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一般論文 農薬寵用に関する環境指標間の関連性分析

佐藤正1lf:r*村 1・南石晃明***亀崖 隆志*** 

摘要

第三次環境基本計画における重点課題として化学物質による環境リスクの低減があげ

られている。また農業政策では肥料・農薬の使用による環境負荷軽減の観点から環境保全

型農業が推進されている。そして農業生産者の農薬適正使用の遵守や特別栽培農産物の表

示秘度の取組が進められている O こうした取組では，農薬削減の基準となる指標は主に農

薬有効成分使用回数を想定している O この指標は，農業生産場面での利用は簡易であるも

のの環境負荷削減の効果の有無に関する知見は必ずしも十分で、はない。

そこで本稿では，農薬使用の環境リスクを低減するための管理指標として筆者らが提

案している農薬使用の技術危険度 (RST) を，農業技術体系データベースの野菜技術体系

55種類のデータへ適用し有効成分使用回数やその他の簡易指標との相関分析と，品自別，

作型別，農薬用途別に指標問の関連性を検討した。その結果 RSTとその他の簡易指標

間の相関は小さく，簡易指標を環境管理の百擦にするだけでは技術体系会体からみた環境

負荷の効果的な削減には必ずしも結びつかないことを明らかにした。また簡易指標の利用

では環境負荷を露目減できない場合には 原因となる有効成分を特定して対策を検討する必

要があること，その|奈の管理指標として RSTが有効で、あることを明らかにした。

さらに RSTの利用場面を検討し 1)年度ごとに栽培品目が異なる場合や複数部門の経

営であっても自己の経営の過年度の計爾・実綴と比較して環境配慮の観点から当該年度の

計幽・経営改善効果が評価可能となること， 2)低環境負荷を目指した農業技術の研究開

発に有効で、あること， 3)農業経営のリスクマネジメント適正農業規範 (GAP) において

農薬散布計画の立案プロセスを導入し農場管理規刻の中で RSTを環境管理の目標指標

として利用可能で、あること， 4)農薬商品ラベルにより環境情報の発信に利用できること

を示した。

キーワード:農薬，環境リスク 農業環境指襟，環境管理，環境保全型農業
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1 はじめに(背景と目的)

我が閲において農業生産で使用される農薬の環

境リスク低減対策は，主として農薬取締法により行

われてきた。河法の下，農業生産の安定と国民の健

康保護・生活環境の保全を目的として，農薬は製造

段階でのリスク評価を要件にした農薬の許認可愛

録制度が実施され，現在，農業生産者のf長薬適正使

用の遵守が関られている。また，これに加え， ø~~EJ" 

農薬の使用低減等による環境負荷の軽減に配慮す

ることが重要であるとの観点から環境保全型農業

が推進されている。

2009年 11月初日受付， 2010年 11月4日受滋

一方，第三次環境恭本計聞における環境政策上の

重点課題として化学物質による環境リスクの低減

があげられ，各種の施策が展開されている O そのう

ち全産業部門を包含する取組として，事業者による
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化学物質の自主的な管理の改替を促進し，環境保

全上の支障を未然に防止することを目的とした f特
定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の

改善の促進に関する法律(平成 11年法律第 86号)J

(以下，化管法という。)のもと，化学物質排出移

動量登録 (PollutantRelease and Transfer Register: 

