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Figure 1．Map of the Arctic showing the area covered by the AMAP asessment and location

of air sampling stations

＜Japanese Captons＞

図１ AMAP アセスメントの区域と空気サンプリングステーションの位置

＜Summary＞

1970 年代北極の生物相における有機汚染物質は塩素系殺虫剤と PCB によるものと説明されていた。1990 年代

半ばその原因、汚染経路、汚染レベル、北極におけるこれらの物質の生物に与える影響については知見もなかった。

1996 年に北極における空気、海水、底質、水、海生物における POPs のデーターが報告された。空気中に存在し

た有機塩素系化合物はγ－HCH、α－HCH、p,p ﾕ－DDT、クロルデン（CHL）endosulfan、Pentachloro－anisole

（PeCA）、HCB、PCBs（検出異性体数 10～100）で濃度レベルは各地点とも平均的であった。新しく発見された

物質には、PBDEs、クロロパラフィン、クロロナフタレン、PeCA、テトラクロロベラトロールがあげられる。

野生生物の調査結果からは、動物の移動により POPs が運ばれたと考えられ、その経路は動物種により異なるため

数経路あると考えられる。
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＜Captions＞

Table 1. Novel Halogenated Organic Compounds in Arctic Air, pg/m3

Figure 1. ΣSCCP concentrations（ng/g dw）in surface sediments from the

Canadian Arctic.

＜Japanese Captons＞

表１ 北極の大気中における新規ハロゲン化有機化合物（単位 pg/m3）

図 1 カナダ北極域底質表面における全短鎖塩素系パラフィン濃度

＜Summary＞

カナダ北極域において新しく検出された非分解性化学物質は現在カナダ、アメリカ、ヨーロッパで使用されている

殺虫剤、臭素化難燃剤、短鎖塩素化パラフィン（SCCP）である。極圏の大気中においては臭素系難燃剤が検出さ

れたが、その他の難燃剤であるヘキサブロモシクロドデカン（HBCDD）、テトラブロモビスフェノールＡは検出さ

れなかった。モノ、ジ、トリの臭素化ジフェニルエーテルの同族体については光分解の結果ではないかと推測され

る。

ポリクロロナフタレン（PCN）の同族体比は Tri＝Tetra>Penta>Hexa>Hepta の順であった。

殺虫剤では、リンデン（γ－ＢCH）などガーデニングに使用されているものが原因とされるものが検出された。

トリフルラリンに関しては半減期が短いにもかかわらず検出された。

その他検出された物質はオクタクロロスチレン、クロロフェノール化合物、ペンタクロロアニソール、トリクロロ

ベラトロール、テトラクロロベラトロールが挙げられる。オクタクロロスチレンは有機塩素系化合物の副生成物で

あり排水の塩素処理、パルプ漂白からも発生する。

底質中 PBDEs は#47、#40、#46 が多量に存在した。また、全 SCCPs は南から北に減少する傾向にあった。

海水中の有機ハロゲン化物では、リンデン、エンドスルファンが検出されその他の化合物は検出下限以下であった。
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Figure 1a. The association between retinol corrected for age and sex by regression and ｷ PCBs in plasma of

79 polar bears at Svalbard. The regression line is shown (log residual retinol = 0.40 ﾐ 0.21 log ｷ PCBs). The

Pearson correlation coefficient r = -0.33 (P= 0.003) .

Figure 1b. The association between the ratio of total T4 and free T4 (TT4/FT4) corrected for age and sex

by regression and ｷ PCBs in plasma of 78 polar bears at Svalbard. The regression line is shown (log residual

total T4/free T4 = 0.21 ﾐ 0.12 log ｷ PCBs). The Pearson correlation coefficient r = -0.28

(P= 0.013) .

