
食用金魚草における農薬「ジノテフラン」のＨＰＬＣ測定条件の改良
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：愛知県特産の食用金魚草の栽培における農薬「ジノテフラン」の作物残留試験を厚摘要

（ ） 、生労働省の通知試験法に従い高速液体クロマトグラフィー ＨＰＬＣ で実施したところ

ジノテフランと夾雑物のクロマトグラムのピークが重なり定量することができなかった。

そこで、ＨＰＬＣの溶離液に用いる有機溶媒の種類と配合割合を検討し、ジノテフランと

夾雑物のクロマトグラムのピークの分離を試みた。

その結果、水／アセトニトリル（70：30）の溶離液でカラムコンディショニングを行っ

、 （ ） 、た後 水／メタノール 92：８ の溶離液で測定を行うとジノテフランと夾雑物は分離し

安定的に定量することができた。また、その分析精度は農薬の登録適用拡大の作物残留試

験の分析要件を満たすことができた。

：地域特産作物、食用金魚草、農薬、ジノテフラン、ＨＰＬＣ、作物残留試験キーワード

The Improvement of the HPLC Measurement Condition for Pesticide
"Dinotefuran" in the Edible Snapdragon
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Pesticide residues of "Dinotefuran" was analysed in the Aichi special agriculturalAbstract:
products edible snapdragon for pesticide registration. The analysis was performed by
HPLC in accordance with the notified analytical method from the Ministry of Health,
Labour and Welfare. Dinotefuran so that its matrix was not identified accurately has
tthe same retention time as that of the matrix on HPLC. Therefore, in this experiment,
the type and proportion of organic solvents used in HPLC eluant were studied in order
to separate chromatogram peak of the matrix and dinotefuran.
Dinotefuran and the matrix were separated and measured stablely when we measured

with eluate of water / methanol (92:8) after having conditioned the HPLC column by
eluate of water / acetonitrile (70:30). The analysis precision was able to satisfy the
analysis matter of pesticide residues in crops test for pesticide registration.
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緒 言

