
傾斜地茶園に散布された農薬の動態解明
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2003年から2007年、傾斜地茶園及び隣接河川において、農薬の動態に関する調査を摘要：

実施した。使用農薬は、有機リン系殺虫剤が約7～8割を占めた。河川水中から検出された

農薬成分は、DMTPとフルフェノクスロンで、特に降雨時に顕著に検出された。DMTP濃度の

消長パターンは2種類みられ、これはDMTPの散布地点と河川との距離との関係によるものと

推察された。茶園で散布されたDMTPは、茶樹で6.0－9.9μg/cm 残留し、土壌表面に1.85μg2

/cm 、ほ場周辺では0.02μg/cm 残留し、周囲への飛散は極めて少ないことが明らかとなっ2 2

た。また、DMTPの土壌中での減衰は早いため、地下への浸透は少なく、したがって表面流

去が河川への流出の主な経路と考えられた。

茶園、農薬、流出、DMTPキーワード：
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Surveys on concentrations of pesticides in water of a stream running through teaAbstract:
field(41.5ha) on slant places were carried out in Aichi from 2003 to 2007. Seventy - 80%
of all pesticides were organophosphorus insecticides. When it rained, Methidathion and
Flufenoxuron were detected intermittently. Especially when it start to rain, the
Concentration of these pesticides in the stream water reached those peaks. We
recognized two different patterns of Methidathion in the stream water. It seems that
theses difference caused by distance from spread pesticide field to sampling point.
Concetraition of Methidathion was 6.0-9.9μg/cm on the tea tree, was 1.85μg/cm on soil2 2

surface, and was 0.02μg/cm around the field. Most of Methidathion run off on soil2

surface, because of Methidathion was broken down immediately in soil and not
remained in underground.
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緒 言

国内外において、食の安全性に対する意識・関心が

高まる中、2001年5月、残留性の高い化学物質の汚染か

ら人の健康及び環境を保護することを目的とした「残

留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が採

択され、残留性の高い化学物質の動態を十分に把握す

ることが国際的に求められつつある。国内でも水田を

始めとする農耕地における農薬や重金属の動態・生態

系に対する影響評価手法の開発・リスク低減化技術の

開発等が研究されている。西本は 、河川に流入した１）

有機リン系殺虫剤に対する水生昆虫トビケラの感受性

について報告しているが、調査地域の使用農薬もDMTP

、を始めとする有機リン系殺虫剤が多く確認されており

河川に流入した農薬が、そこに生息している魚や昆虫

を始めとする動植物の生態系に影響を及ぼすことが懸

念される。河川への農薬の流入については、水田の寄

与に関する研究事例が多く モデル化がされている。２）

、 、一方 畑地では特に傾斜地からの寄与が想定されるが

調査事例が少ない状況である。そこで我々は、2003年

から2007年に傾斜地に植栽された茶園に散布された農

薬の動態について調査した。

茶樹は、台地や傾斜地に植栽される場合が多く、水

田のように用水等を通じた直接的な水系へのつながり

はない。そのため、散布された農薬は地下浸透だけで

なく、河川等水系に隣接した農地で農薬を使用する場

合には飛散によって直接流入したり、降雨により農薬

の一部が傾斜した通路等から農耕地系外へ表面流去す

ることが予想される。しかし、傾斜地茶園から河川等

水系へ農薬がいつ、どのくらい、どのような形態で流

。出するかなど農薬流出に関わる実態は不明な点が多い

そこで、傾斜地茶園からの農薬の農耕地系外への流出

過程や動態を明らかにした。

材料及び方法

１ 農薬使用実態聞き取り調査

調査地区は、愛知県内の小河川周辺の傾斜地にある

茶園で、傾斜角は約9度で対象面積は41.5haであった。

、 、 、聞き取り対象農家は20戸で ほ場毎に農薬名 散布日

散布量、希釈倍率について行った。

調査地域の概況は、茶園が主体で他に小面積の水田

と梨、ミカンの果樹園があるが、使用農薬は茶園と他

の作物と重複するものはなかった。調査河川の上流部

はFig.1に示したように中間で二股に分かれ、それぞれ

上流部にため池があり、さらにその上は山林となって

おり最上部での農薬の使用は認められなかった。

Fig.1 Local map of study area.