Figure 2. Sum pesticide (a) and sum PCB (b) concentrations (ng/g wet weight) showing the mean and

95% confidence interval for the testosterone quartiles. The testosterone quartiles are based on the

empirical distribution of plasma testosterone concentrations of male polar bears from Svalbard, 1995-

1998 (n=121. p<0.001). Both sum pesticides (a) and sum PCBs (b) showed a significantly negative

contribution to the variation of the testosterone concentration

Figure 3. In female polar bears with offspring, the plasma progesterone concentration was positively

related to plasma sum PCB concentrations. The regression line and 95% confidence limits are indicated

(r2 = 0.27)

＜Japanese Captions＞

図１a スバールバルの 79 頭の北極ぐまの血漿中の全 PCB 濃度と年齢・性別で補正されたルテノール濃度の関係

回帰線は log ルテノール残差= 0.40 ﾐ 0.21 log 全 PCBs、ピアソン相関係数 r= -0.33 (P= 0.003)

図１b スバールバルの 78 頭の北極くまの血漿中の全 PCB と年齢・性別で補正された全 T4 と独立した T4 の比

率の関係 回帰線は log T4/free T4 = 0.21 ﾐ 0.12 log 全 PCBs ピアソン相関係数は r=-0.28 (P= 0.013)

図２ 殺虫剤総和(a)、PCB 総和(b)濃度(ng/g wet weight)テストステロンの四分位数の中央値と 95%信頼区間

で示す テストステロンの四分位数は、1995-1998 のスバールバルの雄北極ぐまの血漿中のテストステロン濃度

は経験的な分布に基づく(n=121. p<0.001)、殺虫剤総和と PCB 総和の双方はテストステロン濃度の変化に対し

て有意に負の寄与を示す。

図 3 子持ちの雌北極ぐまの血漿中のプロゲステロン濃度は血漿中の PCB 総和との相関

回帰線と 95%信頼限界を示す。

＜Summary＞

スバールバルにおける北極ぐまの血漿中の PCB 濃度は 21～228ng/g(中央値 67ng/g)であり雌に比べて雄に



おいてより高い濃度であった。雌は乳(20～50%脂肪)を経てこれらの有機塩素化合物の多くを子に放出する。母

親よりも高レベルの PCB が生後数年の子ぐまに発見された。スバールバルでは、子ぐまの生存率が相対的に低く。

エコロジカル研究においてはその再生と生存が阻害されていることを示す。

実験的な研究(56 匹の北極ぐまのサンプル)おいて、チャーチル、カナダに比べてスバールバルの北極ぐまにはよ

り高塩素の PCBs がより高濃度で発見された。リンパ球反応と全 PCB の間には相関関係があり、これらの結果は

PCB が抵抗力の減少と伝染に寄与することを示している。

環境学上、生理学上、免疫学上この研究結果は非常に高い濃度の PCB は健康にリスクがあるであろう。
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＜Summary＞

北極における POPs の人体への暴露は「北極圏監視アセスメント計画」の下、体系的に行われてきた。当初以下の

物質について調査を行っていた。

PCB IUPAC No.（ 28,52,99,101,105,118,128,138,153,156,170,180,183,187）、12 の農薬（アルドリ

ン、β-HCH、シス－クロルデン、トランス－クロルデン、シス－ノナクロル、DDE、DDT、HCB、マイレックス、

オキシクロルデン、トランス－ノナクロル、トキサフェン）第一期 375 検体、第二期 1541 検体の分析を行った。

当初ダイオキシン類の分析は行われなかった。

グリーンランド東部の殺虫剤・PCB の検出レベルは西部の 2～3 倍であった。グリーンランド東部スコアズビー

沿岸においてはカナダの健康ガイドラインを上回る検出結果であった。長期にわたる飲酒、海産物主体の食生活、

喫煙血中脂肪と強い正の相関を示す。

フェロー諸島では、PCB レベルがスカンジナビアの他国より 2～3 倍高いものであった。

カナダでは、妊婦の血液、帯血をサンプリングした。まず、北部少数民族の環境汚染物質に関する基礎データを

得た。北西域、ヌナヴートのイヌイットがオキシクロルデン、トランス－ノナクロル、マイレックス、トキサフェ

ン DDE、PCB について高レベルであった。

アラスカでは、PCB について入手可能な 3 同族体（118,153,180）について比較し、最近では血中の 36 同族

体の合計でも調査されている。

アイルランドの国内の人口分布は均一であり、環境汚染物質のレベルは他国と比較すると同等か少し高い程度で

ある。この主たる原因は魚からの摂取であると考えられる。また、相対してβ-HCH のレベルが高かった。

ノルウェー、フィンランド、スウェーデンでは妊婦の血液のレベルは低く、また、フィンランドの PCB のレベ

ルが低い以外有機塩素系殺虫剤の検出レベルは同等であった。

これらのことから POPs が人の健康に負の影響を及ぼす医学的な証拠は、北極やそれ以外の地域で得られている。

いくつかの地域で得られた高い暴露量を示すデータはその影響を推測させるものである。

＜Translator＞
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＜Captions＞

Table 1 : Lipid weight levels of POPs in 50 plasma samples from the native population of Uelen, Chukotka.

