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１．はじめに 
 
ヘキサブロモシクロドデカン（HBCD：C12H18Br6）は

臭素系難燃剤として優れた性質から、毎年 3000 トン弱

が樹脂製品・繊維製品などに使用されてきた。一方で

POPs としての有害性に関する報告もあり、2013 年 5 月

にストックホルム条約の規制対象物質、2014 年 5 月に化

審法第一種特定化学物質に指定され、現在は原則的に製

造・輸入が禁止されている。 
繊維産業が盛んな福井県では、嶺北地方の平野部を中

心に多数の繊維染色加工事業所が操業していることから、

工場排水による HBCD 汚染が懸念され、他機関の研究報

告 1-3)でも九頭竜川の底質から、主要異性体のγ - H B CD
が高濃度で検出されている。このため、福井県内におけ

る HBCD 汚染実態の把握を目的として、30 河川 32 地点

を対象とした実態調査を行うとともに、同調査で高濃度

の HBCD が検出された 6 河川と、九頭竜川本川を対象と

した詳細調査を実施した。 
 

 
 

 

 

 

ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD)の構造式  
 

２．方法 
 

２．１ 河川水分析法 

河川水（0.5～1L）に内部標準物質（13C-HBCD）50ng
を添加し、ガラス繊維ろ紙で懸濁物をろ過した後、試料

溶液を再度固相ディスク（Empore Disk C18）にて約

50mL/min で吸引ろ過を行った。１時間の 40℃乾燥と風

乾により試料を完全に乾燥させ、超音波抽出（アセトン

1 回、ジクロロメタン 2 回、各 20mL）により得られた

抽出液を濃縮してヘキサン 5mL に転溶し、1mL まで窒

素パージ濃縮を行った。クリーンアップ用固相カートリ

ッジ（Envi-Carb）に固定後、25%ジクロロメタン/ヘキ

サン溶液 10mL で溶出させ、窒素パージ濃縮後、ヘキサ

ン 3mL 程度に転溶し、乾固寸前まで濃縮した。アセトニ

トリル 3mL に転溶後、再度 0.5mL まで濃縮し、シリン

ジスパイク用内部標準物質（d18-αHBCD）50ng を添加

後、1mL にメスアップし、シリンジフィルターで懸濁物

を除去して LC-MS/MS 測定（Shimadzu 社製 LP-8050）
を行った（図 1）。 
 

  
 

図 1 河川水分析フロー 
 

２．２ 底質分析法 

風乾処理後の底質 2g を分取し、抽出セル内に珪藻土と

底質試料を入れて内部標準物質（13C-HBCD）50ng を添

加し、アセトン抽出（100℃、1500psi）を２回行った。

アセトン抽出液を濃縮後、銅片 1g を加えて 45℃にて１

時間以上加温処理した後、精製水 100mL とヘキサン

40mL で液-液抽出し、再度精製水 100mL を加え液-液抽

出を行った。ヘキサン層を無水硫酸ナトリウムで脱水ろ

過して１mL 程度まで濃縮し、多層カラム（硫酸シリカ

ゲル 22% 6g、44% 4.5g、ワコーゲル・硫酸ナトリウム

適量）に固定させ、25%ジクロロメタン/ヘキサン溶液

140mL で溶出し、精製液を濃縮してヘキサン溶液に転溶

した。窒素パージ濃縮で乾固寸前まで濃縮し、アセトニ

トリル 3mL に転溶後、再度 0.5mL まで濃縮し、シリン

ジスパイク用内部標準物質（d18-αHBCD）50ng を添加

後、1mL にメスアップし、シリンジフィルターで懸濁物

を除去して LC-MS/MS 測定を行った（図 2）。 
なお、河口付近の底質の多くはヘドロ状のシルト質で

あることが多く（表 2）、濃縮時には硫黄と思われる多量

の針状結晶が析出したため、既存の分析法検討結果 4-6)

を参考に、Cu 処理（45℃）を行うこととした。この操

作により針状結晶の析出が大きく抑制され、100％近い回

収率を安定して得ることができた。 
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図 2 底質分析フロー 