PRTR)制度が実施されている。平成 17年度にお

ける PRTR対象物質の排出量集計結泉によると，

農薬の排出量推計結果は約4万2千トンであり，こ

れは届出排出量と届出外排出量を合わせた全体の

約 796になると推定されているlL同制度において農

業部門は非対象業種であるものの，全体に点める排

出量の都合が大きい部門であるとの指摘やお，農薬

は野外で利用されることから，産業活動全体として

化学物質の環境リスクを削減するためには，農業経

営による農薬削減の取組とそれを支援する制度の

充実が望まれる。

こうした中，環境保全型農業の推進を目的として

潔境保全型の新技術開発，農業経営体への技術・営

農情報の提供，金融・税制手段による技術導入支援

が行われ，さらに農業経営による環境保全型農業へ

の取組が社会的に認知される仕組みとして表示制

度の整備が進められている。このうち農薬の削減に

関する代表的なものとして特別栽培農産物に対す

る表示制度がある3)。本表示制度において，現在農

薬削減の基準として設けられている指標は，実際の

農業生産の場面で利用可能であることが前提であ

ることから，農薬の有効成分使用邸数が利用されて

いる O また有効成分使用問数JJ、外にも農薬使用の環

境負荷削減指標は考えられ，栽培技術関の比較評価

や幾薬投入の動向把握等の既存研究では，使用農薬

数，有効成分使用量. I澄等調整生存年 (Disability

Adjusted Life Year: DALY) .消失した生物種の割合

(Potentially Disappeared Fraction: PDF)等が用い

られてきた九農業生産の場面で利用されている簡

易な指標と農薬の環境負荷との関連性が明らかに

認められれば，それら指襟を利用した取組により，

農薬環境負街削減を図ることができる。しかしなが

らこれまで，実際に農業経営体が環境負荷を削減す

るために利用している有効成分使淘図数等の各種

指擦と環境負荷との関連性に関する知見は必ずし

も十分ではない。

そこで本論文では，農業生産にともなう農薬投入

について農業経営体で利用可龍な環境負荷を評価・

管理する諸指標問の比較分析をおこない指標聞の

関係を明らかにする。そして，農業経営における農

薬削減の取組が実行性を有するための方策につい

て検討をおこなう C

2 データと方法

2.1 比較指標の選択

本研究では，農薬資農薬数，有効成分使用問数，

有効成分使用量，農薬使用の技術危険度7)の指標を

比較分析する。比較指襟の選択は，表 lに掲げた我

が国の農薬投入に関連する研究で用いられた指擦

を参考に，農業経営体レベルにおける指標算出デー

タの利用可能性を考慮して選択した(表2)。

農薬費は，生産に用いた農薬の購入代金の合計額

(円/lOa) であり，種苗を購入している場合には種

苗生産に係る農薬は含まれていない。農業経営では

この値を損益計算書から把握することができる。

農薬数は，農産物の生産に要した農薬種類数であ

り，農薬の購入履歴から把握することができる。

有効成分使用回数は，農産物の一作付け期間中に

使用した農薬有効成分ごとの総使用回数の合計で

あり，種苗生産過程における有効成分使用回数も含

んでいる O 一度の農薬散布であっても散布農薬に複

数の有効成分が含まれている場合があるため通常

は農薬散布作業の回数よりも大きな値となる O この

値は，農作業日誌等の農薬使用履歴から把握可能で

ある。

有効成分使用量は，農産物の生産に委した農薬に

含まれる有効成分の使用量 (kg/lOa) であり，溶

媒は含んで、いない。この僚は，農作業日誌等の農薬

使用履歴の農薬使用量 (kg/lOa) と農薬ラベルに

表記された有効成分含有比率 (96)の情報から算出

可能である。

R訂は作付箇積当たり有効成分使用量と毒性重

み付け係数10.111から算出することができる。 DALY.

PDFの算出には，農薬有効成分ごとの運命分析モ

デルを利用することが前提となる。しかしながらそ

うしたモデルのパラメータを決定する要因につい

て，農業経営段階でデータを利用することは困難で

あると考えられることから比較指標から除外した。

R訂は，化学物質使用時点での環境中化学物質

濃度を毒性重み付け係数の逆数である環境管理参

考濃度にまで薄めるために必要な単位面積当たり

の水量であり.1i直が大きいほど環境リスクが格対的

により大きい可能性があることを示す。算式は次の

通りである O

RSTi (nun) 

=Lj (農薬有効成分の使用密度j.i(kg/km2)

x農薬有効成分の毒性重み付け係数 ij(L!mg)) 

ここで iは農業技術は農薬有効成分であり，

環境管理参考濃度は長期間日暴露されでも悪影響を

与えないと推定された環境中の化学物質濃度であ
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る。この指襟を用いることにより，多種類でかつ毒

性も異なる農薬有効成分について向ーの指標で環

境リスクを定量的に比較することが可能となる。な

お， RSTの算出には，水系経由の人健康への影響

を考慮して設定された f人の健康保護のための水域

管理参考濃度」と水生生物への影響を考慮して設定

された「水生生物の保護のための水域管理参考濃

度」の二種類の環境管理参考濃度を胤いる。そのた

め，上式における毒性重み付け係数も，水系経由の

人健康への影響を考慮したものと水生生物への影

響を考慮したもののニ種類が設定される。その結

果，指襟算出に用いる毒性重み付け係数の種類に対

応して RSTは，人健康を対象とした指標である「人

に対する農薬使用の技術危険度J(以下， R託11)と

水生生物への影響を対象とした指標である「水生生

物に対する農薬使用の技術危険度J(以下， RSTa) 
の二種類に分類される O

2，2 利用データと加工方法

各指標の算出には，農業技術体系データベース

(Farming-systems Database: FSDB)を用いた 12.13)。

FSDBには，水稲， トマト，キュウリ等の当該地域

で栽培されている主要な品目が総緯的に含まれて

おり，また同一品目であっても品種，栽培時期，施

設栽培か露地栽培といった栽培様式等が異なる場

合には呉なる作型として類型化され，類型ごとに農

業技術データとして整備されている。 FSDBの農業

技術データは，当該地域の標準的農業技術体系に関

する収量，投入資材の種類・量，農作業内容・持期

といった栽培技術に関する情報と，投入資材の種類

ごとに細分化された費'用項目等の金額ベースの情

表 1 農薬の環境負荷評備の利用指襟

出所 指標 説明

柴原ら(1997)81 農薬出荷金額，有効成分出荷澄 日本の農薬多投化の進展の評価に利用。

農林水産省統計情 有効成分使ffl@]数，有効成分{史朗長 野菜作における全国農業地域別の品目日Ij農薬稜類別投入凶数の統

報部 (2000) 計官守把握に利用。

日本言十闘行政学会農地面積当たり農薬消費量

(1995) 9) 

都市環境の健全性指標(アーバンエコロジー指標)を構成姿紫で

ある依日目指標:のひとつとして提案。

問本ら (2001) 農薬数 環境保全裂栽培体系(トマト)における化学合成農薬削減努の評

価に利用。

f長林水産省j討を・ 有効成分使用回数

安全局 (2007)

特別栽培農産物の設定のために依行栽塙との比絞基準として利用。

林 (2006) 際筈制緩生存王手 (DALY)，消失した 人の健康，生態系の't'iへの影響の観点から，絡設トマト1長崎にお

生物種の割合 (PDF) ける慣行体系と養液ゴニ斜体系間の比較評価lに利用。

佐藤ら (2007) 農薬使用の技術危険度 (RST) 釘組問での利用を目的に，水系続出の人の健康と水生生物への

指標名

設楽数

手干効成分使用回数

有効成分使用設

農薬使用の技術危険度

(RST) 

彩務ーをil!lJる指標として提案。 農薬紋布11寺における決議の潜在的危

険度を評他。

表 2 比較指標の特徴

定義 算出資料

fflの合計。種衡に係る農薬(土含まれない。

j;ミ段物の生産に要した農薬種類数。 稜類 農薬使用履践における使用農薬名

f長ilII物の生産過程における農薬有効成分 留 農薬使府庁長授における成分ごとの使用沼数

毎の使用回数の合計。種aに係る農薬を

含む。

農産物の生産に要した農薬に含まれる有 kg/10a 農薬使用隠歴における使用量

効成分の使用量。

農産物の生産に姿した農薬有効成分に mm  農薬使用股般における使用E22襲名，使潟

ついて使用益を毒性で重み付けした値 lfi:.使用面積と環境管理参考i幾度から算出。

の合計。
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報が所収されている。これらの情報は，実際の農業