Table 2 :Wet weight and lipid weight levels of OH-PCBs and PCP in plasma of selected high PCB exposed

samples from Chukchi people from Uelen, Chukotka Peninsula (n=15). Recovery rates: 13C6PCP = 64%

(range 43 ﾐ 83 %), 13C12 4-OH-CB 187 = 72 % (range 41 ﾐ 90 %).

＜Japanese Captons＞

表１ カムチャッカ Uelen の人々から得た 50 の血しょう試料中の残留性有機汚染物質の脂肪重量に対する濃度

表２ カムチャッカ半島の人々から得た試料において、高 PCB であった血しょう中の PCP、OH-PCB の湿重量、

脂肪重量に対する濃度 回収率：13C6PCP=64%(範囲 43-83％), 13C12 4-OH-CB 187=72%(範囲 41-90%)

＜Summary＞

善意により 250 検体の成人の血液を入手し、そのうちランダムに 50 を選び残留性有機汚染物質の分析を行っ

た。

血液は七月に採取し、八月には各被験者の身長・体重を測定した。分析した POPs は PCB(17 同族体)、DDTs、

クロルデン、HCH、HCB、マイレックス、TOX26(トキサフェン Parlar No.26)、TOX50(トキサフェン Parlar No.50

について分析した。OH-PCB、PCP は高い暴露を示した 15 検体について分析した。OH-PCB、PCP の前処理方法

はその他の項目の分析方法を若干変更して行った。

大部分の項目について定量は Finnigan MD800、低分解能四重極質量分析計(LC/MS)を PCBs、DDTs、有機塩

素系殺虫剤の測定には EI 法を用い、ECNI 法はトキサフェンの分析に用いた。OH-PCB、PCP の測定においては、

ガスクロマトグラフ質量分析計を用い、電子捕獲負イオンモード(試薬ガス：メタン 99.97%)で行った。

PCB の測定結果からは、PCB 138 が全検出の 40%を占め高濃度であった。各成分の脂肪重量あたりの含有量

は表に示すとおりであり、β-HCH の平均値は 40ng/ g 脂肪であった。発生源にあたる場所から海流により物質

が移動することが原因となり人体から高濃度検出されたものと考えられる。OH-PCB を測定した 15 件について全

OH-PCB と全 PCB の比の中央値は 0.4 と高く、その合計値には重要な相関があると考えられる。高 OH-PCB 濃度

は人体の中のこれらの化合物の挙動とそのレベルについてはさらに調査の必要性を指し示すものである。

＜Translator＞
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＜Summary＞

北極における生物種におけるある種の OCs の汚染の進行は様々な生物学的効果や実験室内外で研究によりその与

える影響が知られており、OCs の汚染と相関があると考えられる。ハヤブサ、ハクトウワシ、白かもめ、ヒメウ、

北極ぐま、ヨーロッパチヂミボラなどの生物種の発展への影響は様々な POPs(DDE、PCB、ダイオキシンライク)

の濃度の増加に関係がある。また、ヨーロッパチヂミボラのインポセックスは TBT の蓄積と相関があった。シト

クロムの増加(イワナ)は PCB 濃度と、テストステロン(タテゴトアザラシ)の増加はトキサフェンの増加と相関が

認められた。ルチノールの減少はハジロウミバトの PCB 濃度、オットセイの PCB・ダイオキシンライクによる汚

染、北極ぐまの PCB、HCB、HCH による汚染と相関があり残留 PCB とは負、OH-PCBs には正の相関を示し、特

に PCB はルチノールの総代謝量に影響することが確認された。

PCB 濃度は免疫機能にも影響し、免疫機能の低下を示した。(オットセイ、北極ぐま)これらのことはリンパ球反

応の調査でも示されている。

北極における生物種(ハヤブサ、ハクトウワシ、オジロワシ、シロカモメ、オオカモメ、オオトウゾクカモメ、ウ

ミスズメ、ネズミイルカ、アザラシ、オットセイ、トド、シロイルカ、ゴンドウクジラ、イッカク、ミンククジラ、

シャチ、ラッコ、北極ぐま、北極きつね)における汚染は深刻なものとなっていることが推測される。

＜Translator＞
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＜Captions＞

Figure 1: Significant Changes in Neurotransmitter Levels.

