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はじめに 
 

 

本標準は GB 2715-2005『穀物衛生標準』に代わるものである。 

本標準は GB 2715-2005 から、主に以下の点が変更となっている。 

――標準の名称を『食品安全国家標準 穀物』に変更した。 

――用語と定義を変更した。 

――官能検査要件を変更した。 

――有毒・有害な菌類、植物種子の指標を変更した。 

――理化学的指標を変更した。 

――保管と輸送の要件を変更した。 

――附則を変更した。 
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食品安全国家標準 

穀物 

1 範囲 

本標準は穀類、豆類、イモ類などを含む、食用の未加工穀物及び加工済み穀物に適用する。 

本標準は、食用油の加工用原料には適用しない。 

2 用語と定義 

2.1 未加工穀物 

加工されていない穀類、豆類、イモ類などの総称である。 

2.2 加工済み穀物 

米、小麦粉などの未加工穀物を機械などの方法で加工した 1 次製品である。 

2.3 熱損傷粒 

微生物又はその他の原因により発熱及び受熱し、正常な色が変化したり損傷を受けたりした種

子である。 

2.4 麦角 

麦角菌[Claviceps purpurea (Fr.)Tul.]は、ライ麦､小麦､大麦､オーツ麦などのイネ科植物の子房内

に寄生することで形成される菌核である。 

2.5  毒麦 

小麦と一緒に混生することが多く、外形が小麦と似ており、種子にテムリンを含むイネ科ドク

ムギ属の草本植物である。 

2.6  変質粒 

粒面に目立つカビが発生しており、胚若しくは胚乳又は子葉まで傷んでいて、食用価値が無い

顆粒。 

3 技術要件 

3.1 官能検査要件 

官能指標は、表 1 の規定に適合しなければならない。 
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表 1 官能検査要件 

項目 要件 検査方法 

色、におい 正常な穀物の色、においであること GB/T 5492 

熱損傷粒/% 

小麦 ≤ 

 

0.5 

GB/T 5494 中の不完全粒検査の規定に

従って熱損傷を受けた粒を選び取り、

秤量して含有量を計算する 

変質粒/% 

大豆 ≤ 

大豆以外のその他穀物 ≤ 

 

1.0 

2.0 

GB/T 5494 中の不完全粒検査の規定に

従って変質粒を選び取り、秤量して含

有量を計算する 

 

3.2 理化学的指標 

理化学的指標については、表 2 の規定に適合するものとする。 

表 2 理化学的指標 

項目 指標 検査方法 

総シアン化水素酸/(mg/kg) 

タピオカでん粉 ≤ 
10 GB 5009.36 

タンニン(無水ベースに換算)/% 

タカキビ､タカキビ粉 ≤ 
0.3 GB/T 15686 

 

3.3  有毒・有害な菌類、植物種子の最大許容量 

有毒・有害な菌類、植物種子の最大許容量は、表 3 の規定に適合しなければならない。 

表 3 有毒・有害な菌類、植物種子の最大許容量 

項目 最大許容量 検査方法 

麦角/% 

米、トウモロコシ、豆類 

小麦､オーツ麦､ハダカエンバク､大麦､裸麦 ≤ 

不検出であること 

0.01 
附則 A 

毒麦/(粒/kg) 

小麦､大麦 ≤ 
1 SN/T 115 

ダチュラ属(Datura spp.)及びその他の有毒植物の種子 a/(粒/kg) 

トウモロコシ､タカキビ、豆類、小麦、オーツ麦､ハダカエン

バク､大麦､裸麦 ≤ 

1 附則 B 

a タヌキマメ属(Crotalaria spp.)､ムギセンノウ(Agrostemma githago L.)､トウゴマ(Ricinus communis L.)及び健康

に有害であることが公認されているその他の種子｡ 

 

3.4 汚染物質の限度量及び真菌毒素の限度量 

3.4.1 汚染物の限度量は GB 2762 の規定に適合しなければならない。そのうち、未加工穀物類であ

る穀物は、GB 2762 の穀類、豆類、イモ類のそれぞれの規定に適合しなければならない。加工済み

穀物類である穀物は、GB 2762 の穀類製粉加工品、豆類、乾燥イモ類のそれぞれの規定に適合しな

ければならない。  
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3.4.2 真菌毒素の限度量は GB 2761 の規定に適合しなければならない。そのうち、未加工穀物類で