(In this area, tea trees are mainly grown)

Fig.2 Monitoring point.

Table 1 Monitoring method of pesticides

concentration in the stream water

２ 河川水中農薬のモニタリング調査

対象区及び採水地点はFig.1、2のとおりである。河川

。水中農薬のモニタリングはTable 1 に基づいて行った

河川水の採取は、ガラスビンに採取し、氷で冷却して直

ちに持ち帰った。農薬の分析は溶存態と懸濁態(SS）に

分けて分析し、合量値を河川の農薬濃度とした。溶存態

は、検水をろ紙（Whatman GF/Fφ47mm(Glass filters)）

survey term interval pesticides analytical
machine

2004　4/12 ～ 4/22
             5/31 ～ 6/10
2005　5/30 ～ 6/11
2004　6/21   8:00 ～ 21:00
2005　6/11 10:00 ～  4:00
             6/15   5:30 ～ 22:00
2006　6/5, 8, 15, 22, 28

GC-FPD
GC-NPD
GC-ECD

short interval 2 days

rainy days 1hour

DDVP, BRP, DMTP,
Flufenoxuron

GC-MSlong interval 2003　4/3 ～ 11/27 14 days DDVP, BRP, DMTP,
Flufenoxuron, Pyraclofos
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でろ過後、1,000mlを固相抽出装置（Waters社製）でPS-2