Figure 2: Gender and Lateralization

＜Japanese Captons＞

図１：神経伝達物質濃度の重要な変化

図２：性別と大脳の機能分化

＜Summary＞

北極におけるアロクロール 1254 の妊娠中・授乳期中の暴露について重要な影響は図１に示すように生後 35 日

の子ねずみの神経伝達物質の濃度に重大な影響が現れる。PND35 においては雄雌の両方において尾状核中の 5-ハ

イドロキシインドール酢酸の現象がみられた。尾状核中のセロトニン、側座核中のホモバニール酸・ドーパミンは

雌に対して重大な影響を与える。雄にみられる類似した傾向を示したが統計学上有意な差はみられなかった。暴露

による性別間の相違や大脳の左右の機能分化への影響は極微少であり、統計学上の重要な影響は側座核や中脳の黒

質において観測された。アロクロール 1254 は PND35 における側座核に影響を示し、妊娠中・授乳期中の暴露は

尾状核、側座核の双方において神経伝達物質の濃度に重大な変化をもたらしている。PCB や有機塩素化合物、メ

チル水銀もこれらの神経伝達物質に影響を及ぼすことが知られており、様々な成分の混合物付加的な作用やこれら

の作用について神経伝達物質濃度に相乗的に影響を与えると考えられる。

PCB とメチル水銀はラットの脳のドーパミン量を相乗的に低下することは知られていた。

＜Translator＞
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＜section＞

POPs in the Arctic and Antarctic

＜English Title＞

DIOXINS AND FURANS IN CANADIAN ARCTIC SEABIRDS

＜Japanese Title＞

カナダ北極海鳥におけるダイオキシン、フラン

＜Authors＞

Birgit M. Braune and Mary Simon

＜Keywords＞

PCDDs, PCDFs, non-ortho PCBs, seabirds

＜Japanese Keywords＞

ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン、ポリ塩素化ジベンゾフラン、ノンオルソ体ポリ塩素化ビフェニル、海鳥

＜Captions＞

Table 1 :Concentrations and TEQs for total PCDDs (ΣPCDD), total PCDFs (ΣPCDF) and total non-ortho

PCBs (ΣNOPCB) in Arctic seabird livers from Prince Leopold Island

Figure 1 :Mean concentrations (pg/g wet weight) of total PCDDs (ΣPCDD) and total PCDFs (ΣPCDF) in

eggs of northern fulmars and thick-billed murres collected from Prince Leopold Island.

Figure 2 :Mean concentrations (pg/g wet weight) of total non-ortho PCBs (sum of PCB-77,PCB-81, PCB-

126, PCB-169) in eggs of thick-billed murres (TBMU) and northern fulmars (NOFU) collected from

Prince Leopold Island.

＜Japanese Captons＞

表１：プリンスレオポルド島における海鳥の肝臓中の全 PCDFs、全 PCDDs、全ノンオルソ体 PCB の検出量と

TEQ

図１：プリンスレオポルド島キタフルマカモメ、ハシブトウミガラスの卵中の全 PCDDs、全 PCDFs 濃度の中央値

図 ２ ： プ リ ン ス レ オ ポ ル ド 島 キ タ フ ル マ カ モ メ 、 ハ シ ブ ト ウ ミ ガ ラ ス の 卵 中 の 全 ノ ン オ ル ソ 体

