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《短報》

市販イムノアッセイキットによる

茶生産の残留農薬(重要管理点)モニタリング技術

小林由美*・佐藤賢一料

Monitoring of Agricultural Chemicals Residue by Immnoassay 

in Green Tea Producing 

Yumi KOBA Y ASHI， Kenichi SATO 

茶生産において，市販のイムノアッセイキットを

用いた残留農薬のモニタリング技術が使えるかどう

かを検証した.埼玉県では，平成 14年からハサッ

プ方式の考え方を取り入れた安全な自主生産管理を

生産現場で推進している(埼玉県農林部編 2002，

2003) .表題の重要管理点 (CCp)とは，ハサップ

(HACCP)システムにおいて，生産工程の各段階で

発生する可能性のある危害 (HA)を防止するために

設定するものである.

埼玉県農林部編 2003のガイドラインによると，

茶の栽培・加工は 10行程に分けられ，その内の 4

工程が重要管理点として設定されている.重要管理

点は，生産者自らが「管理できるj が前提であり，

設定した重要管理点ごとに，危害発生防止措置やモ

ニタリング方法等の管理対策を設定する.重要管理

点が設定された 4工程で想定される危害要因は，農

薬の残留と異物の混入の 2種類である.農薬の残留

は，農薬の不適切な使用によって発生し，残留農薬

を「モニタリングJすることによって農薬の適正な

使用管理を行っていく.

既に野菜では市販イムノアッセイキットを使った

残留農薬分析による残留農薬の「モニタリングj が

行われている(中村 2006).渡辺 (2006) は，生産

者自ら残留農薬分析を行うときに，市販イムノアッ

セイキットの使用が設備や時間・費用の面で優れて

いることを示した.

茶の残留農薬をモニタリングするためには，次の

3点を検討することが必要で、ある.

①モニタリング結果は危害防止のために使用する

ので，加工工程に入る前に分析する.生葉の分析結

果で危害を判断することは可能であるか.

②市販イムノアッセイキットの使用は，野菜と同

様に茶でもモニタリングに要する時間・費用の点で

優れているか.

③市販イムノアッセイキットを使って得た生葉の

残留農薬分析結果は適正か.つまり，分析の際に生

葉中の成分などがイムノアッセイを妨害することは

ないか.

本報告では，茶の残留農薬のモニタリングのため

に，市販イムノアッセイキットの利用とその適用範

囲を述べる.

材料および方法

1 生葉から荒茶へ加工する際の残留農薬の消長

生葉とその生葉を加工した荒茶で残留農薬量を比

較し，加工前後の残留農薬量の変化を調べた.生葉

の採取は， 6月 8日にピラクロホス剤を散布したほ

場内の 5カ所から，散布 30日後に落合式茶摘はさ

みで、行った.荒茶の採取は，生葉と同じほ場から同

日に乗用摘採機で収穫し，製茶工場で加工した中か

ら行った.加工は，通常の蒸し，粗柔，柔捻，中柔，

精柔，乾燥などの工程で行われた.分析は公定法に

基づく機器分析法で、行った.加工中の荒茶歩留まり
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は20%とし，加工前後で農薬量を比較した.

2 モニタリングに要する時間

製茶工場で市販イムノアッセイキットを使用し茶

の残留農薬分析を行い，所要時間を測定した.分析

は2日間行い，分析 lは保冷庫のコンテナ内からサ

ンプルを 6検体採取し、分析 2はほ場内の 5ヶ所か

ら2回 (2ほ場分)サンプルを採取し 2検体とした.

使用したイムノアッセイキットは堀場製作所製

SmartAssayシリ ーズのクロルフェナピルである.

分析時間の測定は，試料採取，試料の前処理とイ

ムノアッセイキット操作の 3つに分けた.

試料の前処理では，生葉の「磨砕均質化J，メタ

ノールで農薬の 「振とう」 抽出ろ過j，水で「希

釈J，そしてそれに伴う「秤量」と「ミキサー洗浄」

である.

イムノアッセイキッ ト操作では，供試液の「試験

管への分注J，r試薬と混合j，プレートの「ウェル

へ分注J，rウェル洗浄j， r発色試薬添加j， r反応停

止試薬添加j， r測定Jである.分析時間には抗体と

の「反応時間」と「発色時間Jが含まれる.