カラムに抽出し、これを2mlのアセトンで溶出定容した

もの2連をガスクロマトグラフ質量計(GC-MS)で分析し

た。SSは、検水1,000mlをろ紙（Whatman GF/Fφ47mm

(Glass filters)）でろ過後、このろ紙上のSSからアセ

トンで抽出し減圧濃縮後、残留物を500mlの純水に溶解

し、これをPS-2カラムに濃縮後、2mlのアセトンで定容

し、同じくGC-MSで分析した。

2003年は、4月から11月まで2週間間隔で採水し、河

川水中の農薬濃度を測定した。

2004年は、4月及び5月下旬～6月上旬の2回、2日間隔

で採水、6月21日の降雨時は1時間間隔で採水し、河川

水中の農薬濃度を測定した。

2005年は、5月下旬～6月上旬に2日間隔で採水、6月11

日及び15日の降雨時は降雨開始直後から2時間は15分間

隔で、以後1時間間隔で採水し、河川水中の農薬濃度を

測定した。

2006年は、6月5（データ省略 、8、15、22及び28日）

の降雨時に2005年と同様に降雨開始直後から2時間は15

分間隔で、以後1時間間隔で採水し、河川水中の農薬濃

度を測定した。

３ 茶園ほ場内で散布された農薬（DMTP）の濃度分布

と土壌中での減衰

(1) 茶園ほ場内に散布されたDMTPの濃度分布

供試農薬は、DMTP(1,000倍液)で散布量は1,000L/10a

(スズランノズル吹き上げ)であった 供試作物は 茶(や。 、

ぶきた)、樹高1.2mで畝間0.3mであった。散布液は、茶

樹表面と内部、畝間及びほ場境界から1mと5mにそれぞ

れ3地点設置したろ紙（Whatman GF/Bφ110mm(Glass

filters)）に付着させた。ろ紙に付着したDMTPはアセ

トンを用いて回収し減圧濃縮後、ヘキサンに溶解して

ガスクロマトグラフ（FPD-P）で測定した。

(2) 土壌中におけるDMTPの減衰

供試土壌は、試験(1)の畝間2地点から採取した土壌

（細粒黄色土、深さ0-5cm及び5-10cm）を用いた。採取

した土壌は直ちに実験室に持ち帰り、室温22-24℃で保

管して散布後0、7、14及び21日目に分析に供試した。

土壌水分は深さ0-5cmで平均35%、深さ5-10cmで平均37%

であった。DMTPは、20gの供試土壌からアセトンを用い

て抽出し、1/2量（10g相当）を多孔性ケイソウ土カラ

ム、フロリジルカラムで精製後、ガスクロマトグラフ

（FPD-P）で測定した。

試験結果

１ 現地における農薬使用実態

調査対象流域の茶園農家20戸に農薬使用の聞き取り

調査を実施した。

2003年度の栽培期間中(4～11月)の使用農薬は殺虫剤

25剤、殺菌剤2剤、除草剤1剤の計28剤であった。その

、 、うち使用量の多い農薬は有機リン系殺虫剤のDDVP BRP

アセフェート、ピラクロホス及びDMTPの5剤で全体の約

8割を占めていた。2004年度でも有機リン剤系殺虫の使

用量は約7割であった。一番茶摘採期前（4～5月上旬）

及び6月中旬の使用農薬では揮発性の高いDDVP及びBRP

が約6割を占めていた。6月から8月上旬にはDMTP及びア

セフェートが使用されていた。8月中旬から9月にはピ

ラクロホスが主に使用されていた。摘採期に当たる5月

中下旬と10月上中旬及び秋・冬季の11月と1～3月まで

農薬は使用されていなかった。2004年にはTPN及びフル

フェノクスロンは2003年の同時期と比べ使用量が多か

った(Fig.3)。

Table 2 Detection of pesticides in the stream

water from Apr. to Nov. 2003

２ 河川水中農薬のモニタリング調査

2003年の4月3日～11月27日の期間は、14日毎に計18

、 、回 調査地域茶園で使用されている主要農薬のDDVP

BRP、DMTP及びピラクロホスについて河川水中の農薬濃

度を測定した。その結果、6月9日にDMTPが0.84ppb検出

された。この他4月14日にDDVPが、6月9日にDDVPとBRP

が検出限界以下ではあるがGC-MSで確認された(Table

2)。これ以外の調査日及び懸濁物質（SS)から農薬は検

出されなかった。しかし、この採水間隔では河川水中

の農薬の動態解析が困難であるため、以後間隔を短く

し検出頻度の向上を試みた。また、測定期間は、農薬

散布量の多い時期に合わせ、河川水中の農薬の検出効

率を高めるように設定した。

、 、2004年は 5月31日～6月10日の期間中2日毎に計6回

河川水中の農薬濃度を測定した。対象農薬のうちDMTP

のみが検出された。特に、散布と降雨がかさなった6月

6日、0.33ppbと最も高い濃度で検出された（Fig.4 。）

このことから、河川では降雨時に農薬が検出される可

能性が高いと考えられた。

、2005年は2004年の結果から降雨時の調査に絞り込み

+:detect, -:not detect, +/-:trace

-----Flufenoxuron

-----TPN

-----Acephate

-----Pyraclofos
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-+/----BRP

-+/--+/--DDVP
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6月11日及び6月15日の降雨のあった日に河川水中の農

薬濃度を測定した。DMTPは両日とも降雨開始後すみや

かに濃度ピークが現れた。フルフェノクスロンはDMTP

、 。に比べ遅れて濃度ピークが現れ 検出濃度も低かった

検水中の懸濁物質からは、いずれの農薬とも検出され

なかった（Fig.5 。）

2006年は、5月から6月の降雨日に河川水中の農薬濃

度を測定した。測定期間中に散布された農薬は、DMTP

だけであった。河川水中におけるDMTP濃度の消長パタ

ーンと降雨強度の関係は明確でなかった。DMTPの消長

パターンには2種類が確認された。降雨開始直後に短時

間で最大ピークをむかえるものと、降雨開始10時間経

過後に最大ピークをむかえるものであった（Fig.6 。）

このことから、DMTP濃度の消長パターンの要因につい

ては降雨強度以外に散布日、散布場所等の関係も検討

する必要が認められた。

Fig.3 Result of research on using pesticides.

Fig.4 Amount of using DMTP, concentration of DMTP and amount of rain in the stream water in 2004.
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Fig.5 Concentration of the pesticides and amount of rain in the stream water at rainy day in 2005.

Fig.6 Relationship between amount of rain and concentration of DMTP.
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Fig.7 Distribution of DMTP in tea field and around field.

Fig.8 Decrease of DMTP in tea field soil.