 
３．結果と考察 

 

３．１ 実態調査 

 平成 26 年 10 月～27 年 1 月にかけて県内 30 河川 32
地点の水質・底質を採取、分析した結果、6 河川で高濃

度の HBCD が検出された（図３）。水質 3 地点、底質 5
地点で環境省化学物質環境実態調査結果（H23-24）（以

下「全国調査」という。）7)の最大値（γ-HBCD 濃度：

水質65ng/L, n=47、底質570ng/g-dry, n=249）を超過し、

水質の最大値は狐川の 890ng/L、底質の最大値は兵庫川

の 6,800ng/g-dry であった。 
また、高濃度河川における異性体組成比は、水質、底

質ともに河川毎に若干の差が見られるが、同一河川にお

ける水質と底質の異性体組成比は良く似た傾向を示して

いた（図４）。経済産業省等の資料 8-10)によると、一般的

な難燃材中の構成比は、γ体が 70～90%、α体が 5～15％、

β体が 20％未満であるが、本県の河川毎の特徴として、

竹田川、兵庫川、磯部川は水質、底質ともγ体比率が高

く 95%以上を占め、狐川はγ体が約 80％、α体が 20％
弱とα体比率が高めであった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

図 3 実態調査結果（水質・底質） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4 河川毎の HBCD 異性体構成比（水質・底質） 

(※底質 HBCD 濃度が 10ng/g 以上の地点) 

 
また、水質濃度が ND の地点については、底質のα体・

β体比率が他の地点より若干高めとなる傾向が認められ

た。その要因として、各河川における工業原料由来の比

率の差や、γ体はα体・β体より分解性が高いことから、

時間経過によるγ体の減少に伴って相対的にα体・β体

比率が上昇した可能性が考えられる。 
 
３．２ 詳細調査 

平成 27 年 11 月～28 年 2 月にかけて前述の高濃度 6
河川を対象とした詳細調査を実施した結果、γ-HBCD
濃度の河川毎の調査結果は以下のとおりであった。 
３．２．１ 竹田川、兵庫川流域 

平成 26 年 10 月に、竹田川 2 地点、兵庫川 1 地点で

実態調査を実施した。 
兵庫川合流後の竹田川栄橋では、水質 4.2ng/L、底質

1,100ng/g-dry であり、底質試料から全国調査の最大値

を超える HBCD が検出された（図５）。また、竹田川

栄橋の上流にあたる清間橋では水質･底質ともにNDで

あり、兵庫川新野中橋で水質 90ng/L、底質 6,800 
ng/g-dry と、水質・底質ともに全国調査の最大値を超

える HBCD が検出されたことから、竹田川栄橋の

HBCD は兵庫川からの流入によるものと示唆された。 
そこで、両河川を対象とした HBCD 排出源の特定の

ための詳細調査を行った。平成 27 年 12 月に採取した

河川水の水質を分析した結果、河口部の竹田川栄橋（竹

①）の濃度は 3.6ng/L であり、その上流の３地点（竹

②竹松橋、竹③下番北、竹④清間橋）はいずれも ND
であった。また、兵庫川の新野中橋（兵①）の水質は

34ng/L であったが、その上流の蛸橋（兵②）、兵庫小

学校横（兵③）は ND であった（図６）。また、兵庫川

に流入する水路の水質について調査した結果、兵支①

が 270ng/L、兵支②が 1,400ng/L、兵支③が 170ng/L
であり、兵支②が最も高濃度であった。そこで、兵支

②周辺の流入水路を再度精査したところ別の流入水路

が確認されたため、２地点（兵支④、兵支⑤）を追加

し、平成 28 年 2 月に再調査を行った。 
再調査では、降雪の影響により水量が通常の数倍程

度あり、兵支①～③の地点間濃度比は 12 月調査と同様

ながら、HBCD 濃度は 1/3 程度であった（図７）。今回

新たに調査した兵支④の水質は 1,200ng/L で、12 月調

査で最高濃度が検出された地点（兵支②）の 420ng/L

 

