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平成 ～ 年度に福井県の集団発生事例から
検出されたノロウイルスの遺伝子解析
小和田和誠・平野映子・山本 希・大村勝彦
Genetic Analysis of Noroviruses in Fukui Prefecture,2010-2013
Kazuaki KOWADA, Eiko HIRANO, Nozomi YAMAMOTO, Katsuhiko OMURA

１．はじめに
小児の感染性胃腸炎（散発例）の発生要因の一つで
あるノロウイルス（以下 NV）は、NV 汚染食品の摂取
や 調 理 従 事 者 を 介 し ての 食中 毒 お よ び ヒ ト -ヒ ト 感 染
による感染症などの集団発生の原因となることが知ら
れている 1) 。近年では、平成 18 年度冬期（平成 18 年
10 月～19 年 1 月）に感染性胃腸炎患者報告数が過去
最高のレベルで推移し 2)、平成 24 年度冬期（平成 24
年 10 月～25 年 1 月）もそれに次ぐ全国的な大流行 3),4)
となっており、 NV の流行動態の把握は、保健衛生上
重要である。
本報では、平成 22～24 年度に福井県内で発生した
集団発生事例から検出された NV について遺伝子解析
を行い、近年の NV の遺伝子型の変遷について調査し
た内容について報告する。

２．方法
 検査材料
 平成 22～24 年度（平成 22 年 4 月～25 年 3 月）に福井
県内で発生し、当センターへ行政検査依頼があった急性胃
腸炎集団発生 44 事例 518 検体を対象とした。内訳は、有
症者 269 検体、調理従事者および施設職員 178 検体、そ
の他（拭き取り等）71 検体であった。また、各年度の期
間は 4 月～翌年 3 月とした。
 検査方法
糞便および嘔吐物は滅菌水で ％乳剤とし、Ｇ、
 分間冷却遠心後の上清を試料とし、直腸拭い液は粗遠心
後の上清を試料とした。カキは中腸腺摘出後、滅菌水で
％乳剤とし、％ショ糖を用いた超遠心（USP、
KU）で濃縮したものを試料とした。試料から、厚生労働
省通知 5) のリアルタイム PCR 法に準じて、RNA 抽出、
DNase 処理および逆転写反応を実施し、cDNA を合成し
た。その後、糞便・吐物はリアルタイム PCR で、拭き取
りは 1st PCR 産物を用いた nested リアルタイム PCR で、
NV が陽性であるか判定をした。リアルタイム PCR 装置
は、StepOne Plus [Life technologies]を使用した。
NV 陽性と判定した検体については、Kojima ら 6)のプ
ライマー(G1-SKF/G1-SKR もしくは G2-SKF/G2-SKR)を
用いて Capsid 領域を増幅し、ダイレクトシークエンスに
より塩基配列を決定した。そして、プライマー配列を除い
た領域 (GenogroupⅠ：295nt、GenogroupⅡ：282nt) に
ついて、相同性解析および系統解析を実施した。解析ソフ
トは MEGA5 を使用し、最尤法（ML 法）により系統樹を

作製した。遺伝子型別および遺伝子型番号は Kageyama
ら 7)の方法に従った。GⅡ/4 の変異株は、オランダ国立公
衆衛生環境研究所（RIVM）が運営する Noro net に掲載
8)されている呼称に従った。


３．結果
検査対象とした集団発生 44 事例のうち、NV が検出さ
れたのは 29 事例であった。この 29 事例の詳細について、
表１にまとめた。全ての事例において、GenogroupⅡ（以
下 GⅡ）が 検出され、GⅡだけでなく GenogroupⅠ（以
下 GⅠ）も同一事例から検出されたのは 5 事例(17.2%)で
あった。その中の 2 事例は、二枚貝のカキ (牡蠣)を喫食し
た食中毒事例であった。GⅠが検出されたのは 6 検体で、
その全てから GⅡも検出されており、GⅠが単独で検出さ
れた検体はなかった。
発生施設別では、飲食店（11 事例）
、仕出し店（7 事例）
、
中学校・小学校・保育園（6 事例）が多かった。特に、飲
食店および仕出し店において、従業員を介した食中毒事例
（10 事例）と推定された事例が多かった。また、発生地
域別では福井地区（9 事例）
、若狭地区（7 事例）
、坂井地
区（5 事例）が比較的多かった。
検出された NV の塩基配列について、表１に示す各事例
の代表株を用いて、ML 法で系統樹を作成し、Genogroup
ごとに遺伝子型別を実施した（図 1、2）
。その結果、GＩ
として、GⅠ/1、GⅠ/3、GⅠ/4、GⅠ/6、GⅠ/9、GⅠ/14
の６種類の遺伝子型が確認された。
同様に GⅡでは GⅡ/2、
GⅡ/3、GⅡ/4、GⅡ/11、GⅡ/12、GⅡ/13 の６種類の遺伝
子型が確認された。遺伝子型ごとの検出頻度を比較すると、
GⅡ/4：18 事例（62.1%）
、GⅡ/13：6 事例（20.1%）
、G
Ⅱ/2：4 事例（13.8%）などが高かった。
最も検出頻度が高かった GⅡ/4 に分類された代表株に
ついて、詳細に系統樹解析を実施した結果、３つのクラス
ター（クラスター内の相同性は塩基配列で 98%以上）に分
類された（図 3）。クラスターごとの検出頻度を比較する
と、Sydney2012（2012 変異型）：10 事例（55.6%）、
DenHaag2006b （ 2006b 変 異 型 ）： 6 事 例 （ 33.3%）、
NewOrleans2009（2009 変異型）
：2 事例（11.1%）であ
った。平成 22～23 年度は全て DenHaag2006b で、平成
24 年度の 4～5 月頃は NewOrleans2009、平成 24 年度 11
月以降は全て Sydney2012 と、検出される遺伝子型が変遷
していることが判明した。また、平成 24 年度に NV の全
国的な大流行が社会的問題となった時期と、福井県内で
Sydney2012 が多く検出されるようになった時期が重なっ
ていた。
GⅡ/4 以外の遺伝子型は、単発的な発生もしくは限定さ
れた地域での流行として確認されている場合がほとんど
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表１ 平成 22～24 年度胃腸炎集団発生事例のノロウイルス検出状況
発生
地域

有症者

事例
番号

初発患者
発生年月日

発生
施設

㻞㻞㻙㻝

㻞㻜㻝㻜㻚㻠㻚㻝㻟

小学校

奥越

不明

㻝㻠

㻛

㻝㻡

㻞㻞㻙㻞

㻞㻜㻝㻜㻚㻝㻝㻚㻟

保育園

福井

ヒト－ヒト感染

㻞

㻛

㻟

推定感染経路

調理従事者・
施設職員

その他の検体
検出した遺伝子型

代表株名

GⅡ㻛㻝㻞

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻞㻜㻝㻻㻜㻝㻛㻴㻞㻞㻙㻝

陽性数／検査数 陽性数／検査数 㻔陽性数㻛検査数㻕
㻟

㻛

㻟

拭き取り（㻜㻛㻝㻜）

GⅡ㻛㻞

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻞㻜㻠㻲㻜㻟㻛㻴㻞㻞㻙㻞

GⅠ㻛㻟、
GⅡ㻛㻞、GⅡ㻛㻟

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻞㻜㻢㻿㻜㻝㻛㻴㻞㻞㻙㻟
㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻞㻜㻢㻿㻜㻡㼍㻛㻴㻞㻞㻙㻟
㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻞㻜㻢㻿㻜㻡㼎㻛㻴㻞㻞㻙㻟

GⅡ㻛㻠

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻞㻜㻤㻻㻞㻞㻛㻴㻞㻞㻙㻠

GⅠ㻛㻥、
GⅡ㻛㻞、GⅡ/13

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻞㻜㻥㻺㻜㻠㼍㻛㻴㻞㻞㻙㻡
㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻞㻜㻥㻺㻜㻠㼎㻛㻴㻞㻞㻙㻡
㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻞㻜㻥㻺㻜㻡㻛㻴㻞㻞㻙㻡