経営体で把擦できるものと類似の情報であり，また

農薬については，含まれる有効成分と剤型の組合せ

から決定される農薬の種類まで識別することができ

るO そのため，本データベースの利用は，農業経営

体で利用する指標関の関連性を分析する目的に適し

ている。

本研究では， FSDBに所収されている農業技術

データのうち野菜部門に分類された異なる品目・作

型からなる 55種類の栽培技術(以下，技術体系と

いう。)を対象として各指標を算出した(表 3)。た

とえばホウレンソウでは，品種，栽培時期，ハウス

栽培か露地栽培か等の作型の速いにより，向一品自

であっても 8種類に類型化され技術体系が構築され

ており， 8種類の技術体系それぞれについて指標を

算出した。

各指標の加工方法を以下に示す。農薬費は，技術

体系ごとに投入した資材費のうち農薬に該当する箇

所を抽出しそれらを合計した金額とした。農薬数

は，投入資材の種類のうち差是薬に該当するものを拙

出し，各技術体系について重複する農薬名を除いた

うえで集計した数とした。

有効成分使用量は，農薬の種類ごとに使用量を把

握し，それに有効成分の含有率を乗じて有効成分使

用量を算出し，それらを合計した俵とした。その際，

農薬使用量が容量で示されているものについては比

重 lと仮定して重量に換算した。

有効成分使用回数は，まず FSDBの句別作業内

容から農薬散布作業を拙出し農薬種類ごとに作業

回数をカウントした。次に FSDBで想定されてい

る農薬散布作業について農薬適用一覧表).Ilの農薬，

作物，病気の組合せを参照し当該有効成分の使用

許容回数を求めたO そして FSDBからカウントし

た農薬数布作業回数と農薬適用一覧表から参照した

許容図数を比較して小さいほうの値を使府回数とし

た。なお.r特別栽培農産物に係る表示ガイドラインj

に準じて展着剤，誘引剤，微生物農薬の使用回数は

使用問数から除外した。なお，農薬有効成分の使用

回数の制限は農薬商品ごとに規定されていることか

ら， FSDBの農薬情報を農薬臨品と一意に対応、づけ

表 3 授術体系データ(野菜部門)の分析対象品呂と有効成分数

まれる品目 ちPR

6 (3ふ0，0)

キュウリ b 30 01，18，0，1) 11 (4，7，0，0) 

ナス l 10 (5ん0，1) 3 0，2，0，0) 

ピーマン 3 14 (7ふ0，2) 3 (0，2，0，1) 

トマト 3 25 01，13，0，1) 5 0ム0，0)

ミニトマト 11 2 

主主薬菜類 アスノTラガス 3 6 (2，1，2，1) 4 (2，1，1，0) 

キャベツ 5 18 (6ム1，2) 3 (0ふ0，0)

シュンギク 4 (2，2，0，0) 1 (0，1，0，0) 

ナバナ l 4 (2，0，0，2) o (0，0，0，0) 

ネギ 3 16 (6，7，1，2) 7 (3，2，1，1) 

フやロッコリー l 9 (4ム0，1) 2 0，1，0，0) 

ホウレンソウ 8 5 (4，1，0，0) 3 (3，0，0，0) 

ミツノ1 l 2 (1，1，0，0) 1 (0，1，0，0) 

レタス 5 6 (1ふ0，0) 1 0，0，0，0) 

根菜類 サトイモ 4 (1，2，1，0) 3 (0，2，1，0) 

ダイコン 5 5 (3，1，1，0) 2 (0，1，1，0) 

ナガイモ 5 (2，2，1，0) 3 0，1，1，0) 

ニンジン 6 5 

豆類等 エダマメ 2 5 3 

スイートコーン 1 3 (3，0，0，0) o (0，0，0，0) 

全体 55 92 (35，41，7，9) 30 02，13ん1)

(i主1) 異なる品目に同種の有効成分が含まれているため，物質数については品自の合計と会体の伎とが!呉なる。
(i主2) r合まれる有効成分数j及び「有効成分のうち PRTR物質数Jの列の扱弧内の数鎖は良薬用途別の内訳であり，

tr.から)1擦に殺虫剤，殺E菌剤J.除草斉IJ.その他用途を示す。
(注 3) 農薬用途「その1lliJには，殺Jll.filJ.植物成長務室主剤，段着剤， フェロモン斉IJが含まれる。
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る必要がある。しかしながら FSDBでは農薬から