3 市販イムノアッセイキットを使用した茶生葉の残

留農薬分析

4種類の市販イムノアッセイキットで茶の生葉を

測定し，分析妨害の有無を確認した.市販イムノア

ッセイキッ トは，堀場製作所製 SmartAssayシリー

ズのアセタミプリド(殺虫剤)，イプロジオン(殺

菌剤)，クロルフェナヒ。ル(殺虫剤)，クロロタロニ

ル(殺菌剤)を使用した.イムノア ッセイキ ットに

供する試験液は，磨砕均質化した生葉のメタノール

抽出された成分をメタノール濃度 10%以下になる

よう水で希釈し，さらにそれぞれの試験対象農薬の

茶の食品中残留基準値の1/500以下がイムノアッセ

イキットそれぞれの測定範囲内になるように 10% 

メタノ ール含有精製水で、希釈して作成した.試験液

には既知濃度の農薬を添加 し，茶の農薬残留模擬試

料とした.10%メタノ ール含有精製水にも同様に

農薬を添加し，対照とした.対照との比較は，分析

値ではなく ，分析値の元となる吸光度で、行った.

4 茶生葉分析時の分析妨害回避法とその適用範

囲

妨害のある生葉中のクロロタロニルを分析するた

め，次の 3種類の妨害回避法を試験した.

①希釈法:生葉のメタノール抽出液を水で希釈し

2040倍液(通常の 51倍希釈液の 40倍希釈液)と

6120倍液 (51倍希釈液の 120倍希釈液)を作成し

た.

②限外ろ過法:生葉のメタノール抽出液を水で、希釈

し 2040倍液を作成，限外ろ過膜フィルターユニ ッ

ト (ADVANTEC製 USY・1分画分子量 10，000)で，

希釈液中の微小粒子を取り除いた.

③直接抽出法:採取した生葉を磨砕均質化せず直接

メタノールに浸潰し，振とう抽出した.抽出液を水

で希釈し 51倍供試液を作成した.

希釈法と限外ろ過法による供試液に既知濃度の農薬

を添加し，イムノアッセイキ ットによる分析の結果

得た吸光度で対照と比較した.対照となる試験液は

10%メタノール含有精製水に農薬を添加し作成し

た.直接抽出法は，イムノアッセイキ ットと機器分

析による分析値を対照と比較した.対照となる試験

液は磨砕均質化試料を用いて希釈倍率が試験液と同

じになるように作成した.

直接抽出法による抽出効率を求めるため，ほ場で

農薬を散布し作成した農薬残留試料を使い， 直接抽

出法と慣行法(磨砕均質化試料)それぞれのメ タノ

ールによる農薬抽出量を調べた.農薬抽出量は，公

定法に準拠した機器分析で求めた.

結 果

1 生葉から荒茶へ加工する際の残留農薬の消長

荒茶の農薬残留量は，表 lに示すとおり 生葉の約

5倍よりやや多かったが，乾燥重量歩留まり(約 20

%)を考慮するとほぼ同じである.

表 1 加工によるピラクロホス残留値の変化

サンプル名 分析値(ppm) 加工補正後※2

生葉※ 0.015 x 5= 0.077 

荒茶 0.09 0.090 
※1生薬の分析値は、ほ場からのサンプノレ5点の平均値

※2 生業から荒茶に加工するさいの舵燥重量歩儲まり20冒とし、生集の分析{直を5倍した

※3分析(亜の定盈限界は生柴0.005ppm、荒茶0.02ppm

2 モニタリングに要する時間

6検体を分析した場合，採取試料の「磨砕均質化j，

「秤量J(メタノール添加を含む)，磨砕均質化に伴

う「ミキサー洗浄Jに要する時間は， 1検体あたり 10

分であった振とうj， rろ過J，r希釈」に要する

時間は 6検体計 30分で、あったが振とう」操作は

-94一
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表2 モニタリングに要する時間(単位:分)

存要項目 否肝T否事干2
検体数 6 2 

l 試料採取引

2 試料前処理知
2-1 磨砕均質化

2-2 秤量

2-3 器具(ミキサー)洗浄

10 

31 I 108 

10 

19 

2-4 娠と う
2-5 ろ過
2-6 希釈

1+2小言十

3 イムノア ッセイキッ ト操作※3

3-1 試験管への分注
3-2 試薬と混合
3-3 ウェルへ分注
3-4 反応時間
3-5 ウェル洗浄
3-6 発色試薬添加
3-7 発色時間
3-8 停止試薬添加
3-9 測定

5 

9 
16 

100 108 

q
L
'
i
q
L
n
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co 

内
‘

u
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‘

u

nノ
“

nHVFho 

9 ト20
2 
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否事一寸百o 186 

※ l分析 lは、 11場からではなく、繍採コンテナからサンプリングした。

分析 21立、ほ喝からサンプリングしたe

20m畝 l本から 5ヶ所計 Ikg/回 X 21王場

※2 2-1 100g鼠り 、100mLの水を1mえ水等枇混合した。

2-2分析 lの 6検{ドl'3検体および分析 2は、
10g梓取、メタノーノレ 50mLhuえた(比絵付 三角フラスコ)