㻞㻞㻙㻟

㻞㻜㻝㻜㻚㻝㻝㻚㻞㻞

小学校

坂井

不明

㻟

㻛

㻢

㻞㻞㻙㻠

㻞㻜㻝㻜㻚㻝㻞㻚㻞㻜

飲食店

奥越

従業員を介した
感染

㻥

㻛

㻥

㻟

㻛

㻟

㻞㻞㻙㻡

㻞㻜㻝㻝㻚㻝㻚㻢

飲食店

二州

カキ喫食

㻠

㻛

㻡

㻜

㻛

㻞

㻞㻞㻙㻢

㻞㻜㻝㻝㻚㻝㻚㻝㻝

仕出し店

坂井

従業員を介した
感染

㻤

㻛

㻤

㻠

㻛

㻢

拭き取り（㻜㻛㻝㻜）
無症者（㻝㻛㻞）

GⅡ㻛㻠

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻞㻝㻜㻿㻞㻣㻛㻴㻞㻞㻙㻢

丹南

従業員を介した
感染

㻢

㻛

㻢

㻟

㻛

㻟

拭き取り（㻟㻛㻝㻜）

GⅡ㻛㻠

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻞㻝㻝㼀㻝㻢㻛㻴㻞㻞㻙㻣

㻞㻞㻙㻣

㻞㻜㻝㻝㻚㻝㻚㻞㻠

仕出し店

拭き取り（㻜㻛㻝㻜）

㻞㻞㻙㻤

㻞㻜㻝㻝㻚㻟㻚㻤

保育園

若狭

不明

㻝

㻛

㻝

㻜

㻛

㻡

GⅡ㻛㻝㻟

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻞㻝㻡㼃㻠㻝㻛㻴㻞㻞㻙㻤

㻞㻟㻙㻝

㻞㻜㻝㻝㻚㻡㻚㻞㻟

小学校

若狭

ヒト㻙ヒト感染

㻡

㻛

㻡

㻜

㻛

㻟

GⅡ㻛㻟

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻟㻜㻝㼃㻜㻣㻛㻴㻞㻟㻙㻝

㻞㻟㻙㻞

㻞㻜㻝㻝㻚㻡㻚㻞㻞

中学校
小学校
保育園

福井

ヒト㻙ヒト感染

㻡

㻛

㻝㻜

GⅡ㻛㻝㻟

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻟㻜㻞㻲㻜㻝㻛㻴㻞㻟㻙㻞

㻞㻟㻙㻟

㻞㻜㻝㻝㻚㻝㻞㻚㻝㻟

高齢者施設

若狭

ヒト㻙ヒト感染

㻡

㻛

㻡

㻟

㻛

㻣

GⅡ㻛㻠

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻟㻜㻤㼃㻜㻞㻛㻴㻞㻟㻙㻟

㻝㻞

㻛

㻝㻞

㻝

㻛

㻠

GⅡ㻛㻠

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻟㻜㻥㼃㻜㻝㻛㻴㻞㻟㻙㻠

㻝

㻛

㻝

㻞㻟㻙㻠

㻞㻜㻝㻝㻚㻝㻞㻚㻞㻟

仕出し店

若狭

従業員を介した
感染

㻞㻟㻙㻡

㻞㻜㻝㻞㻚㻞㻚㻝㻝

飲食店

福井

不明

㻞㻟㻙㻢

㻞㻜㻝㻞㻚㻞㻚㻞㻝

社員食堂

坂井

ヒト㻙ヒト感染

㻠

㻛

㻡

㻞

㻛

㻟

㻞㻟㻙㻣

㻞㻜㻝㻞㻚㻟㻚㻝㻥

旅館

坂井

カキ喫食

㻠

㻛

㻠

㻜

㻛

㻠

カキ（㻜㻛㻞）
無症者（㻜㻛㻝）

㻞㻠㻙㻝

㻞㻜㻝㻞㻚㻠㻚㻞㻝

飲食店

奥越

従業員を介した
感染

㻥

㻛

㻝㻞

㻞

㻛

㻞

拭き取り（㻜㻛㻝㻜）

㻞㻠㻙㻞

㻞㻜㻝㻞㻚㻡㻚㻢

イベント会場

二州

ヒト－ヒト感染

㻢

㻛

㻤

㻞㻠㻙㻟

㻞㻜㻝㻞㻚㻡㻚㻠

仕出し店

福井

従業員を介した
感染

㻤

㻛

㻥

㻝

㻛

㻢

㻞㻠㻙㻠

㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻝㻚㻡

仕出し店

坂井

不明

㻢

㻛

㻢

㻟

㻛

㻟

㻞㻠㻙㻡

㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻝㻚㻞㻜

飲食店

丹南

ヒト－ヒト感染

㻥

㻛

㻝㻜

㻜

㻛

㻣

拭き取り（㻜㻛㻢）

GⅡ㻛㻝㻟

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻟㻝㻝㻲㻜㻝㻛㻴㻞㻟㻙㻡

GⅠ㻛㻝、GⅡ/11

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻟㻝㻞㻿㻝㻟㼍㻛㻴㻞㻟㻙㻢
㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻟㻝㻞㻿㻝㻡㻛㻴㻞㻟㻙㻢

GⅠ㻛㻠、GⅠ/14、
GⅡ㻛㻠㻌、GⅡ㻛㻝㻟

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻟㻝㻠㻺㻜㻝㼍㻛㻴㻞㻟㻙㻣
㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻟㻝㻠㻺㻜㻝㼎㻛㻴㻞㻟㻙㻣
㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻟㻝㻠㻺㻜㻞㼍㻛㻴㻞㻟㻙㻣
㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻟㻝㻠㻿㻞㻠㻛㻴㻞㻟㻙㻣

GⅡ㻛㻠

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻠㻜㻞㻻㻝㻝㻛㻴㻞㻠㻙㻝

GⅡ㻛㻝㻟

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻠㻜㻟㻺㻜㻝㻛㻴㻞㻠㻙㻞

GⅡ㻛㻠

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻠㻜㻠㻲㻜㻝㻛㻴㻞㻠㻙㻟

GⅡ㻛㻠

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻠㻜㻡㻿㻜㻣㻛㻴㻞㻠㻙㻠

GⅡ㻛㻠

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻠㻜㻢㼀㻝㻞㻛㻴㻞㻠㻙㻡

㻞㻠㻙㻢

㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻞㻚㻟㻝

飲食店

丹南

従業員を介した
感染

㻡

㻛

㻡

㻝

㻛

㻟

GⅡ㻛㻠

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻠㻜㻣㼀㻝㻠㻛㻴㻞㻠㻙㻢

㻞㻠㻙㻣

㻞㻜㻝㻟㻚㻝㻚㻝㻥

飲食店

福井

不明

㻠

㻛

㻠

㻞

㻛

㻝㻟

GⅡ㻛㻠

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻠㻜㻥㻲㻜㻝㻛㻴㻞㻠㻙㻣

福井

従業員を介した
感染

㻝㻝

㻛

㻝㻝

㻞

㻛

㻢

GⅡ㻛㻠

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻠㻝㻜㻲㻜㻝㻛㻴㻞㻠㻙㻤

㻝㻢

㻛

㻝㻣

㻝

㻛

㻟

GⅡ㻛㻠

㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻠㻝㻞㼃㻜㻝㻛㻴㻞㻠㻙㻥
㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻠㻝㻟㼃㻜㻟㻛㻴㻞㻠㻙㻝㻜
㻲㼡㼗㼡㼕㻛㻞㻞㻠㻝㻟㼃㻜㻡㼍㻛㻴㻞㻠㻙㻝㻜

㻞㻠㻙㻤

㻞㻜㻝㻟㻚㻝㻚㻝㻥

飲食店

拭き取り（㻜㻛㻝㻜）

㻞㻠㻙㻥

㻞㻜㻝㻟㻚㻟㻚㻢

仕出し店

若狭

従業員を介した
感染

㻞㻠㻙㻝㻜

㻞㻜㻝㻟㻚㻟㻚㻝㻞

仕出し店

若狭

不明

㻟

㻛

㻟

㻜

㻛

㻞

GⅠ㻛㻢、GⅡ/4

㻞㻠㻙㻝㻝

㻞㻜㻝㻟㻚㻟㻚㻥
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だった。GⅡ/2 および GⅡ/13 については、GⅡ/4 に次い
で多く検出され、複数の地域でも確認されており、GⅡ/4
と並んで広範囲に流行している可能性が示唆された。