３ 茶園ほ場内での農薬（DMTP）の分布と土壌中での

減衰

(1) 茶園内のDMTP濃度分布

2007年5月、茶園に散布されたDMTPの濃度分布と土壌

残留したDMTPの減衰を調査した。DMTP濃度は、茶樹表

面で高く(6.0－9.9μg/cm )、樹体内は(1.6－2.2μg/2

cm )と低くかった。土壌表面のDMTP濃度は、畝間土壌2

表面で1.85μg/cm で、ほ場境界から5ｍ地点では0.022

μg/cm と極度に低く、ほ場から周辺に行くほど濃度の2

低下が認められた（Fig.7 。）

(2) 土壌中におけるDMTPの減衰

DMTPの土壌中(深さ0-5cm)での減衰は、散布直後1.85

ppmであったものが7日後には1/4以下となり、21日後に

は検出限界0.04ppm以下と速やかに減衰した。また、深

さ5-10cmでの減衰は、散布直後0.383ppmであったもの

が7日後には検出限界値付近となり、14日後には検出限

界以下となった（Fig.8 。このことから、DMTPの下層）

への浸透が少ないと推察された。

考 察

１ 河川水中農薬の動態

2003年の14日間隔での調査では河川水中の農薬がわ

ずか1回しか検出されなかったため、2004年の2日間隔

にしたところ、降雨量の多かった日に農薬が検出され

たことから、降雨時の前後における農薬の河川への流

。 、出について詳しく調査する必要性が示唆された また

、 、 、2003 2004年4月には DDVPとBRPが使用されていたが

河川水中から検出できなかった。両農薬とも蒸気圧が

2,100mPa(25℃)及び266mPa(20℃)と高く、揮散しやす

く、残留しにくい性質である。このことが、これら農

。薬が河川水中から検出できなかった理由と考えられる

これは一番茶の摘採直前使用になるため、農家が生産

物の安全性を確保する手段として妥当なものと考えら

れる。

GC-MSで全ての農薬を一斉分析したが、DMTP以外は検

出限界以下であった。さらに、ガスクロマトグラフ

(FPD-P)で再検出を試みたが、DMTP以外のピークは確認

できなかった。とくにアセフェートの使用量は、DMTP

と同程度であり、水溶解性もlog Pow＝-0.89と非常に

高いので、河川水中に流入している可能性は高いと考

えられるが、採水間隔が14日間隔と長かったため検出

できなかったと思われる。水溶解度の高い農薬の動態

に関して、丸 は千葉県河川における11種類の除草剤３）

の調査結果から農薬流出率と水溶解度の間の正の相関

関係を認めており、今回の調査でも細密な調査と農薬

山田・大竹・大橋・吉川：傾斜地茶園に散布された農薬の動態解明
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の流出時期が一致すればアセフェートなど水溶解生の