分析 lの 3検体は、 5g梓取 しメタノーノレ 25mL加えた (i車沈管)

2-3バケツに捨て、水道ですすぎ、泉街水をかけ、新聞紙の上で水切も

2-4手娠り 5分

2-5ろ紙でろ過し、 褐色パイアノレ瓶に移す

2-6抽出減 ImL+水 7.5mL (あらかじめ容桜内に準備)

→試験管に ImLとって 10弛メタノーノレ ImL足す、
一段階希釈 (204倍)

※3 分析 I1立、サンプル 6点、保準液 2点合計 8点、 X 2反復
(16ウ ェル計 2列使用)

分析 2は、サンプル 2点、標準液 2点合計 4点X 2反復
(8ウェル計 l抑l使用)

多検体同時処理が可能で、あるため検体あたり処

理に要する時間は 4分 (25分/6検体) + r振と

うJ時間 5分であった(表 2).すなわち，前処理

に要する時間は l検体あたり 14分+振とう時間で

あった.ほ場(ロット)あたり 5ヶ所を 2ほ場サン

プリングし，分析の前処理まで 108分を要した.ほ

場の広さや分析場所(製茶工場)までの距離による

が，サンプリングと試料前処理時間の合計は lほ場

あたり 54分であった.イムノアッセイキット操作

は， 2検体の場合 78分， 6検体の場合 90分であっ

た(表 2). 検体数にかかわらず共通に時間を要する

反応時間と発色時間および判定に要する時間の合計

がキット操作時間の 8割前後を占めるため，キット

操作時間は検体数が 3倍になってもほとんど増えな

かった.

3 市販イムノアッセイキットを使用した茶生葉の残

留農薬分析

アセタミプリド，イプロジオン，クロノレフェナピ

ル分析用のそれぞれのイムノアッセイキットにおい

て添加した農薬濃度が同じ時，対照と試験液から得

られた吸光度はほぼ同じ値を示 した. しかし，クロ

ロタロニル分析用のイムノアッセイキットにおいて

は，試験液から得られた吸光度の方が対照よりも小

さくなった(図1).
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図 l 茶(生葉)抽出希釈液が市販イムノアッセイ
キットの吸光度に及ぼす影響

農薬添加濃度は，生禁中の農薬濃度で示す.

4 茶生葉分析時の分析妨害回避法とその適用範

囲

図2に示すように，希釈法と限外ろ過法による試

験液から得た吸光度は，対照と比較して差が生じた.

希釈法による試験液の場合，希釈を多くすればその

差は小さくなるが， 6120倍でも吸光度は対照と等

しくならなかった.限外ろ過法による試験液で得た

吸光度は，農薬添加濃度に関わらずほぽ一定になっ

た.

直接抽出法により作成した試験液は，イムノアッ

セイ分析値と機器分析値がほぼ同じ値で、あった.対

照とした磨砕均質化した抽出法の試験液は，機器分

析値よりイムノアッセイ分析値の方が大きな値とな

った(表 3). 直接抽出法と磨砕均質化した慣行の

抽出法による農薬の抽出量を機器分析法で比較する

と，クロロタロニルは振とう時間 l分の直接抽出法

で，慣行法とほぼ同じ農薬量が抽出された.しかし，

クロルフェナピルは振とう時間 l分の直接抽出法で

は慣行法 0.9ppmに対し O.lppm しか抽出されなか
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った.振と う時間を 30分にしても，0.5ppmしか抽

出されなかった(表 4).
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図 2 希釈法と限外ろ過法による妨害回避効果
農薬添加濃度は，供試液中濃度で示す

表 3 抽出法の違いによる分析阻害程度

分析値(ppm)

イムノアッセイ 機器分析

磨砕均質化 ・メタノール抽出 1引 O. 6 くO.2 
(クロロタロニ'"無散布生業)

磨砕均質化 ・メタノール抽出 2※ l 2. 0 1. 1 
Uoo~ロニル散布生葉)

無磨砕メヲノール浸1責抽出 ※2 1.2 1.3 
(クロロ打ニル散布生霊)

※ 1 謄砕均質化 月/哨抽出は、oO首リン倣 ー精製水 。生業=1:4:5の割合で混合、 J車
砕均質化 L.o(音量の100%メタノールで阪とう抽出

※2 生型車20gを秤取 LIOO%メタノール IOOmLを加えて 1分/lij阪とう抽出

表 4 抽出法の違いによるクロロタロニルとクロノレ

フェナヒ。ル抽出量

区 分析値(ppm)