ある穀物は、GB 2761 の穀類、豆類、イモ類のそれぞれの規定に適合しなければならない。加工済

み穀物類である穀物は、GB 2761 の穀類製粉加工品、豆類、乾燥イモ類のそれぞれの規定に適合し

なければならない。 

3.5 残留農薬の限度量 

残留農薬量は GB 2763 の規定に適合しなければならない。 

3.6 食品添加物と食品栄養強化剤 

3.6.1 食品添加物の使用は、GB 2760 の規定に適合しなければならない。 

3.6.2 食品栄養強化剤の使用は、GB 14880 の規定に適合しなければならない。 

4 その他 

穀物の保管・輸送は専用にしなければならない。清潔で乾燥しており、防雨・防湿・防虫・

防鼠・無異臭の倉庫内で保管しなければならない。有毒・有害物質又は水分含量が多い物質と一

緒に保管してはならない。保管する穀物の様々な生態地域に相応の技術対策を講じて、穀物の安

全な貯蔵を確保し、損失・減耗を減らし、汚染を防止しなければならない。衛生要件に適合した

輸送手段を使用しなければならない。輸送過程では、雨濡れや汚染の防止に注意しなければなら

ない。 
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附則 A 

麦角の検査方法 

 

A.1 同定 

A.1.1 形態的な特徴 

麦角は細長い棒状又はバナナ状を呈し、時折やや扁平のものも見られる。長さ 3mm～10mm、

幅 1mm～7mm で、外面は黒色又は紫黒色を呈し、縦溝と横方向の亀裂を有する。脆く、折れ易い。

断面は平形､鈍角の多辺形又は楕円形で、中心部は白色､淡灰色又はピンク色を呈する｡菌核が休眠

後に萌芽すると子座が発生する。接合前の子柄は細長く、頭部は平たい球形であり、直径 1mm～

2mm、赤褐色で、外縁に子嚢殻が生じる｡ 

 

A.1.2 組織切片 

麦角を 24 時間水に浸漬してから取り出し、膨張した麦角粒をジャガイモ又はダイコンの中央

に固定して、メスで薄片にスライスする。メチルブルー溶液(1g/L)で染色し、顕微鏡でその組織が密

着しているかを観察し、且つ健康な小麦を陰性対照とする。 

 

A.2 麦角の赤色素と麦角アルカロイドの定性 

 

A.2.1 原理 

比色法を用いて麦角の赤色素と麦角アルカロイドの検査を行う。麦角の赤色素は、重炭酸ナト

リウム飽和溶液中で赤色を呈する。麦角アルカロイドのクロロホルム抽出液は、p-ジメチルアミノ

ベンズアルデヒドと接触すると、青紫色の環を呈する。数分後にクロロホルム層が青色になり、且

つ 365nm の紫外光ランプの下で、エタノール溶液が青色の蛍光を呈する。 

 

A.2.2 試薬 

 

A.2.2.1 酒石酸溶液(20g/L)。 
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A.2.2.2 無水エーテル｡ 

A.2.2.3 重炭酸ナトリウム飽和溶液。 

A.2.2.4 アンモニア水(1+1)｡ 

A.2.2.5 クロロホルム。 

A.2.2.6 p-ジメチルアミノベンズアルデヒド溶液：p-ジメチルアミノベンズアルデヒド 0.125g を量

り取り、硫酸溶液 100mL（硫酸 65mL を 35mL の水にゆっくりと注ぎ、均一に混ぜて冷却する）を

加えて溶解する。その後、塩化第二鉄溶液 0.1mL (50g/L)を加えて均一に混ぜる。 

A.2.2.7 無水エーテル：波長 365nm の紫外光ランプの下で蛍光が生じていないか観察する。 

 

A.2.3 操作手順 

 