会社名が省略されている(麗号抜き)などの通称名

が用いられているため，必ずしもその情報が農薬務

品と一意に対応しない場合がある O その際には，登

録農薬の中から登録番号が最も大きいもの，つまり

査録時期が最も新しい農薬を選択し FSDBでの使

用農薬を特定の商品と対応、づけたI)。

RSfは， RSThと RSfaの二種類を算出した。農

薬の種類毎に有効成分使用量を作付面積で徐した

単位面積当たり有効成分使用密度を求め，そのイ直に

毒性重み付け係数を乗じた値を各技術体系につい

て集計して算出した。毒性重みイすけ係数には，ヱ

コケミストリー研究会15iの債を利用した。ここで，

R坑'hの算出には「水域への排出の人に対する毒性

重み付け係数Jを， RSfaの算出には「水域への排

出の水生生物に対する毒性重み付け係数」をそれぞ、

れ利用した。

現在，環境管理参考濃度は， PRTR対象物質の自

主管理における優先順位付けを g的に公表されて

おり.また， PRTR対象の農薬には，年間の全国使

用量が 10トン以上であり，かつ，一定以上の毒性

クラスに該当するものとして，比較的高いリスクを

示す可能性を有するものが選定されている。このた

め，本稿での RSfの算出対象は環境管理参考濃度

を提案されている PRTR対象の有効成分とした。

2.3 指標間の関連性分析の方法

農薬使用の環境負街に関する 6種類の指擦を，

FSDB所収の野菜部丹の 55種類の技術について算

出した。算出した指標を利用して，まず，作自の種

類ごとに指標の平均値を比較し指標の特性を分

析した。次に各指標とそれぞれ'iJUの指標との問の

Spearman's順位相関係数を計算し有意i全の検定

を行った。さらに，側々の品目や代表的な技術体系

について農薬用途別に指標伺の関連性を分析した。

分析対象とする 55種類の技術体系データには 97

種類の農薬が含まれ，農薬の用途別の内訳をみる

と，殺虫剤 42種類，殺菌剤 39種類，除草剤 8種類，

その他8種類となっている(表 4)。一つの農薬に

複数の有効成分が含まれている場合や，呉なる農薬

に同種の有効成分が含まれている場合がある O それ

らを整理すると，指標算出の対象となる有効成分は

92種類となる O また， RSfについては PRTR物質

を対象とすることから有効成分92種類のうち 30物

賓が対象となる。

3 結果と考察

3.1 野菜の技術体系における指標間の椙額分析

表5は， 55種類の野菜技術体系ごとに各指標を

算出した後，野菜部門を 4つの類別lに区分して各指

標について技術体系数をウェイトとする加霊平均

を示したものである。類別区分の平均でみると，全

ての指標において果菜類の値が最も大きく，次いで、

葉茎菜類の順になっている。そして指標により順序

は奥なるものの根菜類と豆類等が葉茎菜類より依

が小さい。野菜の区分ごとに可食部f立が奥なるもの

の，どの野菜でも病害虫と雑草の防除体系が組ま

れ，ほとんどの技術体系で殺虫剤・殺菌剤・除草剤

が使用されている。また，技術体系は，多品目の周

年供給を可能とするために収穫時期を分散して構

築されている。そのためある野菜類別区分や品目が

特定の持期に収穫されるといった備りはない。その

ため野菜類別区分間の指標の序列には，果菜類では

可食部位の結実までの照聞が長く収穫期間も長い

ため一作の栽培期間が長いこと，また果菜類では収

穫も複数回行うことから野菜の商品としての価値

が損なわれないようにその期間の薬剤散布が多く

なる傾向にあることを反映していると考えられる O

さらに類別IR分を品目ごとの詳絡について見る

と，同じ類日IJ区分であっても品自衛で指様に変動

があることがわかる O 指標値の変動はとりわけ

RSfで大きく，例えば来菜類では R訂'hは最小{底

4.9E+03 (mm) と最大値1.4E+05(mm) とで約 28

倍，RSfaは最小値 2.0E+05(mm)と最大儀 3.7E+08

(mm)で約 1800倍の差がみられる。このことは可

食部位による類別度分が同じであっても品自ごと

の特徴が巽なることを示している o ~J、上より指標錨

表 4 野菜部門(分析対象 55種類)に含まれる農薬用途別の農薬数，有効成分数

農薬用途 終yiJ数 含まれる有効成分数 有効成分のうち PRTR物質数

殺虫剤 42 35 12 

殺菌剤 39 41 13 

除草剤 8 7 4 
その他 8 9 l 

主主 計一 97 92 30 
(!主) j;生薬用途「その他Jには，殺鼠剤，核物成長調整剤， 11主義子話。 フェロモン刻が含まれる。
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野菜類別区分月IJの指標の平均値(作付け一回当たり)

RSTa 
(mm) 

8.6E+07 

3.7E+08 

6.lE+06 

3.4E+06 

8.9E+05 

2.0E十05

1.3E+08 

2.0E+08 

2.4E+05 

1.8E+04 

O.OE+OO 

2.8E+07 

7.3E+06 

1.4E+08 

2.7E+05 

1.9E+08 

3.lE+06 

1.4E+05 

2.6E+08 

1.8E+08 

1.0E+07 

O.OE+OO 

6.8E+06 

9.7E+07 

RSTh 
(mm) 

1.4E+04 

1.4E+05 

5.0E+04 

2.5E+04 

4.9E+03 

1.8E+04 

5.9E+04 

3.1E+04 

1.6E+04 

2.3E+0l 

O.OE+OO 

1.0E+05 

4.3E+04 

4.5E+04 

1.6E+03 

1.9E+04 

3.5E+04 

3.2E+04 

5.9E+03 

4.3E+04 

4.1E+04 

1.8E+04 

4.2E+04 

O.OE+OO 

2.8E+04 

3.9E+04 

農薬数

(種類)

ト

)

一

蹴
庖
山
山
一

i

3

3

8

i

1

8

一5
A

2

3

3

s

s

i

3

日

平

す

/
f

一1
4

2

0

1

5

2

一0
0

0

0

1

0

1

0

0

可
制
U

E

N

一

5
1
t
-

E
L
i
-
-

有効成分

使沼回数

(悶)

60.0 

21.4 

64.0 

27.0 

28.0 

68.0 

41.1 

8.3 

20.1 

25.0 

1.0 

12.0 

21.0 

7.9 

4.0 

9.6 

11.5 

4.0 

11.1 

7.0 

20.0 

10.8 

10.0 

5.0 

8.3 

19.9 

表 5

ω
ω
ω
ω
ω
一

ω
ω
ω
一川…

13.7 

15.4 

19.0 

10.0 

11.3 

10.0 

14.3 

5.3 

10.4 

3.0 

3.0 

11.3 

8.0 

4.0 

2.0 

4.0 

6.1 

3.0 

5.0 

5.0 

6.0 

4.9 

4.0 

3.0 

3.7 

8.2 

J1~~喜 ït
(円/lOa)

31，067 

48，682 

71，176 

37，952 

22，267 

36，353 

技術

体系数

つd
p

h

u

η

J

1よ

η

J

1
よ

品目

イチゴ

キュウリ

トマト

ナス

ピーマン

ミニトマト

野菜類

別区分

果菜類

5，772 

14，302 

14，769 

19，636 

17，867 

12，015 

5，720 

3，038 

5，040 

qυ

に
υ

1
ム

1
i
q
υ
1
i
o凸

1ょ
に

U

アスノfラ

キャベツ

シュンギ、ク

ナパナ

ネギ

ブロッコリー

ホウレンソウ

ミツノT

レタス

9，200 

8，025 

6，960 
4，970 

5，084 
5，223 

5，130 

18，741 

ー
ム
ロ
υ

1
ム

1
i

2 

1 

エダマメ

スイートコーン

立類宅事平均

野菜全体の平均

(i主1) 平均{[[i!土各品自にE認する技術体系数をウェイトに用いた力01霊平均である。

(i主 2) 有効成分使用回数は，炭産物の一作付け期間 ι1'1こ{主的したj良薬有効成分ごとの*Æ~使ITlIlli数の合言十であり，一度の炭裟
散布であっても散布農薬に後数の宥効成分が含まれている場合があるため通'js'は農薬散布作業の関数よりも大きな綴と