PCBs(#81,#77,#126,#169)濃度の中央値

＜Summary＞

1975 年以降、海鳥(ハシブトウミガラス、クロアシミツユビカモメ、キタフルマカモメ)の卵や組織中の有機塩素

系物質、水銀、セレンについては調査されていたが、最近まで PCDDs、PCDFs、ノンオルソ体 PCB については調

査されていなかった。今回プリンスレオポルド島でハシブトウミガラス、クロアシミツユビカモメ、キタフルマカ

モメの卵と肝臓を収集した。分析方法は、HRGC/HRMS により CWS No. MET-CHEM-PCDD-01C に基づいて行

った。全ての試料より PCDDs、PCDFs、ノンオルソ体 PCB を検出し、肝臓試料中で高濃度で検出されたのは

2,3,4,7,8-PeCDF であった。ノンオルソ体の PCB では#126 が最も高濃度検出され、PCB の TEQ では大部分を

占めた。ノンオルソ体の PCB では TEQ は 1975 年から 1993 年へ減少し、PCDF ではハシブトウミガラス、クロ

アシミツユビカモメについて増加傾向にある。キタフルマカモメでは PCDFs が PCDDs、ノンオルソ体に比較し高

濃度であり支配的なものになっている。高濃度の PCDDs、PCDFs 濃度を示すものは当然高い TEQ を示す。カナ

ダ北極の海鳥の TEQ を算出しているが、鳥類における毒物学的な許容値と比較することは賢明ではないかもしれ

ず、今後、この調査を続けていかなくてはならない。

卵試料についてキタフルマカモメの全 PCDFs、全 PCDDs では 1975 年から 1998 年にかけて減少傾向にあるが

ハシブトウミガラスではそのような傾向は見られず、PCDFs が濃度の大部分を占めている。全ノンオルソ体濃度

はキタフルマカモメ、ハシブトウミガラスにおいて減少傾向にある。他の生物の傾向と比較してみると、ワモンア

ザラシの卵では PCDDs、PCDFs の濃度は重要な変化はみられず、セグロカモメの卵では TCDD、PeCDD、HxCDD



の濃度が減少傾向にあった。統計上、生活習慣により三種の鳥の相違は、暴露時間の違いで説明できるであろう。

＜Translator＞
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＜section＞

POPs in the Arctic and Antarctic

＜English Title＞

PCDD/Fs IN ARCTIC MARINE AND FRESHWATER BIOTIC MEDIA

＜Japanese Title＞

北極の海水、淡水における生物中の PCDD/Fs

＜Keywords＞

PCDD, PCDF, marine animals , adipose tissues, fish

＜Japanese Keywords＞

ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、海動物、脂肪質、魚

＜Captions＞

Table 1：Pool samples of fish muscles, Russian Arctic

Table 2：Pool samples of sea animals, Chukotka Peninsula, the settlement of Lavrenty

Figure 1：PCDD/Fs in different species of fish, TEQ-WHO, pg/g l.w.

Figure 2：TEQ-WHO PCDD/Fs in muscles and adipose tissue of marine animals

Figure 3：PCDDs and PCDFs in the samples of adipose tissues of marine animals

＜Japanese Captions＞

表１：北極ロシアにおける魚肉プール試料

表２：Lavrenty、Chukotka 半島における海動物のプール試料

図１：魚種別 PCDD/Fs の TEQ-WHO(pg/g)

図２：海動物の脂肪質、筋肉中の TEQ PCDD/Fs

図３：海動物の脂肪質試料中の PCDDs、PCDFs

＜Summary＞

PCDD/Fs は全ての魚種から検出され、TEQ-WHO(魚)PNDD/Fs は 0.02～0.9pg/g w.w.(1.31～14.0 pg/p 脂

質)であり、その数値は他の北極の魚の濃度レベルと一致している。PCDDs/Fs はスウェーデンのカワマスに検出

され、Varzuga 川のアトランティックサーモンにおいては PCDFs が増大していた。PCB については検出されてい

るが、TEQ に大きな影響を与えるものではなかった。Chukotka のサケの TEQ PCDFs は PCDDs の TEQ の二倍

を上回るものであった。一般に海動物の脂肪は汚染されており、その値はすぐに低下するものではない。魚肉なか

の PCDDs/Fs の濃度は 2～4 倍に増大しており、PCDD は一般に PCDFs より高濃度である。また、試料重量で比

較した場合、脂肪質での TEQ が大きくなっているが、筋肉・脂肪質での脂肪量あたりの TEQ で算出した場合、筋

肉での TEQ が高レベルとなっている。

＜Translator＞
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POPs in the Arctic and Antarctic

＜English Title＞

AN OVERVIEW OF ATMOSPHERIC ORGANOCHLORINE PESTICIDES (OC) UNDER THE CANADIAN ARCTIC

NETWORK

＜Japanese Title＞

カナダ北極ネットワーク下調査したで大気中の有機塩素系農薬の概要

＜Keywords＞

Organochlorine Pesticides, Atmospheric, chlordane, HCH

＜Japanese Keywords＞

有機塩素系殺虫剤、大気中、クロルデン、ヘキサクロロヘキサン

＜Captions＞

Figure 1： OC seasonal average concentrations (a) spring (week 13-21 of 94), (b) summer (week 22-30 of

94) (c) fall (week 31-42 of 94) and (d) winter (week 43 of 94 - week 16 of95).