麦角が疑われる試料数粒をすり鉢に取って、研磨して砕き、酒石酸溶液(20g/L)を加えてさらに

研磨し粘性状にする。無水エーテルを加えて 2 回～3 回研磨し（5mL～10mL ずつ）、それらのエー

テル層を試験管の中で一緒にする。残留物はすり鉢内に残しておく｡エーテルが含まれた試験管に

重炭酸ナトリウム飽和溶液 0.5mL を加え、振とうしてから放置する。このとき、重炭酸ナトリウム

溶液の層が赤く変われば、麦角の赤色素が検出されたことが確認できる｡健康な小麦を陰性対照と

する。 

残留物が入ったすり鉢にアンモニア水（1+1）を加えてから研磨してアルカリ性にする。クロロ

ホルムを用いて 2 回～3 回抽出する（5mL～10mL ずつ）。それらのクロロホルム層を一緒にして均

一に混ぜてから 2 つに分けて、2 本の試験管に別々に入れる｡そのうち 1 つに p-ジメチルアミノベ

ンズアルデヒド溶液 2mL を管壁に沿わせながらゆっくり加えると、2 つの溶液の接触面が青紫色の

環を呈する。数分後にクロロホルム層がすべて青色になれば、麦角アルカロイドが検出されたこと

が確認できる｡ 

もう 1 つの試験管を湯浴上で加熱してクロロホルムを留去させる。残留物に無水エタノールを

入れて溶解し、波長 365nm の紫外光ランプの下で強い青色の蛍光が観察できれば、麦角アルカロ

イドが検出されたことが確認できる｡健康な小麦を陰性対照とする。 

 

A.3 判定 

 

麦角の同定に基づいて、麦角の赤色素と麦角アルカロイドの定性検査が陽性であれば、試料中

に麦角が検出されたと判定することができる。 

 

A.4 試料中の麦角検出量の計算 

1000g(m1)試料中の麦角含量の質量分率 w は、式(A.1)に従って計算する。 

w = 
m2 

×100% …………………………(A.1) 
m1 

式中： 

w --試料中の麦角含有量、%。 

m2 --試料から検出された麦角量、単位はグラム（g）。 

m1 --試料の採取量（1000g）、単位はグラム（g）。 

結果は 3 桁の有効数字とする。 
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附則 B 

ダチュラ属種子の検査方法 
 

B.1 同定 

 

B.1.1 形態的な特徴 

 

ダチュラ属の種子は、円形､長方形､腎形、三角状腎形､広卵状楕円形を呈する。種子は長さ 3mm

～5mm、幅 2.5mm～4.0mm で、両側が平たく、裏面はやや厚め又は厚い。辺縁は平滑又は波状の脊

梁を具えている｡種皮は革質で淡黄色､黄褐色､茶褐色～黒褐色を呈し、表面に少し皺があるか、や

や（目立って）内側に凹んでおり、粗い網目と窪みがある（無い場合もある）｡へそは長三角形､正

三角形又は T 字形で、表面が残存する白い胚柄に常に覆われている場合もある｡種子には豊かな白

い胚乳が内包されており、多くの胚珠は環生または湾生だが、直生のものもわずかに見られる｡図

B.1 はさまざまなダチュラ属種子の写真である。 

 

 

図 B.1 ダチュラ属種子の写真  
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B.1.2 判定 

 

B.1.1 項に示す形態的特徴の記述に適合すれば、ダチュラ属と同定することができる｡ 

 

B.2 アルカロイド比色定性試験 

 

B.2.1 原理 

 

試料に含まれるアトロピン等のアルカロイドを抽出して、発煙硝酸及び水酸化カリウム溶液と

合わせると呈色反応が出る｡ 

 

B.2.2 試薬 

 

B.2.2.1 アンモニア水(1+1)｡ 

B.2.2.2 エーテル。 

B.2.2.3 塩酸溶液(1+5)｡ 

B.2.2.4 クロロホルム。 

B.2.2.5 無水硫酸ナトリウム。 

B.2.2.6 硝酸。 

B.2.2.7 水酸化カリウム-エタノール溶液(100g/L)｡ 

 

B.2.3 操作手順 

 