なる。

相関係数を求めた(表6)0順位相関係数について

有意性の検定を行った結果， R訂bと有効成分使用

回数及びRSTaと農薬資，農薬数，有効成分使用

回数の相関係数については， 5%水準で有意ではな

かった。一方，その他の粉関係数については 1%ま

たは 5%水準で有意であった。

指標問の関連の詳細をみると，農薬費，農薬数，

有効成分使用回数，有効成分使用量の 4種類の指標

罰では相関が高い。また，これらの指擦のうち有

効成分使用量を除く 3指擦は， RSTh及びRSTaと

の祁関が低いか相関が認められない。有効成分使

用量は，その他の全ての指擦と 1%または 5%水準

で有意であった。 RSThは有効成分使用量との相関

が 0.65，RSTaとの相関が0.68と高いが，その他の

指標との相関はifi:いもしくは相関カヲ記められない。

RSThと RSTaとの関係に蕩目すると，向指標の値

について果菜類で大きく，根菜類，立類等が小さい

という傾向が読み取れるものの，農薬の環境負荷部

減のためには個々の品目，技術体系ごとに詳細分析

し対策を検討する必要があると考えられる O これに

ついては次節で検討する O

一般に農業生産では，ひとつの経営体が複数の農

作物を生産しており，こうした複数品目生産を前提

としつつ農薬環境負荷削減の取組効果を経営全体

として評価することが重要である O そこで，複数の

野菜栽培技術を利用して多品目を生産する場合に，

当該経営体全体として算出したf畏薬削減の各種指

標間の関係を把握する。そのために，対象とする野

菜技術 55種類をプールした指標間の関連性分析を

行う。

55種類の野菜栽培技術ごとに算出した指標問の

関連性を分析するため，指標問の Spearman's )11買佼
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の相違は，その算出式により毒'註重み付け係数の相