高い農薬は検出できると考えられた。

2005年の2降雨日にDMTPとフルフェノクスロンが検出

。 、された DMTPは降雨開始後速やかに濃度ピークが現れ

フルフェノクスロンはDMTPに比べ遅れて濃度ピークが

認められた。伏脇ら は、降雨時による樹園地から河４）

川への流出に伴う農薬の濃度変動は、懸濁物質や濁度

。 、 、と同じであることを報告している 一方 井上ら は５）

降雨時の懸濁物質濃度の高いとき以外は、通常、懸濁

体からの農薬の検出は少ないとしている。今回検水中

の懸濁物質からは井上らの報告のようにいずれの農薬

とも検出されなかったことから、河川水中で検出され

。た農薬は降雨水に溶解して流入したものと考えられた

懸濁物質の量も数mg/lと通常の河川の懸濁物質量を大

きく上回るものではなかった。また、茶樹は、等高線

に沿って植樹されているため、樹体からの直接の流去

は考えにくく、茶園の山側から谷側に傾斜する通路や

ほ場周辺の道路に飛散・付着した農薬が、雨水に溶解

して河川に流入したと考えられる。

2006年、降雨量の違いが農薬の流出に及ぼす影響に

ついて調査した。検出された農薬はDMTPであった。DMTP

の濃度の消長パターンと降雨強度の関係は明確ではな

かったが、消長パターンに明らかな差が認められた。

すなわち降雨直後に最大ピークを認めるもの（パター

ンA）と降雨開始後10時間後に最大ピークをむかえるも

の（パターンB）であった。ここで、農家への聞き取り

調査によるDMTPの散布ほ場を地図上にプロットすると

大きく2カ所にわけられた。降雨直後に最大ピークを認

める時のDMTPの散布ほ場は採水地点に近い下流域で、

降雨後10時間後に最大ピークを認める時のDMTPの散布

ほ場は採水地点から遠い上流域であった。また、ピー

クは、降雨直後では一つのピークしか検出されていな

いのに比べ、10時間後にピークを認める時には複数の

。 、ピークが認められた この時のDMTPの河川への流入は

表面流去により直接、あるいは上流部にあるため池で

いったん滞留したものがピークとして確認され、複数

のピークになったとも考えられるが経路の解明はでき

ていない。このことから、降雨時のDMTPの消長パター

ンの違いは散布されたほ場と採水地点との距離の違い

による影響、特にほ場から河川までの流出距離が長い

ほど、到達時間を要するためと推察された（Fig.9 。）

このことから、河川水中の農薬のモニタリングでは、

ほ場と調査地点との間にため池など農薬の動態解析に

影響を及ぼす要因のない地点の選定も重要になると考

える。

２ 茶園に散布された農薬（DMTP）動態と系外流出の

可能性

(1) 散布時における系外飛散

散布されたDMTPの残留濃度は、茶樹で高く(6.0－9.9

μg/cm )大部分が茶樹に残留することが明らかとなっ2

た。また、散布当時の平均風速が2.4m/secで薬液量が

1,000L/10aの多量にもかかわらずほ場周辺への飛散は

極度に低かった。このことから、スピードスプレーヤ

による果樹園周辺への農薬飛散に比べ、通路等の表面

に飛散した農薬も少ないためこれらの農薬の河川への

Fig.9 Outflow pattern of DMTP and area of using DMTP
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流出も少なくなっていると考えられた。ただ、土壌と

違い分解や吸着の少ないアスファルト表面などに付着

したDMTPは雨水により河川に流入することが考えられ

る。このため、さらにドリフト低減ノズル等の散布方

法を検討すれば環境中への流出は抑制することができ

ると考えられた。

(2) 土壌に落下したDMTPの系外流出の可能性

DMTPの土壌中での減衰は、散布直後1.85ppmであった

ものが7日後に1/4以下、21日後に検出限界以下と、非

常に速やかに減衰した。クミアイ化学工業株式会社が

公表している製品安全データシートによる圃場でのDMTP

の土壌半減期は、3日で今回の土壌中での減衰速度とよ

く一致した。茶園土壌は酸性側で管理されており、有

機物も特殊だが、DMTPの半減期は通常の畑地土壌と同

じと考えられた。Riceら は、除草剤の地下水への移６）

動は根や孔隙の存在により除草剤の水溶解平衡化によ

る理論的な移動速度よりも1.5から2.5倍も速いと報告

しているが、矢口ら が果樹園で使用される農薬がい７）

ずれも20cm程度しか浸透しないと報告している。DMTP

の場合、土壌中における分解が速いため地下への移行

は少なく、河川への流入は表面流去が主な経路と考え

られた。

(3) 茶園に散布された農薬の河川への流出経路

、 （ ）農薬の流出は 3の茶園ほ場内で散布された農薬 DMTP

の濃度分布と土壌中での減衰の試験(2)土壌中における

DMTPの減衰でも明らかなように、DMTPは分解が速いた

め地下への移行は少なく、表面流去が主因と推察され

た。

また、フルフェノクスロンのような極低濃度で河川

水中から検出された農薬については、データを蓄積し

て精度を高める必要があると考えられた。

(4) 茶園に散布された農薬の生態系への影響

生態系への影響についてみると、水道法の水質管理

目標設定項目 には、TPN(0.05mg/l)、DDVP(0.008mg/l)、８）

アセフェート(0.08mg/l)、DMTP(0.004mg/l)が示されて

いる。DMTPでは降雨時に、非常に短時間ではあるが管

理目標設定項目の0.004mg/l（4ppb）を上回る測定結果

が認められた。水産動植物に係るこれら農薬の登録保

留基準値はないので比較はむずかしいが、一時的にせ

よ降雨時に河川水中の農薬濃度が高くなることに対し

て前述したドリフト防止ノズルの使用導入など環境影

響への低減技術を導入していく必要があると考えられ

た。
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