団生活施設でのヒト-ヒト感染疑い（8 事例）が比較的多い
結果となった。二枚貝などの食品の加工処理は、衛生面で
徹底されてきており、近年の二枚貝喫食事例の減少に貢献
していると思われた。今後は、食品取扱者、感染者の糞便・
吐物を処理する施設職員の予防意識の向上を促す等、いま
４．考察
だに多い食品取扱者の食品汚染や、ヒト-ヒト感染事例の
削減を中心に NV 予防対策を立てることが重要になると
NV は、カキなどの二枚貝の喫食による食中毒や、食品
考えられた。
取扱者の食品汚染による食中毒、NV 感染者の糞便・吐物
ウイルスゲノムの Capsid 領域における塩基配列解析に
に含まれる NV が、手指や環境を介してヒトからヒトへ感
よる遺伝子型別により、ウイルスの流行状況を解析した。
染、処理不徹底な吐物等汚染物の飛散による塵埃感染 9)な
ど、多様な感染経路を持つことが明らかにされている 1),10)。 GⅠで 9 種類以上、GⅡで 22 種類以上の遺伝子型が存在す
今回の調査において、二枚貝喫食事例（2 事例）よりも、 るとされている。その中でも GⅡ/4 の検出率は、国内だけ
でなく世界的に高いことが報告されている 11)-13)。
食品取扱者の食品汚染による食中毒（10 事例）および集
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GII/4 X76716Bristol/93/UK
Fukui/22414F02/H24-11
Fukui/22416F01/H24-13
Fukui/22413W03/H24-10
Fukui/22412W01/H24-9
【Capsid領域の282nt：ＭＬ法】
Fukui/22406T12/H24-5
Fukui/22410F01/H24-8
Fukui/22409F01/H24-7
Fukui/22407T14/H24-6
Fukui/22405S07/H24-4
Fukui/22417O01/H24-14
Fukui/22402O11/H24-1
Fukui/22404F01/H24-3
Fukui/22208O22/H22-4
Fukui/22210S27/H22-6
Fukui/22211T16/H22-7
Fukui/22314S24/H23-7
Fukui/22308W02/H23-3
Fukui/22309W01/H23-4
GII/13 AY130761M7/99/US
Fukui/22209N05/H22-5
Fukui/22311F01/H23-5
Fukui/22314N01b/H23-7
Fukui/22403N01/H24-2
Fukui/22215W41/H22-8
Fukui/22302F01/H23-2
GII/8 AB067543SaitamaU25/98/JP
GII/9 AY054299IdahoFalls/378/96/US
GII/7 AJ277608Leeds/90/UK
GII/6 AB039776SaitamaU3/97/JP
GII/17 AF195847Alphatron/98/NE
GII/3 AB067542SaitamaU201/98/JP
Fukui/22206S05b/H22-3
Fukui/22301W07/H23-1
GII/5 AJ277607Hillingdon/90/UK
GII/10 AY237415Mc37/99/Thai
GII/2 X81879Melksham/89/UK
Fukui/22415W02/H24-12
Fukui/22209N04b/H22-5
Fukui/22204F03/H22-2
Fukui/22206S01/H22-3
GII/16 AB112260SaitamaT53GII/02/JP
GII/14 AB078334Kashiwa47/00/JP
GII/11 AB112221SaitamaT29GII/01/JP
Fukui/22312S15/H23-6
GII/15 AB058582SaitamaKU80aGII/99/JP
GII/1 U07611Hawaii/71/US
GII/12 AB039775SaitamaU1/97/JP
Fukui/22201O01/H22-1
OUTGROUP X86560Manchester Sapovirus
㻜㻚㻞

図１ 福井県内で検出されたノロウイルス GenogroupⅡの系統樹解析
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GI/7 AJ277609Winchester/94/UK

【Capsid領域の295nt：ＭＬ法】

GI/13 AB112132SaitamaT35aGI/01/JP
GI/14 AB112100SaitamaT25GI/01/JP
Fukui/22314N01a/H23-7
GI/3 U04469DesertShieldDSV395/90/US
Fukui/22206S05a/H22-3
GI/10 AF538679Boxer/01/US
GI/11 AB058547SaitamaKU8GI/99/JP

GI/12 AB058525SaitamaKU19aGI/00/JP
GI/2 L07418Southampton/91/UK
GI/4 AB042808Chiba407/87/JP
Fukui/22314N02a/H23-7
GI/5 AJ277614Musgrove/89/UK
GI/9 AB039774SaitamaSzUG1/99/JP
Fukui/22209N04a/H22-5
GI/8 AB081723WUG1/00/JP
GI/6 AF093797BS5/98/GE
Fukui/22413W05a/H24-10
GI/1 M87661Norwalk/68/US
Fukui/22312S13a/H23-6
OUTGROUP X86560Manchester Sapovirus
㻜㻚㻝

図２ 福井県内で検出されたノロウイルス GenogroupⅠの系統樹解析

【Capsid領域の282nt：ＭＬ法】
濃字：福井県内検出株
薄字：参照株

Sydney 2012 JX459908/Hu/GII.4/Sydney/NSW0514/2012/AU
Fukui/22405S07/H24-4
Fukui/22409F01/H24-7
Fukui/22407T14/H24-6
Fukui/22406T12/H24-5
Fukui/22410F01/H24-8
Fukui/22412W01/H24-9
Fukui/22413W03/H24-10
Fukui/22417O01/H24-14
Fukui/22416F01/H24-13
Fukui/22414F02/H24-11
Yerseke 2006a EF126963/Hu/GII.4/Yerseke38/2006/NL
Apeldoorn 2007 AB445395/Hu/GII.4/Apeldoorn317/2007/NL
NewOrleans 2009 GU445325/Hu/GII.4/New Orleans1805/2009/USA
Fukui/22404F01/H24-3
Fukui/22402O11/H24-1
Hunter 2004 DQ078814/Hu/GII.4/Hunter504D/04O/AU
US95 96 AF080558/408/97003012/1996/FL
Osaka 2007 AB434770/Hu/OC07138/07/JP
Camberwell 1994 AF145896/Camberwellvirus
Bristol 1993 X76716/Bristolvirus
Kaiso 2003 AB294779/Hu/GII-4/Kaiso/030556/2003/JP
FarmingtonHills 2002 AY502023/Hu/NoV/Farmington Hills/2002/USA
Lanzou 2002 DQ364459/Hu/NoV/Lanzhou/35666/2002/China
Asia 2003 DQ369797/Hu/Guangzhou/NVgz01/CHN
DenHaag 2006b EF126965/Hu/GII.4/DenHaag89/2006/NL
Fukui/22208O22/H22-4
Fukui/22210S27/H22-6
Fukui/22211T16/H22-7
Fukui/22308W02/H23-3
Fukui/22309W01/H23-4
Fukui/22314S24/H23-7
OUTGROUP GII/13 AY130761M7/99/US

㻜㻚㻜㻞

図３ 福井県内で検出されたノロウイルス（GⅡ/4）の系統樹解析
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この GⅡ/4 流行の一因として、変異型の出現が指摘さ
れている 4)。近年では、ヨーロッパやアメリカ、オースト
ラリアなどで新しく検出された変異型として、
DenHaag2006b11) 、NewOrleans200912) 、Sydney201213)
などが報告されている。福井県内の検出株のクラスターは、
それぞれ近年に流行した Sydney2012、DenHaag2006b、
NewOrleans2009 の各変異型に分類された。平成 23 年度
までは、平成 18 年度に大流行した DenHaag2006b が多く
検出されていた。この頃は、他にも GⅡ/2 や GⅡ/13 も検
出されており、勢力図は混沌としていた。
しかし、平成 24 年 11 月以降に Sydney2012 が検出さ
れるようになると、急速に NV 検出事例数が増加し、検出
される NV の多くが Sydney2012 となり、流行の主役とな
った。Sydney2012 の出現時期が全国的な流行の時期と重
なっていることから、NV の遺伝子型の変遷は、免疫を持
たない人の間で NV の感染を促進させ、大流行を誘発して
いる可能性が示唆された。

５．まとめ
平成 22～24 年度に検査した集団発生 44 事例 518 検体
のうち、29 事例 237 検体から NV を検出した。そして、
事例ごとに発生状況を調査し、代表株について遺伝子情報
を解析した。
その結果、12 種類（GⅠ：6 種類、GⅡ：6 種類）の遺
伝子型の NV が検出され、特に GⅡ/4 が多数（18 事例：
62.1%）を占めた。検出された GⅡ/4 は系統樹解析で 3 種
類のクラスターを形成した。
各クラスターに属する NV には変遷が見られ、NV の大
流行が社会問題となった平成 24 年度の流行期には、これ
までにない新しいクラスターに属するウイルスが、広い地
域にわたり感染を拡大して大流行の発生要因となったこ
とが示唆された。
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ノート

夜叉ケ池における水質およびプランクトン相の
季節変動に関する酸性雨影響調査について
松井 亮・福島綾子・荻野賢治・南部浩孝・下中邦俊
Acid Rain Influence Study on the Seasonal Variation of Water Quality and Plankton
in the Yasha-Ga-Ike Pond
Ryou MATSUI, Ayako HUKUSHIMA, Kenji OGINO, Hirotaka NANBU, Kunitoshi SHIMONAKA


．はじめに
福井県南条郡南越前町にある「夜叉ケ池」は、標高
1,099m の山頂付近に位置する東西約 75m、南北約 80m
の小さな池であり、池への流入水および池からの流出水が
ないことや水が涸れないこと等で知られている。また、人
為的汚染がほとんどなく、酸性沈着に対する応答も敏感な
ことから、酸性雨調査のフィールドとして注目されている。
環境省が実施した「第 3 次酸性雨対策調査」においても、
酸性雨による影響が生じている可能性があり、今後も調査
を継続して行う必要があるとされている。また、絶滅危惧
種の「ヤシャゲンゴロウ」が生息する貴重な湖沼としても
知られている。
福井県では、環境省の委託を受けて平成 6 年度から年 4
回のモニタリング調査を行っており、平成 9 年度および
20 年度には年間を通じた水質の変動をより正確に把握す
るため、詳細調査を実施している 1),2)。
この従来から実施している水質調査に加えてヤシャゲ
ンゴロウの幼虫のエサとなるプランクトン相の詳細調査
を平成 22～24 年度に実施したので、その結果について報
告する 3)。