遂によるものであることがわかる O そこで， PRTR 
対象の農薬有効成分を PRTR政令名に対応させた

後，それら 25種類を対象として毒性重み付け係数

閲の順位相関係数を求めた。その結果，相関係数は

0.443であり正の相関が認められるものの必ずしも

大きな値ではなかった。その理由として，毒性重み

付け係数の中に PRTR政令名でシペルメトリンや

ペルメトリンといった水生生物に対する値が相対

的に大きいものの人に対する値が相対的に小さい

物質や，その逆にイミノクタジンやフルスルフアミ

ドといった水生生物に対する値が相対的に小さい

ものの人に対する値が棺対的に大きい物質が存在

することがあげられる。

RST昌は水生生物に対ーする影響を考慮した毒性重

み付け係数と有効成分使用量から算出するため，有

効成分使用量との相関も大きいと予想、されたもの

の0，31とそれほど高くなかった。その理由として，

まず，毒性重み付け係数の伎が大きいものは少ない

使用最でも効果があること，そして，その結果とし

て毒性重み付け係数と使用量ーとの問に逆相関の関

係があることが原因ではないかと推祭された。そこ

で，全技術体系に含まれる有効成分使用量と毒性重

み付け係数のペア 162のデータを用いて相関係数を

算出した。その結果，松関係数は 0，27であり，顕

著な逆相関関係は認められなかったことから，間変

数問の逆相衡が主要因であるとは必ずしもいえな

い。その他の要因としては，毒性重み付け係数のイ肢

が物質により 220から1.3X 106と変動闘があるこ

とを指摘できる。すなわち，係数の大きい物質を

用いる品目や栽培方法において使用量が少なくと

もRSTaが大きな僚となり，逆に係数の大きな物質

を用いない場合には使用量が多くとも R訂aが小さ

い伎となる O その結果品g全体としては RSTaと

使用量との相関が大きくならなかったといえる O な

お，有効成分使用量と RSTaの関係から，使用量の

程度に比して RSTaが小さい場合(ケース 1)，使

用量の程度に比して R訂'aが大きい場合(ケース 2)，

それ以外の場合(ケース 3) に品目を分類できるこ

とを確認した。ケース lには葉茎菜類のキャベツ，

シュンギク，果菜類のピーマン，ナス，根菜類のダ

イコン，サトイモが含まれ，ケース 2には葉茎菜類

のネギ，ブロッコリー，果菜類のキュウリが含まれ

るO ケース 3には葉茎菜類のレタス，アスパラガス，

ホウレンソウ，巣菜類のキュウリが含まれる。また

来菜類のキュウリは作型により露地普通栽培の体

系がケース 2に，簡易ハウスでの促成栽培の体系が

ケース 3となっている。

ところで， R訂は PRTR対象物質を対象とし

て算出している一方で，その他の指標については

PRTR対象以外の物質を含む農薬も対象としている。

このことの影響の大きさを判断するために， RST 
以外の指標について，その算出対象を， PRすR物質

を含む農薬に限定して，順位相関により R訂との

関連性を検討した。その結果をま交6の各行の下段

に示す。変数問の順位相関係数の悠は， PRすR対象

に限定しない場合と概ね同じ傾向を示しているが，

RSThとその他指様との相関係数が大きくなってい

る。しかしながら，相関係数の債は最も大きくなっ

たもので有効成分量と R訂五との格関 0，70であり，

PRTRに限定しない場合と向様に，環境管理の指標

として，簡易指擦は R訂の代理指標とはならない

と判断された。そのため，以降の指標間の関連性分

析は，これまでに農業生産管理の場面で利用されて

きた指標，つまり PRTR対象に限定しない指標と

RSTとの関連性に焦点をあて検討を行うこととす

る。

以上の分析結果を総括すると，複数品目を生産し

ている場合にそれらを全体として評価するときに

は，有効成分使取回数や使用量といった農業生産の

湯で比較的入手しやすい簡易な指標の伎を低減さ

せることによっては，農業経営体が抱えている農薬

環境影響の潜在的な発生リスクの削減が必ずしも

達成されない可能性を示唆している。

3.2 品呂レベルにおける指襟間の関連性

さらに表6の野菜都内全体の結果が野菜品目レベ

ルでの結来にもあてはまるかどうかをみるために，

野菜品目レベルにおいて指標問の関連性を検討す

る。そこで類別度分毎に FSDBへの収録数が最も

多かった品gについて各指標の平均債を算出し，各

指標値に占める農薬用途別の寄与度を指標値に対

する割合で確認した(表7)。

まずRSTと有効成分使用回数との関係を見ると，

例えばキュウリでは，有効成分使用回数における

殺菌剤の割合が66.4%と大きいことに比べ RST
では殺虫剤の割合がR訂1t61.9%，RSTa99.3%と大

きくなっている。またダイコンでは，使用問委主に

おける殺虫剤の割合が46.2%と大きいものの，ダ

イコンで使用する殺虫剤 3種類に含まれる有効成

分がPRTR対象ではないことから毒性重み付け係

数を設定しておらず R訂における殺虫剤の割合

はR位1t， R訂aともに 0%となっている O エダマ

メでは， RSTにおめる殺虫剤の割合がR訂h70.9%，

R訂 a97.4%と大きいもののイ間回数に占める殺虫

剤の割合は 40%とそれほど大きくない。一方，ホ

ウレンソウでは， R訂における殺虫剤の割合が
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表 6 t旨擦問の順位相関行手Ij

}箆築費 農薬数 有効成分使用回数 有効成分使用量 R剖11 RSTa 

1.00 
tE薬25

0.00) 

1.∞ 

(1.∞) 

0.76 *本
J1!f:薬数

(0.72**) 

0.76ネ本 1.00 

(0.56 *キ) (1.00) 

0.75 * * 
有効成分使用回数

(0.53本*)

有効成分使賂量:
0.72 * * 0.68 * * 0.51 *汝 1.00 

(0.77 * *) (0.79常本) (0.50 * *) (1.00) 

0.28 * 0.32 * 0.07 0.65戎* 1.00 
R泣11

(0.63キ*) (0.65 * *) (0.28勺 (0.70本場) (1.00) 

一0.01 一0.15 0.31 * 0.68 *本 1.00 

(0.35**) (0.09) (0.34ネ) (0.68 *キ) (1.00) 

0.13 
RSTa 

(0.15) 

(i主1) 相関係数は Spearman's順位相関係数である。検定結巣において*は P< 0.05， * *は P< 0.01であることを示す。
。主2) 上段は， PRTR物質以外を含む全ての農薬を対象として算出した場合の値であり。下段の括弧内の鐙i点対象を PRTR物

質に限定した場合の鎖である。

R訂b，RSTaともに 100%と大きく，かつ使用回数

に占める殺虫剤割合も 79.6%と大きい。このことは，

農薬有効成分使用回数を削減した場合に環境影響

の潜在的な発生リスク低減効果が必ずしも認めら

れない品目(キュウリ，ダイコン，エダマメ)と効

果が認められる品目(ホウレンソウ)の悶方がある

ことを示している。このことから，表6が示す有効

成分使用回数と R訂指標との問の拐関が低いとい

う結果の妥当性には，ここでのホウレンソウの事例

のように留意が必要な品自があることを示唆して

いる。

次に表6において根関の大きかった有効成分使用

量と RSThとの関係をみると，ホウレンソウでは有

効成分使用量と RSThともに殺虫剤の都合が大きい。

しかしその他の品自では有効成分使用量は殺菌

剤の割合が大きいものの， RSThは殺虫剤または除

草剤の割合が大きく，農薬用途別の寄与割合は両指

様で異なる O このように使用最と RSTにおいて農

薬用途別の寄与割合が異なる傾向を示すのは， RST 

の算出に利用する毒性重み付け係数と使用量の債

が農薬有効成分ごとに異なるためである。例えば

キュウリでは使用量の多い殺箆剤よりも使用量の

少ない殺虫剤の中に，より毒性重み付け係数の大き

い物質が存在することを示している。

また，農薬費と RSTとの農薬局途別割合を比較

すると，ホウレンソウでは両指標ともに殺虫剤でそ

の割合が大きくなっている。一方，その他の品自に

ついては， R訂で都合の大きい農薬剤途とその他

の指標で割合が大きくなっている農薬剤途との間

には相違がある。農薬数と RSTの農薬用途別割合

については，ほほ農薬費と R訂との関係と向じ傾

向にある。

以上より，対象とした技術体系におけるホウレン

ソウのように，簡易指標を利用した環境管理によっ

て環境への滞在的影響の郎減に効果が認められる

品目と，それ以外の品呂のように簡易指標の利用で

は効果が認められない品目に分けられることが指

摘できる。そして簡易指標の利用では環境へのi替在

的影響が削減できない場合には，JJli:、阪となる有効成

分が含まれる農薬を特定し代替農薬を提案するな

ど有効成分ごとの特徴を把援した検討が必要とい

える O

なお，ここで RSTの算出は，信頼できる毒性情

報から環境負荷を評価するための毒性重み付け係

数が公表されている PRTR対象物質が対象となっ

ており，それ以外の毒性重み付け係数に関する情

報が公表されていない物質の評価値は Oとなって

いる O このため，新たな物質について毒性重み付け

係数に関する情報が追加された場合には RSTの値

は変化しうるが，現時点で毒性が比較的強いと考

えられる農薬有効成分の多くは PRすR対象物質と

して選定されていると考えられる。このことから，

PRTR対象以外の物質を RST算出の対象に含めた

場合でも， R訂の{痕は本分析結果と大きく異なる

ことはないと予想される O

3.3 農薬環境指標としての有効成分使用回数

個々の栽培技術体系に限定した場合には，有効成

分使用回数や使用量といった簡易指標の値の低減

が農薬環境負荷の削減に結びつく場合もあると考

えられる。例えば，ある作物の栽培においては肉種
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表 7 類別区分代表品目における農薬剤途別指標億およびその割合

野菜類日Jj
品目

技術 j叉薬 農業~Ji: J~~~総数
使用問数 使用量

RSTh RSTa 
区分、

体系数!日途 円/lOa (96) f虫類 (96) 回 (96) kg/lOa (96) (96) (96) mm mlヨ1
果菜類キュウリ 5 殺虫剤 23，247 (47.8) 6.0 (39.0) 7.2 (33‘6) 0.65 03.2) 8.6E+04 (61.9) 3.6E+08 (99.3) 