Figure 2： ﾒ Now to Then ﾓ Ratios for (a) _-HCH, (b) _-HCH, (c) t-chlordane and (d) c-chlordane

＜Japanese Captions＞

図１：各季節における有機塩素化合物の平均濃度(a)春(b)夏(c)秋(d)冬

図２：これまでの濃度比(a)α-HCH(b)γ-HCH(c)t-クロルデン(d) c-クロルデン

＜Summary＞

1994 年～1995 年、四ヶ所の観測所で観測された選択された OCs について(ガス状+粒子状)全濃度の平均値を図

１に示す。各 OCs の濃度は季節により異なる。ほとんどの OCs の春期での濃度は Kinnngait、Alert、Dunai にお

いて類似しているが、Dunai においてはオキシクロルデン、t-ノナクロル、ヘプタクロルエポキシド、ジエルドリ

ンについてわずかに高くなっていた。また、Tagish では最も低い濃度が観測された。Alert、Dunai では一年を通

して、大気中の OCs の濃度は春期が一番高くなっていた。この春期の大気中の PBDEs の濃度は南オンタリオで観

測されたが、これは冬の間に雪、氷の中に体積していた OCs が雪解けと共に大気中に発散されるためである。こ

の現象は Dunai において顕著に現われた。Kinnngait ではその他の観測所に比較すると秋・冬期に高い濃度を示し

た。しかし、年間を通して夏期には最も低い濃度を示した。これについては、北極海からの内陸に向けた清浄な大

気の流れに伴う希釈効果などが考えられる。また、発生源に近い場合、移動過程での分解、吸収での濃度減少はあ

まりないものと考えられる。

これまでの HCHs、クロルデンの Kinnngait における濃度比を図２に示す。Kinnngait における比率は Kinnngait

でのより早い OC の除去を示し、全体的に Alert より低い濃度を示したと考えられる。この説は、1994-1995 年

の調査結果を用いて、1998-1999 年、2000-2001 年における Alert の濃度を概算し、半減期を 1993-1998

年の OC の傾向から決定し、裏付けることができた。概算で得られた半減期による比率は図２に示すように実測値

ほぼ合致し、OC の大気中の濃度は Kinnngait でより早く低下する傾向があった。

＜Translator＞
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＜section＞

POPs in the Arctic and Antarctic

＜English Title＞

PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS IN SELECTED ORGANISMS OF AN ANTARCTIC

BENTHIC COMMUNITY

＜Japanese Title＞

南極の海底域における有機体中の残留性有機汚染物質

＜Keywords＞

Antarctic, POPs, PCB, invertebrate

＜Japanese Keywords＞

南極、残留性有機汚染物質、ポリ塩化ビフェニル、無脊椎動物

＜Captions＞

Figure 1：PCB concentrations (ng/g wet wt) in relation to the position of organisms in the trophic web

(schematic).

Table 1：Concentration of HCB, pp ﾕ-DDE, ΣPCBs (ng/g wet wt) and non-ortho PCB77, 126, 169, Σ

PCDDs,

ΣPCDFs (pg/g wet wt) in the benthic organisms (S.D. in brackets).

Figure 2：PCB class of isomer composition in the organisms.

＜Japanese Captions＞

図１：食物網における位置関係と PCB 濃度(ng/g wet wt)