２．調査方法
２．１ 調査期間および調査回数
調査は表 1 のとおり、計 22 回実施した。
表 1 調査期間および調査回数
調査期間
調査頻度
平成 22 年度 4～11 月
1 回/月
平成 23 年度 5～11 月
1 回/月
平成 24 年度 5～11 月
1 回/月

湖岸

湖心


図  調査地点

なお、pH の平均値については、水素イオン濃度から算
出した。また、平均値は定量下限値未満の数値を 0 として
算出した。
２．３．２ プランクトン
固定した濃縮サンプルを、植物プランクトンは 0.1mL
用計数板、動物プランクトンは 1mL 用計数板に分取し、
検鏡・計数した。
なお、一部の試料については、検鏡・計数を外部検査機
関に委託して実施した。


３．結果および考察
調査回数
8回
7回
7回

２．２ 調査地点および採水方法
試料は、夜叉ケ池の湖岸にて表層水を採取した。
ただし、動物プランクトン用試料については、湖心付近
で、プランクトンネット(41μｍ)を垂直曳きして採取した。
図 1 に、調査地点を示した。
２．３ 調査項目および調査方法
２．３．１ 水質
pH、電気伝導率（EC）、総アルカリ度（pH4.8）、イオ
ン類、溶存性有機態炭素（DOC）
、化学的酸素要求量（COD）、
全窒素（TN）
、全りん（TP）
、クロロフィル a（Chl-a）等
の項目を、陸水モニタリング手引き書（初版）に準じ分析
した 4)。


３．１ 水質の季節変動
平成 22～24 年度の 3 年間における水質の季節変動を図
2～6 に示した。今回の調査では、水質の季節変動におけ
る傾向を確認することはできなかった。
ただし、図 3 の総アルカリ度では、すべての調査で
0.060meq/L 未満と低く、酸感受性が高い湖沼であること
を確認できた。
なお、酸性雨に対する感受性の指標となる総アルカリ度
は、東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（Acid
Deposition Monitoring Network in East Asia（EANET））
では、0.400meq/L 以下の湖沼や河川が酸性化に対して感
受性が高いとされているが、この指標と比較しても本調査
の結果は低いことが分かる。
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・プロットのない部分は、未測定または定量下限値未満の値である。
・定量下限値は、0.016 meq/L

図  総アルカリ度の季節変動

図  S+ の季節変動
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図  62の季節変動

図  12の季節変動
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３．２ S+ とイオン成分濃度の相関
pH とイオン成分濃度の相関を図 7、8 に示した。
pH と NO3–濃度の間には、
有意な負の相関がみられた。
このことから、NO3–濃度は pH の変動挙動に影響してい
ると考えられる。
EC と NO3–、SO42–濃度の間には、有意な正の相関がみ
られた。このことから、EC を変化させる因子として
NO3–、SO42–が考えられる。
３．３ プランクトンの季節変動
３．３．１ 植物プランクトン
植 物 プ ラ ン ク ト ン で あ る ク リ プ ト 藻 綱
（ Cryptophyceae ） お よ び ツ ノ オ ビ ム シ （ Ceratium
hirundinella）の季節変動を図 9、10 に示した。今回の調
査では、植物プランクトンの季節変動における傾向を確認
することはできなかった。
pH と植物プランクトン細胞数の相関についても有意な
相関を確認することはできなかった。

図  &KOD の季節変動
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図  &U\SWRSK\FHDH の季節変動
しかし、今回の調査により夜叉ケ池は、植物プランクト
ンの出現数が少ない湖沼であることが確認された。一般的
な湖沼では、プランクトンの炭酸同化作用により、湖沼水
中の CO2 が消費され、その分 pH が高くなる。さらに、
プランクトンの窒素同化作用により、湖沼水中の NO3–が
栄養分としてプランクトンに取り込まれることで、NO3–
が消費される。
つまり、前述のように夜叉ケ池湖沼水中では、植物プラ
ンクトンの出現数が少ないため、これらの作用が弱く、こ
のことが図 7 に示す pH と NO3–濃度の間の有意な負の相
関に寄与していると推察された。
３．３．２ 動物プランクトン
この 3 年間における動物プランクトンであるハリナガ
ミジンコ（Daphnia longispina）および橈脚亜綱のノープ
リウス期幼生（Copepoda(nauplius)）の季節変動を図 11、
12 に示した。今回の調査では、動物プランクトンの季節
変動における傾向を確認することはできず、pH と動物プ

図  &HUDWLXPKLUXQGLQHOOD の季節変動

ランクトン細胞数についても有意な相関を確認できなか
った。
３．４ イオン成分における湖沼水と湿性沈着量との相関
夜叉ケ池湖沼水質、降水量と降水中の成分がおよぼす影
響を検討するため、各イオン成分について夜叉ケ池湖沼水
中の濃度と降雨による湿性沈着量の相関を図 13～15 で評
価した。
各月の夜叉ケ池湖沼水中の各イオン成分濃度として、夜
叉ケ池で採水した試料の濃度（μmol/L or mg/L）を横軸
に、各月の各イオン成分の湿性沈着量として、当センター
屋上（夜叉ケ池からの距離約 50km）で定期的に捕集した
雨水を、各月毎に降水量で加重平均して求めた量
（mmol/m2/月）を縦軸とした。しかし、今回の解析では
有意な相関を確認することはできなかった。
この原因として、雨水を捕集した地点が夜叉ケ池湖沼水
採取地点から離れすぎていたことと、統計上の「選抜効果」
により、相関関係を検討する対象についてその対象の中の
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一部分の偏ったデータだけを用いて相関をとったことが
考えられた。そのため、夜叉ケ池付近の湿性沈着量データ
を収集することと、できるだけ偏りの少ない多数のデータ
を収集する必要があるが、夜叉ケ池が標高 1,099m の山頂
付近に位置することや、「夜叉ケ池水生昆虫特定動物生息
地保護林」に林野庁が指定していることからモニタリング
用計測機を池に常設することは難しく、当該データの収集
は極めて困難である。

12.0

SO42－湿性沈着量(mmol/m2/月)

8月

図  &RSHSRGD QDXSOLXV の季節変動

12.0

0.0

7月

月

図  'DSKQLDORQJLVSLQD の季節変動

0.0

第 11 巻（2012）

㻝㻚㻠㻜
㻝㻚㻢㻜
陸水SO42－(mg/L)

㻝㻚㻤㻜

㻞㻚㻜㻜

図  62–における湖沼水と湿性沈着量の相関

1．夜叉ケ池湖沼水において、pH と NO3-濃度の間には負
の相関がみられた。また、EC と NO3-、SO42-濃度の間
には、正の相関がみられた。
2．夜叉ケ池は植物プランクトンの出現数が少ない湖沼で
あることを確認した。
3．夜叉ケ池は、一般的な湖沼に比べて総アルカリ度が低
く、酸感受性が高い湖沼であることを確認した。
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4．プランクトン検鏡・計数結果では、湖沼水 pH 変化の指
標となる有効なプランクトンは確認できなかった。
5．各イオン成分について、夜叉ケ池湖沼水中の濃度と降
雨による湿性沈着量の有意な相関を確認することはで
きなかった。
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ヨシを用いた吸着材の開発に向けた基礎的研究
岡 恭子
Research on the Adsorbent made of Reeds
Kyoko OKA

１．はじめに
三方五湖は 2005 年にラムサール条約に登録された湖沼
であり、福井県が誇る貴重な観光資源である。しかし近年
三方湖の環境基準が達成されていない現状から、水質を改
善し、景観を保持することが求められている。
そのような中で今日、水生植物による水質浄化が見直さ
れており、本県でも水生植物を植栽した浮礁の設置や渚護
岸の整備に取り組んでいる。
ヨシなど水生植物による水質浄化効果を十分に得るた
めには、富栄養化の原因物質である窒素・燐を吸収して成
長した植物体を系外除去（刈り取り）する必要がある。刈
り取り後のヨシの一部は梅林の肥料として利用されてい
るが、他の有効利用はなされていない。刈り取り作業およ
び廃棄処分に費用がかかるため、ヨシの有効利用法の開発
が求められている。
植物系廃棄物の有効利用法としては、堆肥化や吸着材と
しての利用が研究されている。ヨシはすだれやよしずに利
用されるように、他の植物系廃棄物に比べて腐敗しにくく
扱いやすいという特徴がある。
そこで本研究では、有害物質の吸着材としての活用可能
性を探ることとした。

２．方法
２．１ 吸着材の調製
２．１．１ 洗浄処理
 刈り取り後、全体が黄色になるまで十分に自然乾燥させ
たヨシを、表 1 に示した 4 種類の洗浄液を用いて、次の方
法で洗浄処理した。プラスチック容器にヨシ 1g と各洗浄
液 20ml を入れ、フタをして 1 分間振とう後、一晩静置し
た。その後遠心分離（2500rpm、5 分間）し、上澄水を捨
て、超純水を加えて振とう後、再度遠心分離して上澄水を
捨てた。①と②については、pH が中性になるまでこの操
作を繰り返した。その後、105℃で 2 時間乾燥した。