殺菌剤 23，083 (47.4) 8.4 (54.5) 14.2 (66.4) 3.55 (71.8) 5.3E+04 (38.1) 2.4E+06 (0.7) 

i除主主斉Ij o (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.00 (0.0) O.OE+OO (0.0) O.OE+OO (0.0) 

その他 2，353 (4.8) 1.0 (6.5) 0.0 (0.0) 0.74 05.0) O.OE+OO (0.0) O.OE+OO (0.0) 

合計 48，682(l∞.0) 15.4 (100.0) 21.4000.0) 4泊 000.0)1.4E+05 (100.0) 3.7E+080∞0) 

支:茎菜類ホウレンソウ 8 殺虫剤 5，160 (90.2) 3.0 (75.0) 6.3 (79.6) 1.84 (94.8) 4.5E+04 (1∞.0) 1.4E+08000.0) 

殺菌斉IJ 560 (9.8) 1.0 (25.0) 1.6 (20.4) 0.10 (5.2) O.OE+OO (0.0) O.OE+OO (0.0) 

i除幕斉IJ o (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.00 (0.0) O.OE+OO (0.0) O.OE+OO (0.0) 

その11む o (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.00 (0.0) O.OE+OO (0.0) O.OE+OO (0.0) 

合計 5，720(1∞.0) 4.0000.0) 7.9000.0) 1.94 (100.0) 4.5E+04 (100.0) 1.4E+08000.0) 

根菜類ダイコン 5 殺虫剤 6，847 (85.3) 3.0 (60.0) 5.1 (46.2) 0.13 (30.2) O.OE+OO (0.0) O.OE+OO (0.0) 

殺E時せ 667 (8.3) 1.0 (20.0) 5.1 (46.2) 0.24 (56.1) 1.2E+02 (2.0) 9.4E+04 (66.4) 

i徐主主斉Jj 511 (6.4) 1.0 (20.0) 0.9 (7.7) 0.06 03.7) 5.7E+03 (98.0) 4.8E+04 (33.6) 

その他 o (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.00 (0.0) O.OE+OO (0.0) O.OE+OO (0.0) 

合言1- 8，025 (1∞.0) 5.0000.0) 11.1 000.0) 0.42 (100.0) 5.9E+03 (100.0) 1.4E+05 (100.0) 

R'tsi等三エダマメ 2 殺虫剤 2，052 (40.4) 2.0 (50沿) 4.0 (40.0) 0.13 (16.9) 3.0E+04 (70.9) 9.9E+06 (97.4) 

殺Iお刻 1，296 (25.5) 1.0 (25.0) 4.0 (40.0) 0.42 (56.2) 2.1E+02 (0.5) 1.7E+05 (1.6) 

il余主主斉IJ 1，736 (34.1) 1.0 (25.0) 2.0 (20.0) 0.20 (26.9) 1.2E+04 (28.6) 1.0E+05 (1.0) 

その他 o (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.00 (0.0) O.OE+OO (0.0) O.OE+OO (0.0) 

合計 5，084(1∞.0) 4.0000.0) 10.0000.0) 0.74 (100.0) 4.2E+04000.0) 1.0E+07 (l∞.0) 

類の農薬のみが繰り返し散布される場合である O こ

のような場合には使用回数削減が直接 R訂伎の減

少となる O こうした可能性が存在するかを検討する

ため用途別の農薬数を確認した(表7)0キュウリ

では殺虫，殺菌目的にそれぞれ平均 6種類， 8.4種

類と複数の農薬が使用されている。またキュウリ以

外のいずれの品羽においても複数稜類の農薬が散

布されている。このことから野菜品目においては同

種類の農薬のみが繰り返し散布されている状況に

はないと推察され，単純に使用回数を削減するので

はなく，毒性や使用量を考慮した R訂指擦を環境

管理の指標として利用することが望ましいといえ

る。

3.4 富農および営農支援活動の環境管理における

指標科尽

前節までに，農薬環境負荷の郎減においては， El

自の特徴に応じた栽培管理上の要点や使用される

有効成分ごとの対策を検討する必姿性があること，

現在，農業生産の場関で、農薬使用の多寡を示す指標

として最も利用されている有効成分使用回数に代

替して RST指標を手IJ用することが望ましいことを

指摘した。化学合成農薬の使用を削減し環境負荷

を低減するためには，代替農薬の選定，採用する技

術体系の選択，作付体系の変換といった多段階の場

面において，農業生産者が相対的により環境負荷が

少ないものを選択可能になることが必姿であろう O

そこで，本節では営農活動とそれを支援する取組場

聞における RST指標の利用方法について述べる。

3.4.1 農薬代替

まず¥農薬をより低毒性のものへ代替する|奈の管

理指標に利用する場合について検討する。農薬の環

境管理の指標として RSTを利用した場合に， どの

農薬を優先的に削減することが望ましいかを検討

するため，技術体系ごとに用途別の有効成分使用

1回当たりの RSTを算出した(閲 1)0上図は人に

対する RST，下図は水生生物に対する R訂である O

RSTの悠やその値に対する農薬種類のウェイトが

野菜品目問で呉なっている。これらの留から，人に

対する農薬使用の技術危険度 RSThを減少させるた

めには，例えばレタス (al~ a5)では殺虫剤，キャ

ベツ (bl~出)では殺菌剤，ダイコン (d1 ~ d5) 

では除草剤について，より低毒性のものへの代替化

に優先的に取組むことが重要であることを示して

いる。このように品自によって優先的に取り組むべ

き農薬用途の種類に遠いがでるのは，レタスでは殺

虫剤に含まれるジクロルボス(または DDVP) の

潜在的影響を大きな値として評価していることや

除草剤を散布しない全街マルチ栽培を想定して構
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産量薬剤途完1J人!こ対する慾薬使用の技術危険度(数布1箇当たり)
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農薬散布 1目当たりの農薬用途5:JIJ農薬使照の技術危険度