抽出法 援とう時間 クロロタロニノレ クロノレフェナピノレ

磨砕均質化・メタノール抽出1則 30分 l.l 

(リン酸添加あり)

磨砕均質化・メタノール抽出2料 30分 0.8 0.9 

(リン階添加なし)

無磨砕リ/ール浸潰抽出※3 l分 1.3 0.1 

無 磨 砕 け/ール浸潰抽出※3 30分 0.8 0.5 

※1クロロタロエル分解防止のためリン酸を添加
印刷J酸 情製水生瞳= 1 : 1 :5四割合で混合 IIJ砕均質化し、 5f~量の 1 00弘メタノールで伝とう抽出

掛 2柑製水 宝章=1:1の割合で混合.磨砕均質化L.51膏量的100判メ タノールで振とう抽出

※3生車20，を梓取し 100%メタノール100mLを加えて阪とう抽出

考 察

茶における残留農薬のモニタリングを加工前の生

葉で行う場合，生葉の農薬残留値を茶に補正するこ

とが必要となる.危害の有無の判断は，食品残留農

薬基準値(厚生労働省)の茶(荒茶)に照らし合わ

せて行うからである.

生葉から荒茶への加工には蒸し，粗柔，柔捻，中

柔，精柔，乾燥などの工程が入り，その際に生葉中

の残留農薬量は，農薬の種類や加工中の条件によっ

ては蒸散や分解などにより減少することが考えられ

る. 一方，残留農薬基準値は重量あたりの農薬残留

量 (ppm= mglkg) であることから， 加工中に水分

が減少すると ，加工後重量 (kg) 当たりでは農薬残

留量 (mg)は増加 し，その残留農薬値 (ppm)は

増加すると思われる.また機械製茶の理論と実

際(柴田雄七著)2006Jによれば，生葉を乾燥後の

荒茶歩留まりは約 20%であることから，加工中の

水分減少(荒茶重量主生葉x0.2)を補正すると，

本試験に用いた農薬では，加工前と加工後で残留農

薬量の変化無し，もしくは増加を示した. 池田ら

(2006)も，アセタミプリドとテブフェノジドの 2剤

で乾重量あたり農薬量は生葉と荒茶で変化しないこ

とを示している.モニタリングのためには，荒茶の

農薬残留値 ppm与生葉の農薬残留値 ppmX 5とし

て，危害の判断を行うことを筆者は提案する.

次に，危害が生じていた場合に荒茶に加工する前

に対策をとることができるようモニタリングに要す

る時間を調べた.前処理は検体数ごとに 14分，そ

の後の振とう時間及びイムノアッセイキ ット操作は

検体数にかかわらず概ね 5分， 90分であった.茶

の lロット (120kg/茶箱)で 1検体を分析し，10 

検体分析で 10ロッ ト (荒茶 1.2 トン)程度を !日

の分析例とした場合，試験の結果から所要時間は，

試料採取時聞を除き 3時間 55分である(10検体×

14分/検体+95分=235分).生葉の処理量は

日あたり 6トンと計算できる(荒茶 120kg/ロット

x 5 x 10ロット/日=生葉 6 トン/日， 5は荒茶

重量を生葉重量に換算する係数).生葉 6 トンは，

おおむね栽培面積 l.5haからの摘採量である.摘採

前日にサンプリングし残留農薬を分析すれば，基準

以上の農薬残留という危害が生じたときにも摘採延

期という手段をとることで対処可能である.また，

ロッ トごとにモニタリングの結果を記帳することで

「茶栽培 ・茶製造記録日誌J(埼玉県茶業協会編，

2006)で農薬散布暦から出荷先までの記録とともに

残留農薬量の記録の保存ができる.茶生産の重要管

理点(残留農薬)のそニタリングでは，荒茶のロ ツ

co 
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ト毎にイムノアッセイ法による残留農薬分析を行

い，農薬使用暦と共に記録管理することを筆者は提

案する.記録管理の様式は， (社)埼玉茶業協会編

の環境にやさしい狭山茶づくり (2006)に詳しく記載

されている.

次に 4種類の市販イムノアッセイ キットで茶の生

葉を測定し，分析妨害の有無について検討した.イ

ムノアッセイ キットは，サンプル試験液とキット付

属の農薬標準試薬を同時に操作し，その結果得られ

た発色の濃淡を分光光度計で吸光度として数値化す

る.そして，農薬標準試薬による吸光度から検量線

を作成し分析値を算出する.つまり ，試験液中の農

薬濃度が同じであれば同時に操作したときの吸光度

は同じになる.茶試料を含まない対照と茶試験液の

イムノアッセイキッ トによって得た吸光度を比較し

たとき，農薬濃度が同じにもかかわらず吸光度が黍

離する場合は何らかの妨害が働いているといえる.