（ 、 、 ）、愛知県ではつまもの類 シソ バジル 食用花類など

ふき、いちじくなどの地域特産作物が数多く生産され、

地域の基幹農作物となっている。地域特産作物は栽培に

必要な登録農薬が少ないため、産地では病害虫の防除に

苦慮している。本県では地域特産作物の生産安定を図る

ため、農薬の登録適用拡大試験に取り組んでおり、農薬

取締法が改正された2003年以降、2010年３月末までの７

年間に述べ275剤の試験を行い、そのうち176剤が登録適

用拡大された。

2009年には、食用金魚草の栽培において、アブラムシ

類の防除を目的に農薬「ジノテフラン」の農薬登録適用

拡大の試験を実施した。

農薬の登録適用拡大に必要な作物残留試験における農

薬分析は、厚生労働省通知の試験法 （以下、通知試験１）

法）または環境省告示試験法 （以下、告示試験法）２,３）

を基本にして実施している。しかし、これら試験法に従

い高速液体クロマトグラフィー（以下、ＨＰＬＣ）で分

析を行ったところ、ジノテフランと食用金魚草由来の夾

雑物のクロマトグラムのピークが重なり定量することが

できなかった。

そこで、ＨＰＬＣの溶離液の検討を行い、食用金魚草

におけるジノテフランの測定条件を明らかにしたので報

告する。

材料及び方法

１ 供試作物及び農薬

食用金魚草は農薬登録適用拡大試験用に豊橋市内２地

区で栽培した農薬無散布区から採取し、がくを除き供試

した。

ジノテフランは 林純薬工業製の農薬標準品 Lot No.、 （

J06020314、純度99.7％）を用いた。

２ ジノテフランの抽出・精製法

食用金魚草を磨砕均質化した後、これに一定量のジノ

テフラン標準品を添加した試料を用いてジノテフランの

抽出、精製及び測定を行った。

ジノテフランの抽出・精製は、通知試験法を一部変更

して図１並びに次のとおり行った。変更点は、①多孔性

ケイソウ土カラムにおけるジノテフランの溶出溶媒を酢

酸エチルからジクロロメタンに替えた、②グラファイト

カーボンミニカラムからグラファイトカーボンとＰＳＡ

の２層ミニカラムに替えるとともに、溶出溶媒を酢酸エ

チルからメタノールに変更した。

(1)アセトニトリル抽出

試料20gを300mlの共栓付三角フラスコに量り取り､100

mlのアセトニトリルを加え、振とう機を用いて30分間激

しく振とうした。吸引ろ過器を用いて抽出液をろ過した

後、三角フラスコ及び残さは60mlのアセトニトリルで洗

浄、吸引ろ過した。ろ液と洗液を合わせ、減圧濃縮器を

用いて40℃以下で約5gまで減圧濃縮した後、水を加えて

約15gに調製した。

(2) 多孔性ケイソウ土カラムによる精製

濃縮液を多孔性ケイソウ土カラム（VARIAN製CHEM ELUT

-20ML)に流し入れ、10分間放置した。次いで、流出孔に

コックを付け流出速度を調節しながら、100mlのジクロ

ロメタンでジノテフランを溶出した。溶出液は減圧濃縮

器を用いて40℃以下でジクロロメタンを留去し、最後は

室温で窒素気流下で乾固した。

(3) グラファイトカーボン／PSA２層ミニカラムによ

る精製

残留物を５mlのメタノールに溶解し、グラファイトカ

ーボン／PSA２層ミニカラム（GL Sciences製 GL-Pak

２層カートリッジ GC500mg/PSA500mg）に移し流下した

後、５mlのメタノールをミニカラムに加えジノテフラン

を溶出した。流下液と溶出液を合わせ減圧濃縮器を用い

て40℃以下で減圧濃縮し、最後は室温で窒素気流下で乾

固した。残留物を５mlの水に溶解し、ＨＰＬＣによる測

定に供試した。

３ ＨＰＬＣの溶離液の構成

ＨＰＬＣの溶離液の構成は表１のとおりで、溶離液中

、 、の水 アセトニトリル及びメタノールの配合比率を変え

ジノテフランと夾雑物の分離を検討した。

なお、溶離液以外のＨＰＬＣの機器構成と操作条件は

表２のとおりである。

結果及び考察

農薬登録適用拡大試験における農薬の作物残留分析

は、通常、通知試験法または告示試験法に従って行うこ

とになっている。しかし、これら試験法に従い分析を行

って結果が得られない場合、澁谷ら が指摘していると４）

おり対象作物に応じ分析法を修正する必要がある。

当場ではジノテフランの農薬登録適用拡大試験を食用

金魚草以外に16の作物において作物残留試験を実施して

きた。その分析法は「材料及び方法」で示したとおり、

通知試験法の抽出、精製及び測定のうち、精製方法を一

部変更して行っている。この通知試験法の精製方法の変

更は、夾雑物の除去とともに、ジノテフランの回収率を

高めるために行ってきた。

、 、しかし 食用金魚草におけるジノテフランの分析では

これまでの通知試験法を一部変更した精製方法でも精製

が不十分で、図２－①のとおりジノテフランと食用金魚

草由来の夾雑物のクロマトグラムのピークが重なり定量

できなかった。

このように夾雑物の影響により定量ができない場合の

対処法として、精製方法を変えて夾雑物を除去する方法

とＨＰＬＣの測定条件を変更して夾雑物との分離を図る

方法が通常行われる。前者の精製を変えて夾雑物を除去

する方法は、ミニカラム精製の工程が追加され、精製時
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図１ ジノテフランの抽出・精製法

表１ ＨＰＬＣの溶離液の試験構成

溶離液中の配合比率（％）

試験区 水 アセトニトリル メタノール

①通知試験法 90 10 0

②告示試験法 90 7 3

③改 良 法１ 90 0 10

④改 良 法２ 92 0 8

表２ ＨＰＬＣの溶離液以外の操作条件

HPLCの機器の構成：Waters 600Eｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ、Waters 717ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗｰ

Waters 996（測定波長：ＵＶ 270nm）

カラム：関東化学 Mightysil RP-18GP Aqua

内径 4.6mm，長さ150mm, S-5

カラム温度：40℃、

流量：1ml/min、注入量：20μl

抽出

多孔性ケイソウ土カラムによる精製

グラファイトカーボン／ＰＳＡ 2層ミニカラム精製

HPLC－UV測定（270nm）

•試料20ｇにアセトニトリル100mlを加えて30分間振とう

•吸引ろ過（アセトニトリル60mlで洗浄）

•約５ｇまで減圧濃縮

•濃縮液に水を加え約15ｇに調製後カラムに負荷

•10分間放置した後、ジクロロメタン100mlで溶出

•減圧濃縮・乾固

•残留物をメタノール5mlに溶解しミニカラムに負荷

•メタノール５ｍｌで溶出

•減圧濃縮・乾固

•残留物を水に溶解し5mlに定容

抽出

多孔性ケイソウ土カラムによる精製

グラファイトカーボン／ＰＳＡ 2層ミニカラム精製

HPLC－UV測定（270nm）

•試料20ｇにアセトニトリル100mlを加えて30分間振とう

•吸引ろ過（アセトニトリル60mlで洗浄）

•約５ｇまで減圧濃縮

•濃縮液に水を加え約15ｇに調製後カラムに負荷

•10分間放置した後、ジクロロメタン100mlで溶出

•減圧濃縮・乾固

•残留物をメタノール5mlに溶解しミニカラムに負荷

•メタノール５ｍｌで溶出

•減圧濃縮・乾固

•残留物を水に溶解し5mlに定容
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図２ ＨＰＬＣの溶離液の検討結果