 

福井県内の河川における HBCD の実態について（第２報） 
 

三木 崇・吉川 昌範 
 

Distribution of Hexabromocyclododecane in River Water and Sediment in Fukui. (2) 
 

Takashi MIKI, Masanori YOSHIKAWA 
 

 
 

１．はじめに 
 
ヘキサブロモシクロドデカン（HBCD：C12H18Br6）は

臭素系難燃剤として優れた性質から、毎年 3000 トン弱

が樹脂製品・繊維製品などに使用されてきた。一方で

POPs としての有害性に関する報告もあり、2013 年 5 月

にストックホルム条約の規制対象物質、2014 年 5 月に化

審法第一種特定化学物質に指定され、現在は原則的に製

造・輸入が禁止されている。 
繊維産業が盛んな福井県では、嶺北地方の平野部を中

心に多数の繊維染色加工事業所が操業していることから、

工場排水による HBCD 汚染が懸念され、他機関の研究報

告 1-3)でも九頭竜川の底質から、主要異性体のγ - H B CD
が高濃度で検出されている。このため、福井県内におけ

る HBCD 汚染実態の把握を目的として、30 河川 32 地点

を対象とした実態調査を行うとともに、同調査で高濃度

の HBCD が検出された 6 河川と、九頭竜川本川を対象と

した詳細調査を実施した。 
 

 
 

 

 

 

ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD)の構造式  
 

２．方法 
 

２．１ 河川水分析法 

河川水（0.5～1L）に内部標準物質（13C-HBCD）50ng
を添加し、ガラス繊維ろ紙で懸濁物をろ過した後、試料

溶液を再度固相ディスク（Empore Disk C18）にて約

50mL/min で吸引ろ過を行った。１時間の 40℃乾燥と風

乾により試料を完全に乾燥させ、超音波抽出（アセトン

1 回、ジクロロメタン 2 回、各 20mL）により得られた

抽出液を濃縮してヘキサン 5mL に転溶し、1mL まで窒

素パージ濃縮を行った。クリーンアップ用固相カートリ

ッジ（Envi-Carb）に固定後、25%ジクロロメタン/ヘキ

サン溶液 10mL で溶出させ、窒素パージ濃縮後、ヘキサ

ン 3mL 程度に転溶し、乾固寸前まで濃縮した。アセトニ

トリル 3mL に転溶後、再度 0.5mL まで濃縮し、シリン

ジスパイク用内部標準物質（d18-αHBCD）50ng を添加

後、1mL にメスアップし、シリンジフィルターで懸濁物

を除去して LC-MS/MS 測定（Shimadzu 社製 LP-8050）
を行った（図 1）。 
 

  
 

図 1 河川水分析フロー 
 

２．２ 底質分析法 

風乾処理後の底質 2g を分取し、抽出セル内に珪藻土と

底質試料を入れて内部標準物質（13C-HBCD）50ng を添

加し、アセトン抽出（100℃、1500psi）を２回行った。

アセトン抽出液を濃縮後、銅片 1g を加えて 45℃にて１

時間以上加温処理した後、精製水 100mL とヘキサン

40mL で液-液抽出し、再度精製水 100mL を加え液-液抽

出を行った。ヘキサン層を無水硫酸ナトリウムで脱水ろ

過して１mL 程度まで濃縮し、多層カラム（硫酸シリカ

ゲル 22% 6g、44% 4.5g、ワコーゲル・硫酸ナトリウム

適量）に固定させ、25%ジクロロメタン/ヘキサン溶液

140mL で溶出し、精製液を濃縮してヘキサン溶液に転溶

した。窒素パージ濃縮で乾固寸前まで濃縮し、アセトニ

トリル 3mL に転溶後、再度 0.5mL まで濃縮し、シリン

ジスパイク用内部標準物質（d18-αHBCD）50ng を添加

後、1mL にメスアップし、シリンジフィルターで懸濁物

を除去して LC-MS/MS 測定を行った（図 2）。 
なお、河口付近の底質の多くはヘドロ状のシルト質で

あることが多く（表 2）、濃縮時には硫黄と思われる多量

の針状結晶が析出したため、既存の分析法検討結果 4-6)