アセタミプリド，イプロジオン，クロルフェナヒ。ル

分析用のそれぞれのイムノアッセイキッ トにおい

て，茶試験液の分析に妨害はなかった.しかしクロ

ロタロニルの分析には妨害があった.

先に述べたように荒茶の農薬残留値を生葉の農薬

残留値x5で推定した場合，その推定範囲はアセタ

ミプリド 2'" 26ppm (茶の食品中残留基準値，以

下基準値 :50ppm)，イプロジオン 1'" 27ppm (基

準値:20ppm)，クロルフェナピル 5'" 26ppm (基

準値:50ppm)である.試験はアセタミプリド 1275

倍，イプロジオン 180倍， クロノレフェナピル 525倍

にそれぞれ希釈した試験液の結果であり，試験液作

成時の希釈を少なくすれば，さらに低い濃度の残留

農薬が測定できる可能性がある. しかし，その場合

供試液中の茶由来成分が濃くなり ，分析を妨害する

可能性は否定できないし，茶の食品中残留基準値を

超過するかどうかのモニタリングにとって過剰に低

濃度の農薬の検出は不要と考えるので，試験液はあ

まり濃くしない.

クロロタロニルの試験結果が対照と恭離した原因

は試験液中に茶由来の分析妨害物質が存在するため

であると考え，回避法の検討を行った.その結果，

希釈を大きくすれば対照との吸光度差は小さくなり

分析妨害物質の影響は少なくなった. しかし， 6120 

倍に希釈した試験液でも対照との吸光度の差があっ

た..クロロタロニルの茶の食品中残留基準値は

10ppmであり， 6120倍希釈時の生葉の分析による

荒茶の農薬残留推定範囲は 5'" 46ppmであった.

従って，クロロタロニルの場合，茶の残留農薬モニ

タリングとして必要な測定限界を確保するためには

希釈法は分析妨害回避に適さないといえる.

限外ろ過によって茶の試験液中の分析妨害物質を

除去する試験の結果で，農薬の添加濃度にかかわら

ず得られた吸光度が一定であり，かっ農薬添加濃度

が Oppmの対照よりも得られた吸光度が小さい方に

恭離しあたかも農薬が含まれている様な反応を示し

た.これは，クロロタロニルが除去され，分析妨害

物質は除去されなかった，という 2つのことが原因

と推定する.

生葉を磨砕均質化せず，そのまま 100%メタノー

ル に 浸 漬 分 間 振 と う抽出した試験液を使用する

直接抽出法は，ガスクロマ トグラフによる機器分析

法の分析値とほぼ同じ値を示した.これは，磨砕均

質化 しなかったことにより，茶の試験液中に妨害物

質が抽出されなかったためであると考える.

クロロタロニルは，直接抽出法により磨砕均質化

試料による慣行抽出法と同等に茶の生葉から抽出さ

れる.しかしクロルフェナピルは，直接抽出法で振

とう時間を長くすると抽出量が増加するが， 30分

間振とうしても慣行抽出法に比べ抽出は不完全であ

る.直接抽出法は，農薬によってその抽出量に差が

あると いえる.

クロロタロニルの測定においては，磨砕均質化し

た試料から抽出を行う方法では，実際より分析値を

大きくし，クロロタロニルを使用していない茶でも

残留があるような影響が現れる.そのため，クロロ

タロニルの分析には，磨砕均質化せず，生葉をその

ままメタノールで、抽出する直接抽出法を用いる.し

かし，他の農薬については生葉から農薬が抽出しき

れない恐れがあるため，直接抽出法を用いるのは望

ましくないと考える.

以上の結果、生葉の分析結果から残留農薬の危害

を判断することは可能であり，市販イムノアッセイ

キットを使って生葉の残留農薬分析ができる.そし

て，茶生産において市販イムノアッセイキットを使

った残留農薬のモニタリングが可能である.

しかし，試験した農薬が少なく，残留傾向やイム

ノアッセイキッ トに対する適応性等のデータは十分

ではない.そして，使用できる(市販されている)
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イムノアッセイキットの種類は，まだ十分とはいえ

ないが増えつつある.その中から，どの農薬を対象

としてモニタリングを行えば危害管理ができるのか

についてさらなる検討が必要であると考える.
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