①通知試験法 ②告示試験法

③改良法１ ④改良法２

溶離液
水／ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ／ﾒﾀﾉｰﾙ

（ 90  ： 10 ： 0 ）

水／ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ／ﾒﾀﾉｰﾙ

（ 90  ： 7 ： 3 ）

保持時間 4.6分 5.6分

夾雑物との分離 分離せず 分離せず

溶離液
水／ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ／ﾒﾀﾉｰﾙ

（ 90 ： 0 ： 10 ）

水／ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ／ﾒﾀﾉｰﾙ

（ 92 ： 0 ： 8 ）

保持時間 8.6分 11.0分

夾雑物との分離 分離せず 分離

吸
光
度

吸
光
度

①通知試験法 ②告示試験法
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保持時間 8.6分 11.0分
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水／ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ／ﾒﾀﾉｰﾙ
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水／ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ／ﾒﾀﾉｰﾙ
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夾雑物との分離 分離せず 分離せず

溶離液
水／ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ／ﾒﾀﾉｰﾙ
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表３ 添加回収試験

試料 添 加 添加濃度 回収率 平均 変動係数

(採取場所） 化合物 (ppm) （％） （％） （％）

食用金魚草 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ 2.5 91, 89, 89 90 1.3

(豊橋市-1） 0.05 101, 100, 100 100 0.6

食用金魚草 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ 2.5 93, 92, 92 92 0.6

(豊橋市-2） 0.05 101, 100, 100 100 0.6

１）試料20gに2.5ppm及び0.05ppmのジノテフランの標準品を添加して回収試験を行った。

２）ＨＰＬＣ測定の溶離液には水／メタノール（92：8）を用いた。

間が長くなるとともに分析コストも高くなることが想定

される。

そこで、今回、ＨＰＬＣの溶離液の組成と配合比率を

検討することにより、食用金魚草におけるジノテフラン

と夾雑物のクロマトグラムのピークの分離を試みた。

最初に、告示試験法のＨＰＬＣの溶離液の条件（水／

アセトニトリル／メタノール（90：７：３ ）で測定を）

行った。その結果は、図２－②のとおりジノテフランと

夾雑物は分離しなかった。しかし、通知試験法のＨＰＬ

Ｃの溶離液（水／アセトニトリル（90：10 ）と比較し）

て、ジノテフランのカラム保持時間が約１分遅くなった

ことから、ＨＰＬＣの溶離液にアセトニトリルに替えて

メタノールを加えると逆相系のＨＰＬＣカラムではジノ

テフランの保持時間が長くなることが明らかとなった。

このジノテフランのカラム保持時間が長くなることに

着目して通知試験法のＨＰＬＣの溶離液中のアセトニト

リルをメタノールに変更し、水／メタノール（90：10）

の溶離液で測定を行った。その結果、図２－③のとおり

ジノテフランのカラム保持時間は通知試験法に比べ約４

分遅くなり、近傍の夾雑物も少なくなった。また、通知

試験法並びに告示試験法では、ジノテフランのピークの

後に位置したジノテフランと重なる夾雑物のピークの位

置がジノテフランのピークの前に移動した。しかし、ジ

ノテフランと夾雑物の分離までには至らなかった。

そこで、溶離液中の水の配合比率を高くしてジノテフ

ランのカラム保持時間を更に長くすることにより夾雑物

との分離を検討した。

、 （ ）その結果 図２－④のとおり水／メタノール 92：８

のＨＰＬＣの溶離液を用いるとジノテフランと夾雑物が

分離することが確認された。

一方、ＨＰＬＣの溶離液からアセトニトリルを除くと

ジノテフランのカラム保持時間が安定しなかった。その

原因としてカラムに夾雑物が残り影響を及ぼしていると

考えられ、この対策として測定ごとにカラムコンディシ

ョニングを行うことを検討した。その結果、水／アセト

ニトリル（70：30）の溶離液でカラムコンディショニン

グを行った後、水／メタノール（92：８）の溶離液で測

定を行うとジノテフランのカラム保持時間を安定させる

ことができた。

農薬登録における作物残留試験の分析では、残留想定

濃度と定量できる限界濃度の２水準、各３連で農薬の添

加回収試験を行い、回収率70～120％及び変動係数10％

（ ） 。以内 定量限界は20％以内 を担保する必要がある５,６）

そこで、添加回収試験により、食用金魚草におけるジノ

テフランの本分析法の精度を検証した。2.5ppm及び0.05

ppmのジノテフラン添加による添加回収試験の回収率、

変動係数は表３のとおりで作物残留試験の分析要件を満

たしており、本試験法の精度を実証することができた。
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