を参考に、Cu 処理（45℃）を行うこととした。この操

作により針状結晶の析出が大きく抑制され、100％近い回

収率を安定して得ることができた。 

ノート 

生物濃縮係数
(BCF)

α体 β体 γ体

3,390～16,100 3,350～8,950 479～2,030

生物濃縮係数
(BCF)

α体 β体 γ体

3,390～16,100 3,350～8,950 479～2,030

福井県衛生環境研究センター年報　第14巻（2015）



− 66 −

 

 

に比べ約３倍の値が検出された。兵支⑤では ND であ

り、兵支④と兵支⑤の間には繊維関連事業所が立地し

ていることから、兵支④および兵庫川流域の HBCD 濃

度には繊維関連事業所からの排出が寄与していると推

察された。 
 

 
図 5 実態調査（竹田川・兵庫川 H26/10） 

 

 
図 6 詳細調査①（竹田川・兵庫川 H27/12） 

 

 
図 7 詳細調査②（竹田川・兵庫川 H28/02） 

 

３．２．２ 磯部川流域 
平成 26 年 10 月の実態調査の結果、磯部川安沢橋は

水質 270 ng/L、底質 230 ng/g-dry であり、水質試料か

ら全国調査の最大値を超える HBCD が検出された（図

８）。 
平成 27年 12月に 4地点で詳細調査を実施した結果、

①安沢橋の水質は 220ng/L であり、実態調査時の濃度

と同程度であった。上流側の②権現堂橋は 450ng/L、
③金剛寺橋は 640ng/L とより高濃度となったが、その

上流の④千本松橋では 9.1ng/L と低濃度であった（図

９）。③金剛寺橋と④千本松橋の間には繊維関連事業所

が立地していることから、磯部川水域の HBCD 濃度に

は③金剛寺橋周辺の繊維関連事業所からの排出が寄与

していることが推察された。 
また、②権現堂橋と③金剛寺橋の間にも複数の繊維

関連事業所が立地しているが、下流側の②権現堂橋の

濃度は③金剛寺橋よりも低下していた。この低下要因

として、③から①にかけては生活排水等の流入により

河川水量が顕著に増加しており、希釈による影響と考

えられる。 
 

 
図 8 実態調査（磯部川 H26/10） 

 

 
図 9 詳細調査（磯部川 H27/12） 

 
３．２．３ 八ヶ川流域 
平成 26年 12月に採取した底質試料を分析した結果、

八ヶ川末端の①水門では 2,900ng/g-dry であり、全国調

査の最大値を超える HBCD が検出された（図 10）。 
詳細調査として平成 27 年 12 月に 4 地点で採取した

河川水の水質を分析した結果、①水門は 57ng/L と全国

調査の最大値に近い濃度であったが、その上流の②高

江橋は 6.3ng/L、③山室橋は 4.0 ng/L、支①大野橋では

ND であった。①と②の間には繊維関連事業所が立地し

ていることから、八ヶ川末端の HBCD 濃度は繊維関連

事業所の排出が大きく寄与しているものと推察された

（図 11）。 
 

 
図 10 実態調査（八ケ川 H26/10） 

 

＜八ケ川＞ 

①八ケ川末端 

②高江橋 

③山室橋 

支①大野橋(支川) 
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図 11 詳細調査（八ケ川 H27/12） 

 

３．２．４ 馬渡川流域 
平成 26 年 10 月の実態調査の結果、馬渡川末端は水

質 17ng/L、底質 710ng/g-dry であり、底質試料から全

国調査の最大値を超える HBCD が検出された（図 12）。 
平成 27年 12月に 2地点で詳細調査を実施した結果、

①末端の水質は 120 ng/L と前回より高く、全国調査の

最大値超える値が検出されたが、その上流側の②中流

の濃度は 7.9ng/L と低かった。①と②の間には繊維関

連事業所が立地していることから、馬渡川の HBCD 濃

度には繊維関連事業所からの排出が寄与しているもの

と推察された（図 13）。 
 

 
図 12 実態調査（馬渡川 H26/10） 

 