30 粒程度のダチュラ属の実をすり鉢に入れ、アンモニア水（1+1）を加えて浸し、少しの間湿

らせる。それを研磨して粘りが出たら、エーテルを加えて（10mL ずつ）3 回研磨する。エーテルを

分液漏斗に一緒に入れて、塩酸（1+5）10mL を加え、１分間振とう抽出を行う。塩酸層を取り分け

て別の分液漏斗に入れてから、アンモニア水（1+1）を加えて調整し、アルカリ性にする。クロロホ

ルム 10mL で 1 分間振とう抽出を行い、さらにもう 1 回抽出してクロロホルム層を一緒にする。無

水硫酸ナトリウムを通して脱水してから 0.5mL まで濃縮し、試験に備える｡ 

0.2mL の試薬を小さい蒸発皿に取って溶剤を揮発乾燥させ、発煙硝酸を 4 滴加えて残留物を溶

解させる。水浴上で蒸発させて乾かすと残留物が黄色に変わる。冷却してから水酸化カリウム-エタ

ノール溶液(100g/L)を数滴加えるとすみれ色に代わり、すぐに赤色に変化する｡アトロピン､ヒヨス

チアミンとスコポラミンは、いずれも上記の反応を示す｡ 

 

B.3 薄層クロマトグラフィーによる定性 

 

B.3.1 原理 

 

試料に含まれるアトロピン等のアルカロイドを抽出した後、薄層で分離させてから発色剤で発

色させ、対照標準と比較する｡ 

 

B.3.2 試薬 

 

B.3.2.1 シリカゲル G 薄層プレート：厚さ 0.3 mm～0.5 mm のもの。105℃で 1 時間活性化させ、

乾燥器に入れて試験に備える｡ 
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B.3.2.2 展開溶媒：メタノール-アンモニア水(200 + 3)。 

B.3.2.3 発色剤：次硝酸ビスマス 0.85g を量り取り、氷酢酸 10mL を加えてから水 40mL を入れて

溶解する｡そこから 5mL を取り、ヨウ化カリウム溶液 5mL（ヨウ化カリウム 4g を 5mL の水に溶か

す）を加えて、氷酢酸 20mL をさらに加え、水を入れて稀釈し 100mL にする。 

B.3.2.4 アトロピン標準溶液：硫酸アトロピン 120.0mg を量り取り、水 10mL に溶かす。そこにア

ンモニア水（1+1）を加えてアルカリ性にしてから、クロロホルムで 2 回抽出する（8mL ずつ）。少

量の無水硫酸ナトリウムでクロロホルム抽出液を脱水し、濾過して 20mL の共栓キュベットに入れ

る。それから少量のクロロホルム洗浄フィルタを通し、洗浄液を合わせてキュベットに入れ、クロ

ロホルムを加えて 20mL にする。この溶液は 1 ミリリットルがアトロピン 5.0mg に相当する。 

B.3.2.5 スコポラミン標準溶液：スコポラミン臭化水素酸塩 145.0mg を量り取り、水 10mL に溶か

す。そこにアンモニア水（1+1）を加えてアルカリ性にしてから、クロロホルムで 2 回抽出する（8mL

ずつ）。少量の無水硫酸ナトリウムでクロロホルム抽出液を脱水し、濾過して 20mL の共栓キュベッ

トに入れる。それから少量のクロロホルム洗浄フィルタを通し、洗浄液を合わせてキュベットに入

れ、クロロホルムを加えて 20mL にすると、1 ミリリットルがスコポラミン 5.0mg に相当する標準

液が作成される｡ 

 

B.3.3 操作手順 

 

薄層プレートの下端 2cm のところに、10µL のアトロピン及びスコポラミン標準溶液、30μL～

100μL の試料抽出濃縮液をスポットする。各点の間は 1.5cm 開ける。予め展開溶媒で飽和させてお

いた展開槽の中に入れて、溶媒が先端部から 10cm～15cm のところまで展開して来たところで取り

出し、展開溶媒を揮発乾燥させる。発色剤を噴き付けてオレンジレッドの斑点が出現したら陽性反

応とする。 
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