２．２ 吸着能評価
２．２．１ 吸着対象物質
 重金属を吸着対象物質として、ICP-MS 検量線作成用標
準試薬地下水分析セット GW-1 および GW-2（GL サイエ
ンス）を混合・希釈したものを吸着用溶液として用いた。
その組成および希釈後の濃度を表２に示す。
 吸着用溶液に含まれる元素のうち、環境基準の定められ
ている Cd、As、Se、Pb および要監視項目の Sb について
吸着能を評価した。
表２ 吸着用溶液組成
含有元素

濃度（mg/L）

Al

0.5

V

0.25

As、Be、Cr、Co、Cu、Fe、
Mn、Ni、Pb、Sb、Tl、Zn

0.1

Ag

0.05

Cd, Se

0.025

Hg

0.005

２．２．２ 吸着性試験
250ml ポリ瓶に、調製したヨシ吸着材 0.16g と吸着用溶
液 160ml を入れ、室温でスターラーにより撹拌した。10、
20、40、60、120、240 分後と 24 時間後にシリンジで吸
着用溶液を 10ml 採取し、0.45μm メンブランフィルター
でろ過した。その後、ろ液に硝酸を加え、ICP 質量分析装
置（Elan DRC e；Perkin Elmer）を用いて各金属濃度を
分析した。図 1 に試験の概略を示す。
 なお、洗浄処理の参照ブランクとして未洗浄のヨシを用
いた系と、吸着性試験の操作ブランクとしてヨシを入れな
い系でも同様に試験・分析を行った。

表１ 洗浄方法
洗浄方法

250ml ポリ瓶

洗浄液

①

アルカリ洗浄

1N 水酸化ナトリウム水溶液

②

酸洗浄

1.2N 塩酸水溶液

③

超純水洗浄

超純水

④

水道水洗浄

水道水

吸着用溶液
160ml

ヨシ吸着材
0.16g


２．１．２ 裁断・粉砕処理
 形状による吸着能を評価するため、洗浄・乾燥したヨシ
を約 5cm の短冊状に切断したものと、市販の家庭用ミル
で粉砕したものを調製した。
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図２ &G の濃度変化 洗浄方法別 

図３ $V の濃度変化 洗浄方法別 

図４ 6H の濃度変化 洗浄方法別 

図５ 3E の濃度変化 洗浄方法別 
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３．２ 形状による吸着能評価
アルカリ洗浄したヨシ吸着材を用いた吸着性試験につ
いて、各金属の濃度変化を図 7～11 に示す。
３．１と同様に、Cd、As、Se についてはどちらの形状
でもほとんど濃度が変化しなかったが、Pb および Sb につ
いては時間経過とともに濃度が低下した。120 分までは粉
末状の方が吸着能が高かったが、それ以降はあまり差がな
く、短冊状の方がやや優れていた。一般的には形状が細か
くなるほど表面積が増加して吸着能が高くなると考えら
れるため、今後さらなる試験を行う予定である。

４．まとめ
図６ 6E の濃度変化 洗浄方法別 

３．結果および考察
３．１ 洗浄方法による吸着能評価
 粉末状のヨシ吸着材を用いた吸着性試験について、各金
属の濃度変化を図 2～6 に示す。
Cd、As、Se についてはどの洗浄方法でもほとんど濃度
が変化しなかったが、Pb については時間経過とともに濃度
が低下しており、ヨシへ吸着したと考えられた。特にアル
カリ洗浄した場合に顕著であり、24 時間後には初濃度の 4
割程度となった。なお、酸洗浄した場合や操作ブランクで
は次第に濃度が高くなっているが、原因は不明である。
Sb については、操作ブランクを含む全ての系で濃度が低
下したため、ヨシ吸着材だけでなくポリ瓶に吸着している
と考えられた。

 調製したヨシ吸着材に重金属を吸着させたところ、Pb
の吸着能が高いことがわかった。Sb については、ポリ
瓶に吸着する可能性が示唆されたため、ヨシ吸着能の評
価はできなかった。
 洗浄方法の違いについては、アルカリ洗浄によって Pb
吸着能を向上させることが確認できた。
 吸着能に及ぼす形状による明確な差は見られなかった
ため、今後さらなる検討を行う予定である。

参考文献
1) 井上勝利：ミカンジュースカスやコンブ粉末を利用し
た砒素含有排水の処理技術,産業と環境,65-70,2008.2
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図７ &G の濃度変化 形状別 

図８ $V の濃度変化 形状別 


図９ 6H の濃度変化 形状別 

図  3E の濃度変化 形状別 

図  6E の濃度変化 形状別 
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有機フッ素化合物の実態解明に関する調査研究（第 3 報）
川下博之・福島綾子・三木 崇・吉川昌範
Survey Research on Perfluorinated Chemicals (3)
Hiroyuki KAWASHITA, Ayako HUKUSHIMA, Takashi MIKI, Masanori YOSHIKAWA

１．はじめに

１．はじめに

PFOS・PFOA をはじめとする有機フッ素化合物（PFCs）
は、テフロン加工の際の乳化剤、撥水・撥油剤、泡消火剤
等として身の回りの日常製品に使用されてきた 1),2)。これ
らの物質は環境中で分解されにくく、世界規模での汚染が
確認されている。また、生物に対する有害性、蓄積性が懸
念され、国内外でリスク評価や規制に向けた検討が進めら
れている。
第 1 報において、
県内 30 河川の調査を実施し、
4 河川(狐
川、馬渡川、八ヶ川、磯辺川)で PFOA が 100 ng/L 以上で
検出されたことを報告した 3)。第 2 報では 4 河川について
流域を複数に区切り詳細な調査を行った結果、いずれの河
川においても染色繊維加工事業所の排水が流入する地点
間で PFOA 濃度が上昇しており、染色繊維加工事業所が
排出源と推察できたことを報告した 4)。
今回は 4 河川のうち 1 河川について、PFOA 濃度上昇が
確認された地点周辺の染色繊維加工事業所 A 社、B 社を対
象に、事業所排水(活性汚泥処理後)および PFCs が使用さ
れている撥水工程水の、PFCs 分析を行った。

ニア水=99：1 溶液 5P/ で溶出後、窒素パージにより 1P/
まで濃縮したものを測定試料とした。
懸濁態はメタノール 10mL で 10 分間超音波抽出を行い、
1mL まで濃縮したものを測定試料とした。
溶 存 態 ・ 懸 濁 態 と も に LC/MS/MS (SHIMADZU
UFLC/ABsciex 3200Qtrap)で分析を行った。

２．方法
２．１ 調査対象物質
表 1 のペルフルオロスルホン酸類 5 物質、ペルフルオロ
カルボン酸類 10 物質、フッ素テロマーアルコール類 4 物
質の計 19 物質を調査対象物質とした。

2. フッ素テロマーアルコール類(FTOHs)
試料水にサロゲートおよび塩化ナトリウムを加え
MTBE により液液抽出を行った。
抽 出 液 を 窒 素 パ ー ジ に よ り 10mL ま で 濃 縮 し 、
Supelclean ENVI-Carb Ⅱ/PSA(supelco 社製)に通水させ、
50%ジクロロメタン：酢酸エチル＝1：1 溶液 10mL を用
いて溶出後 1mL まで窒素パージにより濃縮したものを測
定試料とし、GC/MS(SHIMADZU QP2010)で分析を行っ
た。

３．結果および考察

３．１ A 社撥水工程水および事業所排水の調査結果
A 社において PFCs が使用されている撥水工程水を分析
した結果、PFOA が 950 ng/L と最も高濃度で検出され、
異性体組成比は 44％であった。次いで PFHxA が高く、440
ng/L であった 図 1 。


表 1 調査対象物質
ぺルフルオロ
スルホン酸類
(PFASs)
物質名
炭素鎖
PFBS
4
PFHxS
6
PFHpS
7
PFOS
8
PFDS
10

ぺルフルオロ
カルボン酸類
(PFCAs)
物質名
炭素鎖
PFPeA
5
PFHxA
6
PFHpA
7
PFOA
8
PFNA
9
PFDA
10
PFUdA
11
PFDoA
12
PFTrDA
13
PFTeDA
14

フッ素テロマー
アルコール類
(FTOHs)
物質名
4:2 FTOH
6:2 FTOH
8:2 FTOH
10:2 FTOH


図 1 A 社撥水工程水中の PFASs および PFCAs 濃度




２．２ 分析方法
1. ぺルフルオロアルキルスルホン酸類(PFASs)およびぺ
ルフルオロカルボン酸類(PFCAs)
試料水をろ過し、溶存態と懸濁体に分離した。
次に、それぞれサロゲートを添加し、溶存態は
OasisWAX(Waters 製)に通水し、メタノール: 25%アンモ

