉）

緑素等の色素や油脂を多く含む作物では夾雑物が多く残

り、分析することができなかった。そこで、葉緑素等の

色素除去に効果があるとされるグラファイトカーボンブ

ラックによる精製を検討した。

その結果、グラファイトカーボンブラックによる精製

では、対象作物に含まれる葉緑素等の色素の含量に応じ

供試する試料の量を考慮する必要があり、きく（葉）な

ど葉緑素を多く含む作物では試料を２分の１量以下分取

し、供試する必要があることが明らかとなった。

また、グラファイトカーボンブラックによる精製で夾

雑物を除去することにより、告示法にあるシリカゲルミ

ニカラムによる精製を省略しても分析できることが明ら

かとなった。

試料：愛知県産はっか

スピノシンＡ及びＤとも夾雑ピーク
とは重ならない。

同一
カラム

カラム

変更

試料：静岡県産はっか

スピノシンＤが夾雑ピークと重なる。

試料：静岡県産はっか
HPLCカラム：Ｃ－１８使用
ＨＰＬＣカラムを変更することにより
スピノシンＤと夾雑ピークを分離す
ることができる。

ＨＰＬＣのカラム選択による精製効果

スピノシンＡ及びＤとも夾雑ピーク
とは重ならない。

カラム

変更

試料：静岡県産はっか

スピノシンＤが夾雑ピークと重なる。

試料：静岡県産はっか

ＨＰＬＣカラムを変更することにより
スピノシンＤと夾雑ピークを分離す
ることができる。

図３ ＨＰＬＣのカラム選択による精製効果

HPLCカラム： ODS－ A 使用

HPLCカラム： ODS－ A 使用

愛知県農業総合試験場研究報告第 号37
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分析操作を効率的に行う上で告示法のどの行程にグラ

ファイトカーボンブラックによる精製の行程を組み入れ

るかは重要な検討事項である。今回、溶媒抽出後、酢酸

エチル転溶前にグラファイトカーボンブラックによる精

製の行程を組み入れることにより、酢酸エチル転溶後の

濃縮時の夾雑物が多いことにより発生する突沸を防ぐ効

果も認められた。

以上の結果から、図１に示した告示法にグラファイト

カーボンブラックによる精製を加えた手法でスピノサド

の分析を行えば、葉緑素等の色素を多く含む作物でも分

析することができる。また、農薬の種類によってはグラ

ァイトカーボンブラックに吸着されるとの報告がある

が、使用する溶媒を検討することにより分析対象農薬の

溶出は可能であることから、スピノサド以外の農薬の分

析においてもグラファイトカーボンブラックによる精製

は葉緑素等の色素除去には有効な手法と考えられる。

グラファイトカーボンブラックによる精製は葉緑素等

の色素除去には効果的であるが、油脂成分の除去には不

十分である。このため、はっか等油脂成分を多く含む作

物の場合、 測定時スピノシン と夾雑物のピークHPLC D
が重なることがある。本試験場においても愛知県産はっ

かを分析した手法を用いて静岡県産はっかを分析したと

ころ、油脂成分由来と思われる夾雑物のピークとスピノ

シン のピークが重なり測定できなかった。そこで、D
HPLC SHISEIDOの カ ラ ム を 検 討 し た 結 果 、

のカラムを用いれば油脂成分由来とCAPCELL-PAk C18
思われる夾雑物のピークとスピノシン のピークを分D

YMC YMC-Pack ODS-A離できることが判明した 一方。 、

は よりスピノサドの保持SHISEIDO CAPCELL-PAk C18
が良く、リテンションタイムの早い色素由来の夾雑物の

ピークからの影響を回避することができると考えられ

HPLCる このため 試料に含まれる夾雑物の種類に応じ。 、

のカラムを選択すれば抽出・精製で除去できなかった夾

雑物の影響を回避することができる。

残されたスピノサドの分析上の問題点として、作物に

CH含まれる糖、油脂等の内容成分の含量の違いにより

カラムにおけるスピノサドの保持能力が異なり、溶媒に

よる洗浄時にスピノサドが溶出してくる作物がある。こ

れは作物に含まれる夾雑物の量または成分が影響してい

ると考えられる。今後、 カラムに供試する前の精製CH
法、 カラムの充填剤の量及び洗浄等に用いる溶媒のCH
検討をする必要がある。
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