 
図 13 詳細調査（馬渡川 H27/12） 

 

３．２．５ 狐川流域 
平成 26 年 10 月の実態調査の結果、狐橋は水質 890 

ng/L、底質 1,200ng/g-dry であり、水質・底質とも全

国調査の最大値を超える HBCD が検出された（図 14）。 
詳細調査として平成 27 年 12 月に 6 地点で採取した

河川水の水質を分析した結果、①狐橋は 190ng/L と前

年度の 1/4 程度であった。上流の②公園北橋は 230ng/L、
③五條碗橋は 160ng/L と概ね近い濃度範囲であったが、

④御膳町橋では 9.9ng/L、⑤碑の山橋では ND と、とも

に低濃度であった（図 15）。 
なお、①狐橋と②公園北橋の間は支川①が流入して

おり、③五條碗橋から⑤碑の山橋の間には繊維関連事

業所が立地している。河川水量は①～⑤にかけて概ね

同程度であるが、HBCD の水質濃度は、⑤碑の山橋お

よび④御膳町橋で低く、①狐橋から③五條碗橋で高く

なっていることから、狐川の HBCD 濃度には③五條碗

橋周辺の繊維関連事業所の排出が大きく寄与している

ものと推察された。 
なお、支川①（七忠水路）の上流にも繊維関連事業

所はあるが、支川の水量は少なく、HBCD 濃度も低い

ことから、狐川本川濃度に対する支川の寄与は無視で

きる水準であると考えられる。 
 

 
図 14 実態調査（狐川 H26/10） 

 

 
図 15 詳細調査（狐川 H27/12） 

 
３．２．６ 九頭竜川本川流域 
九頭竜川本川の河口部から約 30km 上流までの 8 地

点で水質を分析した結果、全地点でHBCDが検出され、

その濃度範囲は 1.7～3.8 ng/L であった（図 16）。 
一般的には、下流側ほど流量増加に伴う希釈によっ

て HBCD 濃度は低下すると考えられるが、高濃度河川

の合流後の地点は概ね濃度が増加する傾向が見られた

（馬渡川寄与⑥→⑤： 2.2→1.7ng/L、狐川寄与：支①[日

＜八ケ川＞ 

①八ケ川末端 

②高江橋 

③山室橋 

支①大野橋(支川) 

 

 

に比べ約３倍の値が検出された。兵支⑤では ND であ

り、兵支④と兵支⑤の間には繊維関連事業所が立地し

ていることから、兵支④および兵庫川流域の HBCD 濃

度には繊維関連事業所からの排出が寄与していると推

察された。 
 

 
図 5 実態調査（竹田川・兵庫川 H26/10） 

 

 
図 6 詳細調査①（竹田川・兵庫川 H27/12） 

 

 
図 7 詳細調査②（竹田川・兵庫川 H28/02） 

 

３．２．２ 磯部川流域 
平成 26 年 10 月の実態調査の結果、磯部川安沢橋は

水質 270 ng/L、底質 230 ng/g-dry であり、水質試料か

ら全国調査の最大値を超える HBCD が検出された（図

８）。 
平成 27年 12月に 4地点で詳細調査を実施した結果、

①安沢橋の水質は 220ng/L であり、実態調査時の濃度

と同程度であった。上流側の②権現堂橋は 450ng/L、
③金剛寺橋は 640ng/L とより高濃度となったが、その

上流の④千本松橋では 9.1ng/L と低濃度であった（図

９）。③金剛寺橋と④千本松橋の間には繊維関連事業所

が立地していることから、磯部川水域の HBCD 濃度に

は③金剛寺橋周辺の繊維関連事業所からの排出が寄与

していることが推察された。 
また、②権現堂橋と③金剛寺橋の間にも複数の繊維

関連事業所が立地しているが、下流側の②権現堂橋の

濃度は③金剛寺橋よりも低下していた。この低下要因

として、③から①にかけては生活排水等の流入により

河川水量が顕著に増加しており、希釈による影響と考

えられる。 
 

 
図 8 実態調査（磯部川 H26/10） 

 