事業所排水からは河川濃度と比べて高濃度の PFCAs
が検出された 図 2 。
PFCAs のうち PFDA が 700 ng/L と最も高濃度で検出さ
れ、異性体組成比は 33％であった。次いで PFOA 濃度が
高く、600 ng/L であった。
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10:2 FTOH




図 2 A 社事業所排水中の PFASs および PFCAs 濃度

３．２ 濃度および組成比の比較
当該事業所の撥水工程水は他の工程水で約 2500 倍に希
釈され排出されているが 図 3 、撥水工程水と事業所排水
の PFCAs の濃度レベルは同程度であった。


図 3 事業所排水フロー

また、撥水工程水および事業所排水の PFCAs の組成比
を比較すると 表 2 、例えば、PFHxA は撥水工程水では
21%だが、事業所排水では 2%となっている。また、PFUdA
は撥水工程水では 1%であるが、事業所排水では 19%であ
り、撥水工程水と事業所排水の組成比は大きく異なってい
た。

表 2 事業所排水、撥水工程水中の PFCAs 組成
物質名
撥水工程水 
事業所排水 
物質名
撥水工程水 
事業所排水 

PFPeA
3
1
PFDA
14

33




PFHxA
21
2
PFUdA
1
19


8:2 FTOH

図 5 A 社撥水工程水中の FTOHs 濃度





PFHpA
PFOA PFNA
3
45
12
7
28
9
PFTrDA PFTeDA

0
0
0
0


 これらの要因として撥水工程以外からの PFCs の混入も
しくは前駆体からの生成が考えられるが、当該事業所で使
用されている PFCs は撥水工程に限られていることから、
排水処理の過程で、PFCAs が前駆体から生成されたと推
察できる。

３．３ 撥水工程水および事業所排水中の前駆体 FTOHs
濃度について
PFCAs の主要な前駆体であるフッ素テロマーアルコー
ル類 以下 FTOHs を図４に示す。
FTOHs は活性汚泥処理により PFCAs に分解されるこ
とが報告されている 5),6 。




図 4 FTOH の構造式

撥水工程水および事業所排水中 FTOHs の分析結果を図
5、図 6 に示す。
撥水工程水からは高濃度の FTOHs が検出され、8:2
FTOH が 1.8×107 ng/L、10:2 FTOH が 8×106 ng/L であ
った。
一方、事業所排水からも FTOHs が検出されたが、濃度
は大幅に減少しており、8:2 FTOH が 460 ng/L、10:2
FTOH が 240 ng/L であった。


図 6 A 社事業所排水中の FTOHs 濃度




３．４活性汚泥処理前後の 8:2FTOH、PFOA の物質収支
8:2 FTOH、PFOA に関する物質収支を図 7 に示す。
撥水工程水および事業所排水の水量および 8:2 FTOH、
PFOA の濃度から負荷量を試算すると、撥水工程水中には
8:2 FTOH が 3600mg、PFOA は 0.2mg、事業所排水中に
は 8:2 FTOH が 230mg、PFOA が 300mg 含まれているこ
とになる。
8:2 FTOH、PFOA の物質収支をとると

＜8:2 FTOH＞
230mg 活性汚泥処理後 －3600mg 活性汚泥処理前 
＝－3370mg 減少 
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PFOA!
300mg 活性汚泥処理後 －0.2mg 活性汚泥処理前 
≒300mg 増加 
となり、活性汚泥処理の前後で 8:2 FTOH が減少し、
PFOA が増加していることが分かった。このことから活性
汚泥処理中で 8:2 FTOH が分解し PFOA が生成している
可能性が示唆された。






図 7 8:2 FTOH、PFOA 物質収支

また、8:2 FTOH は PFOA や PFNA 等に分解されるこ
とが知られている ）。10:2 FTOH の分解経路が 8:2 FTOH
と同様とすると 10:2 FTOH は PFDA や PFUdA 等に分解
されると考えられる。
図 1 の事業所排水中 PFCAs の濃度を見ると、撥水工程
水中の 8:2 FTOH と 10:2 FTOH から生成しうる PFOA～
PFUdA が主要な組成を占めていることから、事業所排水
中の PFCAs は撥水工程水中の FTOHs 由来である可能性
が示唆された。

図 9 B 社事業所排水中の PFASs および PFCAs 濃度

    

３．５ B 社 撥水工程水および事業所排水の調査結果
B 社撥水工程水からは PFOA が 74000 ng/L 図 8 、事
業所排水からは 5000 ng/L 図 9 検出された。A 社と比較
すると撥水工程水および事業所排水ともに 10 倍程度高い
濃度であった。
 また、撥水工程水中の FTOHs は 8:2 FTOH が 1.8×10８
ng/L、10:2 FTOH が 6.2×10７ng/L であり 図 10 、事業所
排水からは 8:2 FTOH が 120 ng/L 検出された 図 11 。
 B社についても撥水工程水中のFTOHsが事業所排水中
PFCAsに影響を与えていると推察されるが、撥水工程以外
にも、しみ防止加工でPFCs含有の撥水剤が使用されてい
るため、しみ防止加工工程水中のFTOHsを含めたPFCsの
調査が必要である。


図 10 B 社撥水工程水中の FTOHs 濃度


図 11 B 社事業所排水中の FTOHs 濃度






４．まとめ



図 8 B 社撥水工程水中の PFASs および PFCAs 濃度



PFOA 濃度が 100 ng/L 以上で検出された河川において
主な排出源と考えられた A 社、B 社の事業所排水を調査し
た結果、河川濃度と比較して高い濃度の PFCAs が検出さ
れた。
A 社、B 社とも、撥水工程において PFCs を使用してい
ることから、撥水工程水中の PFCAs を分析した。その結
果、撥水工程水中と事業所排水中の PFCAs の組成比が大
きく異なっており、前駆体からの PFCAs の生成が考えら
れた。
 そこで、撥水工程水中の前駆体を調査したところ、A 社、
B 社の撥水工程水中から非常に高濃度の前駆体 FTOHs が
検出され、これらが活性汚泥処理中に PFCAs に分解され
ている可能性が示唆された。

 なお、本研究は文部科学省「特別電源所在県科学技術振
興事業費補助金」により、
「化学物質対策調査研究事業 平
成 23～25 年度 」として実施した。
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ノート

土壌試料等のダイオキシン類迅速分析法
三木 崇・川下博之・吉川昌範
Rapid Analysis of Dioxins in Contaminated Soil, Sediment and Dyes.

Takashi MIKI, Hiroyuki KAWASHITA, Masanori YOSHIKAWA

１．はじめに
土壌試料をはじめとする粒子状物質のダイオキシン類
の測定は、
「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュア
ル」
「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」
「特
別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の
検定方法」
（以下、公定法）に基づいており、これらの公
定法は測定結果を得るまでに多大な時間やコスト、労力
を要する。
このため平成 21 年 3 月、土壌底質試料を対象とした環
境省簡易測定マニュアル 1-2)が策定されたが、作業工程が
公定法に近いことや、分析結果が調査指標値を超える場
合には公定法での再測定が必要となるなど、緊急時にお
ける迅速化・省力化の面で課題もある。
また環境中のダイオキシン類汚染源として知られてい
る燃焼生成由来や過去の農薬成分（CNP、PCP）以外に、
工業原料の有機顔料には、一部の製品に非意図的副生物
として高濃度のダイオキシン類・PCB が確認されており
3-6)、多量の夾雑物のためダイオキシン類分析の難易度も
高い。
そこで染料系汚染土壌も対象とした迅速・安価なスク
リーニング手法として、高速溶媒抽出を用いた迅速抽出、
RH-12ms での１カラム簡易評価法、排ガス・はいじん試
料に適用されている生物検定法による簡易毒性評価法の
適用について検討した。

２．２ 生物検定法による毒性評価
 ASE で得られた抽出液を、環境省の「排出ガス、ばい
じん及び燃え殻のダイオキシン類に係る簡易測定法マニ
ュアル（生物検定法）」7)に準拠して精製操作と定量操作
を行った。
（図１）
なお、今回採用した手法は、告示第 92 号第２の１に記
載された抗ダイオキシン類モノクローナル抗体を用いた
抗原抗体反応 8) で、環境ソルテック社が販売している
ELISA 分析キット（商品名：ダイオクイッカー）である。
マイクロプレート洗浄は BIO-RAD 社製の Immuno
Wash 1575 にて行い、反応後の吸光度測定は TECAN 社
製のサンライズリモート R で、波長 450nm にて測定し
た。なお、濃度換算式の係数はばいじん試料と排ガス試
料で若干異なるため、土壌試料の評価には同じ固形物試
料であるばいじん試料の換算式（図 2）を使用した。