表１：海底有機体中の HCB, pp ﾕ-DDE, ΣPCBs ,non-ortho PCB77, 126, 169, ΣPCDDs, ΣPCDFs の濃度

図２：有機体中の PCB 同族体の分布

＜Summary＞

表１に結果を示す。最も高濃度の POP が検出されたのは、タラの肝臓であった。また、HCB、pp ﾕ-DDE で低濃度

であったのは Yoldia であった。種別による様々な濃度特性は生物学的、環境学的な相違(性別、年齢、繁殖期)に

基づくものである。南極のヒトデを例にとると越冬期や繁殖期に脂肪を蓄える。POP を蓄積することで、越冬期

にグリコーゲンを蓄えることに影響すると思われる。バイガイへの蓄積はホタテガイへの蓄積より若干少なかった。

通常、食物網の栄養的位置(食物連鎖の順位)の関係から蓄積された POPs の量は予測できる。大部分試料では、PCB

＞HCB＞pp ﾕ-DDE の濃度関係であっが別の地域では、PCB＞pp ﾕ-DDE＞HCB であった。このことは南極までの移

動経路が POPs の特性(揮発性や分子量)と関係があると考えられる。PCB の濃度の分布は hexa-CBs＞penta-CBs

＞hepta-CBs＞tri-CBs＞tetra-CBs＞octa-CBs＞nona-CBs であり、tri～pente-CBs が全体 35-65%をしめた。

南極の有機体に見られた同族体分布は、低塩素化 PCB が高塩素化 PCB より高濃度である。生物個体の特徴は異性

体分布に示され、性別、年齢、繁殖期などに由来している。魚と無脊椎動物は解毒能力は低いが、#138、#153、

#180 の代謝が活発であった。これらの濃度は捕食者のえさでも低いものであった。(ウニ、ホタテガイ、バイガ

イ＜タラ；ホタテガイ＜ヒトデ；ホタテガイ＜ウニ；藻＜ウニ；ウニ、ホタテガイ＜ヒトデ)ダイオキシンライク

の POPs、PCDDs、PCDFs の分析結果を表１に示す。ノンオルソ体の PCB はとても低いものであった。南極の有

機体の POP、TEQ の値は他の報告にある海生物の値と比較しても低いものであった。主な餌、脂肪の蓄積、など

がリスクへの要因となる。また、無脊椎動物においては相対して高い蓄積が認められた。

＜Translator＞

西崎 真理子

＜END＞



＜Vol, page No.＞

61, 333-336

＜section＞

POPs in the Arctic and Antarctic

＜English Title＞

PCDD/Fs, PBDEs IN ARCTIC BIRDS AND TERRESTRIAL ANIMALS

＜Japanese Title＞
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＜Keywords＞
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＜Japanese Keywords＞

ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ臭素化ジフェニルエーテル

＜Captions＞

Figure 1：PCDD/Fs in reindeer and hare samples, WHO-TEQ, pg/g l.w.

Figure 2：PCDD/Fs in muscles samples of arctic wild birds

Figure 3：S um of P B DE (#47,99) in samples from Russian Arctic, pg/g d.w. (soil, plants), pg/g l.w.

(kidney, liver)

＜Japanese Captions＞

図 1：トナカイと野ウサギ試料の PCDD/Fs 濃度、WHO-TEQ (pg/g l.w.)

図 2：北極野生鳥の筋肉試料中の PCDD/Fs

図 3：ロシア北極の試料中の全 PBDE 濃度(#47,99) pg/g d.w. (土, 植物), pg/g l.w. (腎臓, 肝臓)

＜Summary＞

トナカイの組織中への PCDD/Fs、PBDE の蓄積の違いは組織の種類と捕獲域の双方に依存する。肝臓からの

PCDD/Fs の検出量は同種の動物の筋肉中の含有量を数倍上回った。ペチョラ川の下流、Kola 半島で入手した試料

の汚染レベルは相対的に高くなっていた。スウェーデン、ノルウェー、カナダのトナカイの脂肪中には低レベルで

検出された。トナカイの肝臓中 2,3,7,8-TCDD、penta-CDD/F の異性体、OCDD は他の北極域での検出量に比較

し特に高レベルであった。野ウサギとトナカイは蘚類、苔せんが主食であり、微量の POPs が検出される。苔せん

中の 2,2 ﾕ,4,4 ﾕ-TBDE 濃度は蘚類に比べ２倍ほど高く、同様の傾向が 2,2 ﾕ 4,4 ﾕ 5-PeBDE でもみられる。すべ

ての試料から PBDEs(#47,99)が検出され、25-36pg/g を示し、これらはバックグランドレベルと考えられる。

野ウサギの肝臓と筋肉試料は地理の違いを示している。Kola 半島の試料が最も汚染されていた。PCDD/Fs の脂肪

における蓄積は筋肉より高く、2,2 ﾕ,4,4 ﾕ-TBDE が高濃度である。北極域のアヒルの筋肉の PCDD/Fs は、ライチ

ョウより 2 倍高濃度であった。ライチョウの汚染物質の蓄積は食物の違いにより異なる。ロシア北極域の生物試

料における PCDD/Fs の濃度レベルは、地域的な汚染源の存在の証拠となり、ロシア北極の原住民のためのリスク

アセスメントに使用される。
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