 
図 9 詳細調査（磯部川 H27/12） 

 
３．２．３ 八ヶ川流域 
平成 26年 12月に採取した底質試料を分析した結果、

八ヶ川末端の①水門では 2,900ng/g-dry であり、全国調

査の最大値を超える HBCD が検出された（図 10）。 
詳細調査として平成 27 年 12 月に 4 地点で採取した

河川水の水質を分析した結果、①水門は 57ng/L と全国

調査の最大値に近い濃度であったが、その上流の②高

江橋は 6.3ng/L、③山室橋は 4.0 ng/L、支①大野橋では

ND であった。①と②の間には繊維関連事業所が立地し

ていることから、八ヶ川末端の HBCD 濃度は繊維関連

事業所の排出が大きく寄与しているものと推察された

（図 11）。 
 

 
図 10 実態調査（八ケ川 H26/10） 
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野川 3.2ng/L]、④→③：2.9→3.8ng/L、八ケ川・磯部

川寄与④→③：2.9→3.8ng/L）。特に、⑦鳴鹿橋から③

布施田橋にかけて川幅は約 3 倍（約 110m→約 300m）

となり河川水量は大きく増加しているが、HBCD 濃度

は低下することなく逆に約 2 倍まで増加しており、高

濃度河川（馬渡川、狐川、磯部川、八ケ川）の流入に

よる影響と考えられる（図 17）。 
また、高濃度河川の流入地点より上流側の⑦鳴鹿橋

においても、低濃度ではあるが HBCD が検出されてい

ることから、⑦鳴鹿橋の上流にも排出源が存在してい

る可能性が示唆された。 
 

 
図 16 実態調査（九頭竜川 H27/12） 

 

 
図 17 実態調査（九頭竜川 H27/12、高濃度河川表記） 

 
４．まとめ 

 

① 実態調査 

 平成 26 年 10 月～27 年 1 月に県内 30 河川 32 地点の

水質・底質を採取、分析した結果、6 河川（水質 3 地点、

底質 5 地点）で全国調査（H23-24）の最大値を超過した。  
また、高濃度河川における異性体組成比は、水質、底

質とも河川毎に若干の差が見られるが、同一河川におけ

る水質と底質の異性体組成比は良く似た傾向を示してい

た。 
② 詳細調査 

平成 27 年 11 月～28 年 2 月にかけて高濃度 6 河川を調

査した結果、同一地点については平成 26 年 10 月に比べ 
 
 
 
 

全般的に HBCD 濃度は低下したが、引き続き 4 河川の水

質から全国調査の最大値を超過する値が検出され、その

高濃度要因として、高濃度地点周辺の繊維関連事業所か

らの排出による寄与が考えられた。 
なお、高濃度 6 河川のうち竹田川については、兵庫川

合流前の 3 地点で ND であったことから、竹田川河口部

（栄橋）での HBCD 高濃度は、兵庫川の流入による寄与

が大きいと推察され、実質的な高濃度河川は竹田川を除

いた 5 河川であると考えられる。 
③ 九頭竜川調査 
河口部から約 30km上流側における 8地点でHBCDが

検出され、その濃度範囲は 1.7～3.8 ng/L であった。高濃

度河川の合流後には濃度が上昇する傾向が認められたが、

高濃度河川より上流側でも HBCD が検出されているこ

とから、さらに上流側にも排出源がある可能性が示唆さ

れた。 
今後は、詳細調査で採取した底質試料の分析および九

頭竜川上流域における追加調査を実施する。また、HBCD
の分解・溶出挙動の解明を行うとともに、安価な低減化

処理技術についても検討する予定である。 
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