２．方法

２．１ 高速溶媒抽出法
土壌・底質の風乾試料に含水率が 5～50％となるよう
純水を添加し、高速溶媒抽出（以下、ASE）条件下での
抽出阻害影響を検討した。装置の抽出条件を表１に示す。
抽出操作以降の精製から分画までは、ダイオキシン類
に係る土壌調査測定マニュアル（平成 21 年 3 月）に基づ
いて処理を行い、mono-ortho PCBs 画分と non-ortho
PCBs/PCDDs/PCDFs 画分を 20μL まで最終濃縮し、高
分解能 GC/MS（日本電子：JMS 700D）で SP-2331、
RH-12ms カラムを使用して各異性体を定量した。また、
１カラム簡易定量は RH-12ms を使用し、毒性等価係数
（TEF）を持つ 29 異性体を定量した。

図  抗原抗体反応法定量フロー

 Q 
測定量（毒性等量）（ng  TEQ / g）  0.0601 

 1000 

表 高速溶媒抽出装置条件（',21(;$6(）

0.9605

Q ：希釈倍数×実測濃度 (ng/mL)
ν ：測定用試料の液量 (mL)
VE：抽出液量 (mL)
V’E：抽出液分取量 (mL)
V ：試料採取量 (g)

図  ばいじん試料の濃度換算式
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３．結果と考察

３．１ 高速溶媒抽出条件
①水分影響の検討
風乾土壌試料を前述の ASE 条件でトルエン抽出を行
った結果、全濃度に対して１回目で 94.5％、２回目で
5.5%が回収され、３回目は ND であった。このため、抽
出操作は全て２回抽出とした。
また、水分が多く含まれる試料はダイオキシン類の抽
出効率が低下することが知られている 9-12)。抽出阻害影
響の評価のため、風乾試料（底質）に純水を添加して抽
出量を評価した。図 3 に純水添加量 0％（重量比）を基
準とした異性体毎の抽出量の結果を示す。純水添加量と
ともに抽出量が低下し、添加量が 30％を超えるあたりか
ら抽出効率の低下が認められた。
なお湿泥試料からの直接抽出は、アセトン－トルエン
の段階抽出を行うことで風乾試料と同等以上の回収率を
得ることができる 10-12)が、アセトン抽出では検体中の多
量の水分や夾雑物まで抽出されてしまうため、精製操作
の前にヘキサン－ヘキサン洗浄水での液－液抽出作業を
行わなければならず、さらに１工程が増えることとなる。
このため、簡易的な脱水操作などで水分影響を緩和して
トルエン抽出で十分な回収率が得られれば、抽出効率の
維持と作業工程の軽減に繋がるものと期待できる。

第 11 巻（2012）

クスレー法／ASE 法の差が小さかった可能性が考えら
れる。



図  ソックスレー／$6( 抽出比較



図  $6(１カラム定量法／公定法


図  底質試料抽出量比較試験（水分 基準）
②ASE－１カラム簡易評価法
 公 定 法 の 定 量 結 果 を 基 準 に 、 ASE ‐ １ カ ラ ム
（RH-12ms）簡易定量法の値を評価した。
底質試料では、公定法のソックスレー抽出と ASE の抽
出量が概ね一致し、29 異性体の単純平均で ASE が 3.9％
高い結果となった（図 4）
。また１カラム簡易定量におい
ては、Total-TEQ は公定法とほぼ同値だが、一部の異性
体が過大評価となり、1,2,3,6,7,8-HxCDF（TEF=0.1）は
1,2,3,4,6,7-HxCDF（TEF=0）と分離できずに、約２倍
の定量結果となった（図 5、6）。
一方、土壌試料は低塩素体の抽出量は同程度であった
が、OCDD など一部の高塩素体の抽出量が大きくなり、
ソックスレー法の数倍に達するものも認められた。今回
の実験に使用した試料性状を鑑みると、この要因の一つ
として粒子径の影響が考えられる。今回の土壌試料は粒
子の粗い砂質状のため表面の凹凸も多く、ソックスレー
法では吸着力の強い高塩素体が十分剥離しなかったこと、
底質試料は粒子が小さいものが多く、抽出が容易でソッ


図  $6(２カラム定量法／公定法


３．２ 生物検定法による毒性評価
①ELISA キットの交差反応性
当該 ELISA キットについて、藤平ら 12)が求めた抗ダ
イオキシン類抗体の交差反応性を図 7、8 に示す。当該キ
ットはばいじん・排ガス試料を対象としていることから、
1,2,3,7,8-PeCDF をはじめとする燃焼由来に特徴的な異
性体に高い反応性を有している。
一方で、ダイオキシン類の中でも OCDD などの高塩素
体や Co-PCB 類、試料中の夾雑物である多環芳香族類と
の反応性が極めて低く設定されており、夾雑物等による
誤定量のリスクが低いという利点はあるが、Co-PCB な
ど一部の異性体が測定対象外となる点について注意が必
要である。
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②反応性の試算
当該 ELISA キットに係る検討として、前述の交差反応
性を用いて試料毎の反応性を試算した。
当センターが過去に行ったダイオキシン類分析結果を
基に、各異性体の実測濃度に各々の交差反応性 13)を掛け
合わせて反応度を試算した結果、ばいじん試料、土壌・
底質試料で有意な正の相関があり、良好な直線関係が得
られた。結果を図 9～11 に示す。
底質試料の一部では回帰直線から若干外れる試料も認
められたが、この試料は染色排水流入河川の底質で、
Total-TEQ の約半分を TEF＝0.1～0.5 の染料由来ピーク
（2,3,4,7,8-PeCDF、2,3,4,6,7,8-HxCDF、PCB#126）が
占めており、当該分析キットはこれらの異性体の交差反
応性が総じて低いためと考えられる。
また TEQ 当りの反応性は対象試料の異性体構成比に
よって左右されると考えられるが、実測濃度を基にした
試算結果では、ばいじん試料より土壌・底質試料の方が
反応性が高く、実際の生物検定評価でも、ばいじん試料
は高分解能 GC/MS 定量値と同程度だが、土壌・底質試
料は生物検定法の方が高めの値となる傾向が認められて
いる。
生物検定法を利用した他の研究報告 11-20)の中には、試
料中の多環芳香族炭化水素類など夾雑物の影響によって
公定法より高めの値となる傾向が報告 12,20)されているも
のもある。しかしながら、我々が用いた ELISA キットは
ダイオキシン類類似化合物との反応性が極めて低く、今
回の試験で高めの定量結果となった原因は、試料の異性
体組成の差に起因するものと推定される。
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図  抗ダイオキシン類抗体の交差反応性②
（※藤平らの測定結果）

図  ばいじん試料の交差反応性試算結果

図  土壌試料の交差反応性試算結果
※排ガス試料（ 検体）からの計算値。

図  抗ダイオキシン類抗体の交差反応性①
（※藤平らの測定結果）

図  底質試料の交差反応性試算結果
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・風乾試料に純水を添加して抽出量を評価した結果、水
分量とともに抽出量が低下し、水分量が 30％を超える
あたりから抽出効率の低下が認められた。
・ASE－１カラム簡易定量を検討した結果、Total-TEQ
に関しては公定法とほぼ同値の結果が得られた。ただ
し異性体毎の評価では、底質試料で 1,2,3,6,7,8-HxCDF
（TEF=0.1）と 1,2,3,4,6,7-HxCDF（TEF=0）が分離
できず、約２倍の定量結果となるなど、一部で過大評
価となる異性体が認められた。
・ELISA キットの検討として、異性体毎の交差反応性(％)
を使用して試料毎の反応性を試算した。当センターの
GC/MS 定量結果を基に、各異性体毎の交差反応性を掛
け合わせて反応度を試算した結果、ばいじん試料、土
壌・底質試料で有意な正の相関があり、良好な直線関
係が得られた。
・底質試料の一部では回帰直線から若干外れる試料も認
められたが、この試料は染色排水流入河川の底質で、
Total-TEQ の約半分を TEF＝0.1～0.5 の染料由来ピー
ク（2,3,4,7,8-PeCDF、2,3,4,6,7,8-HxCDF、PCB#126）
が占め、当該分析キットはこれらの異性体の交差反応
性が総じて低いためと考えられる。
・土壌、底質試料は、試算結果と実際の生物検定法定量
結果の両方で、生物検定法の方が高めの値となる傾向
が認められた。
今後は、これらの知見を基に、染料汚染系土壌試料に
ついて精製工程の簡易化・迅速化と分析精度の向上に取
り組む予定である。

なお、本研究は文部科学省「特別電源所在県科学技術
振興事業費補助金」により、
「化学物質対策調査研究事業
（平成 23～25 年度）
」として実施した。
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光化学オキシダント等の越境汚染に関する調査研究（第 2 報）
―海沿いの高地における光化学オキシダント等の実態―
谷口佳文・福島綾子・泉 宏導
Research on the cross-border pollution of photochemical oxidants(2)
－ The characteristics of photochemical oxidants
at highlands along the sea –
Yoshifumi TANIGUCHI ,Ayako FUKUSHIMA ,Hiromichi IZUMI,
  ・国見岳（5 月 25 日～6 月 24 日）

１ はじめに

  平成 23 年度※

 近年、全国的にオキシダント(Ox)濃度の増加傾向や高

  ・国見岳（4 月 25 日～5 月 25 日）

濃度となる地域の広域化が指摘され、その原因としてア

  ・国見岳（9 月 12 日～10 月 12 日）

ジア大陸からの越境汚染の可能性が指摘されている。

  平成 24 年度※
  ・国見岳（4 月 25 日～6 月 1 日）

本県においても、従来は南よりの風の時に嶺南の測定

 ※平成 23 年度以降は崖崩れによる通行止めのため、

局で Ox 濃度が高くなる傾向であったが、近年は西寄り
の風の日に、県内全域で Ox 濃度が高くなる傾向 1)にあ

国見岳のみで調査
○測定項目

る。
平成 21 年度の予備調査により

  ・二酸化硫黄(SO2)

2)、海沿いの高地での

観測が、県内での越境汚染の発生メカニズムや影響度合

  ・窒素酸化物(NOx(NO+NO2))

を明らかにするために有効であることが示唆されたこ

  ・炭化水素(NMHC､CH4)

とから、今回は予備調査に引き続き実施した平成 22 年

  ・浮遊粒子状物質(SPM)

度から 24 年度の調査結果について報告する。

  ・オキシダント(O3)
○比較対象測定局
・三国局   坂井市三国町山岸

２ 調査方法

・福井局   福井市豊島 2 丁目

Ox 濃度が高濃度となる要因として、近傍地域から排

・神明局   鯖江市水落町

出された窒素酸化物(NOx)等による生成の他に、上空の

・大野局   大野市水落町

強い風に乗って遠方から運ばれた Ox が、対流により地

・敦賀局   敦賀市松栄町

上に供給されることが考えられる。

・小浜局   小浜市千種 1 丁目

そこで、上空から飛来する Ox を直接測定するため、
陸域の汚染物質排出源の影響を受けにくい海沿いで、大
気混合層の範囲内かつ逆転層の範囲外（標高 500～
1500m 程度）となる県北部（嶺北）の国見岳山頂付近
および県南部（嶺南）の久須夜ヶ岳山頂付近の 2 地点で
大気環境測定車「みどり号」に搭載された自動測定機で
測定を行い、県内平野部に設置されている測定局（以下
「比較対象測定局」と言う）との比較を行った。
○調査地点
・国見岳
北緯 36 度 4 分、東経 136 度 5 分、標高 656m
・久須夜ヶ岳
北緯 35 度 33 分、東経 135 度 43 分、標高 619.7m
図 1

○調査期間
  平成 22 年度
  ・久須夜ヶ岳（4 月 8 日～5 月 11 日）
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また、調査地点（国見岳、久須夜ヶ岳）の違いによる

３ 調査結果および考察

明確な差は見られず、SO2、NOx、NMHC、CH4、SPM
は日平均値、日最高値ともに比較対象測定局にくらべ、

３．１ 測定項目の濃度推移
SO2、NOx、NMHC、CH4、SPM は、各調査期間と

低いまたは同程度で推移した。Ox は日平均値、日最高

も比較対象測定局にくらべ、日平均値、日最高値は低い

値ともに比較対象測定局にくらべ高めに推移し、日平均

または同程度で推移した。

値で大きな差が出る日が見られた。

 Ox は、各調査期間とも比較対象測定局に比べ、日平
均値、日最高値は高めに推移し、日平均値で大きな差が
出る日がみられた。
 なお、図 2～13 に平成 24 年度の国見岳での調査結果
を示す。

図 2

SO2 日平均値（H24 国見岳）

図 3

SO2 日最高値（H24 国見岳）

図 4

NOx 日平均値（H24 国見岳）

図 5

NOx 日最高値（H24 国見岳）

図 6

NMHC 日平均値（H24 国見岳）

図 7
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図 8

CH4 日平均値（H24 国見岳）

図 9

CH4 日最高値（H24 国見岳）

図 10

SPM 日平均値（H24 国見岳）

図 11

SPM 日最高値（H24 国見岳）

図 12

Ox 日平均値（H24 国見岳）

図 13

Ox 日最高値（H24 国見岳）

なくなることから、日中上空に舞い上がった Ox の蓄積

３．２ ポテンシャルオゾン濃度による考察
Ox の 濃 度 差 に つ い て 、 ポ テ ン シ ャ ル オ ゾ ン

や、遠方からの移流が影響していると考えられる。

[PO]=[O3]+[NO2]-0.1[NOx]を用いた 1 時間値による評

天候による差を見ると、調査地点付近の気象観測所
（福井または小浜）で雨が観測された日は、調査地点と

価を行った。
各調査期間とも、調査地点の PO 濃度変化は、比較対

比較対象測定局との濃度差が小さく、晴れの日は大きな

象測定局と比べて緩やかで、夜間の濃度上昇や、日の出

濃度差が出る傾向にあったが、晴れでも濃度差の少ない

前後に濃度が下がる挙動が見られた。

日が見られた。
なお、図 14 に平成 24 年度の国見岳での調査におけ

比較対象測定局と調査地点を比較すると、夜間に大き

るポテンシャルオゾンによる 1 時間値濃度推移を示す。

な濃度差が出ているが、この要因として、夜間は地表と
の対流が弱まり、地表から上空への汚染物質の供給が少
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PO 濃度推移（H24 国見岳）

図 15～21 に比較対象測定局の日最高ポテンシャルオ

がり、比較対象測定局の濃度が上昇する挙動から、夜間、

ゾン濃度と、調査地点での 24 時のポテンシャルオゾン

上空に蓄積もしくは移流してきた汚染物質が、日の出前

濃度の相関図を示す。

後の対流で地表に供給されることで、比較対象測定局の

比較対象測定局の日最高 PO 濃度と、調査地点の前日

Ox 濃度を一様に上昇させ、日中の Ox 濃度を底上げし

24 時の PO 濃度に、0.7 以上の相関が得られた。このこ

ていることが示唆された。

とや、PO 濃度推移で日の出前後に調査地点の濃度が下

図 15

PO 濃度相関図（全測定局）

図 16

－ 82 －

PO 濃度相関図（三国局）

福井県衛生環境研究センター年報

第 11 巻（2012）

図 17

PO 濃度相関図（福井局）

図 18

PO 濃度相関図（神明局）

図 19

PO 濃度相関図（大野局）

図 20

PO 濃度相関図（敦賀局）

図 21

PO 濃度相関図（小浜局）

３．３ 後方流跡線解析による考察

以上の高濃度が観測される日も多く見られた。
また、国内を源流とする気塊（分類 A）の日は、数日

 表 1 および表 2 に後方流跡線による分類結果を示す。
なお、分類は気塊の源流やその経路別に図 22 のとお

間国内に滞留するような流跡線を描く傾向にあり、国内

りとし、地表に接地した場合や各高度で源流が大きく異

で発生した汚染物質が上空に蓄積されることが濃度差

なる場合は不明とした。

の原因と考えられる。
 晴れで濃度差が 25ppb 未満の日の後方流跡線解析は、

夜間の PO 濃度差の原因を探るため、調査地点の 24
時の PO 濃度と、比較対象測定局の 24 時の平均 PO 濃

大部分が太平洋上を源流とする気塊（分類 A）が占めて

度の差が 25ppb 以上の日について、後方流跡線による

おり、その動きも比較的速いものであった。

分類を行った。
全体として東アジア大陸を源流とする気塊（分類 B



および D）の占める割合が多く、県内で Ox 濃度 90ppb

－ 83 －

福井県衛生環境研究センター年報

第 11 巻（2012）

４ まとめ
調査地点における汚染物質の濃度は、比較対象測定局
に比べ、概ね低いもしくは同程度の濃度推移であったが、
Ox のみ高めで推移し、特に夜間に大きな濃度差が出る
傾向にあった。この要因として、日中上空に舞い上がっ
た Ox の蓄積や、遠方からの移流が影響していると考え
られる。
また、比較対象測定局の日中の日最高 PO 濃度と、調
査地点の前日夜間の PO 濃度に相関が見られたことか
ら、県内の Ox 濃度上昇は、上空に蓄積もしくは移流し
てきた汚染物質の影響を受けていることが示唆された。
その原因として、後方流跡線解析によりアジア大陸か
らの移流の影響を受けている傾向が見られたが、国内を
図 22

源流とする場合でも、気塊が数日間に渡って国内に滞留

後方流跡線による分類凡例

することで上空に汚染物質が蓄積され、県内の Ox 濃度
表 1 夜間濃度差 25ppb 以上時の分類

を上昇させていることが示唆された。
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※( )内は県内で 90ppb 以上が観測された日数
表 2 晴れかつ夜間濃度差 25ppb 未満時の分類
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