(注) 技術体系のアルファベットが示す昆自は以下の通り。日:レタス.bキャベツ.cブロッコリー.d:タイコン.e;ナガイモ，

れニンジン.g:サトイモ.h:ネギ.1:エタマメ.J:アスパラガス.k:スイートコーン.J:ホウレンソウ.m:シュンギク，

n:ナパナ1 0:ミツバ.p:キュウリ. q:トマト. r:ミニトマト.s:ピーマン.t:ナス. u:イチゴ。また同一品目に複数

の技術体系が存在する場合は数値を付した。

図 1
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築された作型であること，またキャベツでは殺虫剤

や徐草剤に含まれる有効成分と比較して殺菌剤に

含まれるフルスルフアミドの滋在的影響を大きな

値として評価していること，さらにダイコンでは除

草剤に含まれるメトラクロールの潜在的影響を他

の有効成分よりも大きな値として評価しているこ

とに起因している。

一方，水生生物に対する農薬使用の技術危険度

RSTaを削減するためには，品目毎に RSTaの伎の

大きさは異なるものの総じてより低毒性の殺虫剤

へ代替化させることが重要であることが示唆され

る。また全ての対象品百において殺虫剤が使用され

ているものの，品目により使用農薬が異なるため含

まれる有効成分も奥なっている。このことが主な要

因となり品目関の環境への滋在的影響の評価値に

相違が見られる。

また，同一品目であっても品種や栽培様式などの

相違により作型が異なる場合にも RST伎や農薬種

類のウェイトが異なっている。例えばキュウリ (pl

~ p5)のRSTaでは目標とする収穫時期に応じた

品種選択やハウス利用の有無などの相違が影響し

て用いる殺虫剤の種類が多い作型 (pl， p2)がそ

の他の作型 (p3~ p5)よりも値が大きくなっている O

なお問じくキュウリにおいて R釘11の億は RSTaの

ようには作型間での顕著な違いが見られない。これ

は，イノド型 pl， p2だけに使用されている有効成分ジ

クロルボスの毒性重み付け係数について，水生生物

に対する係数はその他の有効成分の係数に比較し

て大きな値であり RSTa値に影響している一方，ジ

クロルボスの人健康に対する重み付け係数の値は

他の作型でも使用されているその他の有効成分の

係数よりも小さいため RSTh値への影響カヨ小さいか

らである。

以上のことから農薬使用による環境への港在的

影響の削減には，作型ごとに使用されている有効成

分を検討して，より低毒性の農薬種類に変更する農

薬の代替化が有効であるといえる O

3.4.2 経営管理

次に農薬環境負荷削減を 8的として経営全体を

評価しそれを環境管理に利用することを検討す

る。そのための指標として RSTを用いる場合，指

標算出に必要な情報は，農薬の種類と使用量，使用

農地面積，それに毒性重み付け係数である O

み付け係数は，現在 PRTR物質を対象に公表され

ており，それらの値を参照することができる O 毒性

重み付け係数以外の情報については，通常.農薬散

布時の散布履肢から情報を入手することがE可能で

ある O そのためには，日常の営農活動の一環として

農薬に関わる作業履歴の記録を確実に実施するこ

とが求められる。なお，農業生産の農薬使用場面で

は農薬有効成分の使用回数が品自ごとに競走され

ており，栽培するうえで遵守すべき管理点となって

いることからも，作業履歴の記録をより一層推進す

る必要があるといえる。

また，環境保全型農業への取組を支援するために

低環境負荷の農業技術開発が行われている 16)。この

ような技術開発の場衝で R訂指標を利用した評価

を実施することにより，病答虫防l詮方法の手段や使

用農薬の穂類ごとの詳細な評価とともに体系化技

術全体の総合評{泌が可能となる。 RST指標の手IJ用

は，技術開発の際に，より周密な栽培管理技術開発

の方向を検討できるなど環境負街低減を目指した

農業技術の研究開発の場部でも有効であると思わ

れる。

さらに R訂は，複数の農薬について加算可能な

指標であることから，品目内における使用農薬の選

定だけでなく，農業経常にとって自経営のなかでど

の生産部門が環境に最も負荷を与えているかを比

較検討することが可能となる。例えば，年間のイ乍イ寸

計閣待のように複数部門をまたいで経営全体の評

価を行う際に，優先的に取組む部門を選定すること

ができる。また，本指標により農業経営の環境成果

を時系列で比較することが可能となる。自己の経営

の過年度の計画・実績と比較することにより，環境

配慮の但ijfijjについてき当該年度の計画・経営改善効果

を評価することができる。とりわけ年度ごとに栽培

品目が呉なる場合などは本指襟の利用が有効であ

ると思われる。

通常，農薬散布に関わる管理は，年間の散布言i凶!
と臼常の農作業に分けられる。日常の農作業は作物

の生省主や病答虫の発生状況等に応じて迅速に対処

すべきであり，その際の対応、は使用農薬の使用方

法，使用回数といった事項が順守項目となる。その

ため，より環境負荷の少ない代替農薬の選定，栽

培方法，品種の導入に関する意思決定は年間作付

言十題を立てる捺に実施しておくことが主主要となろ

う。現在，営践活動を計爾 (plan).実行 (do).検

証 kheck).改善 (act) のサイクルにより遂営

するために農業経営のリスクマネジメント手法と

して着目されているものが適正農業規範 (Good

Agricultural Practice: GAP)である。 GAPでは，そ

の目的を達成するために管理点 (ControlPoint)に

おける適合基準 (ComplianceCriteria)が定められ

ている O そしてその基準を実現するための方法につ

いては，各農場が利用琉場に即して判断し農場管理

規刻としてマニュアルを作成することとなってい
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る1。農薬使用の環境管理は，営農における PDCA

サイクル (plan-do-check-actcycle) に位置づけて

取り組むこと，そしてその管理を計数的に実施する

ことが効果的であると考えられる。そのためには

GAPの環境保全における管理点のうち農薬使用に

関わる項目について，農場管理規則のなかで年間の

農薬散布計聞の立案特に環境管理の指標を目標と

することが一案として考えられるが. RSTはその

ための管理指標として利用することが可能で、ある。

またそのためには，あわせて GAPそれ自体の普及

促進も図る必要がある。

一方. RST は利用者自らが指標を算出する必要

があるため，農業者にとっての利用のしやすさとい

う観点からは従来の簡易指標と比較して大きな議

離がある。しかしながら農薬はその種類ごとに襟準

使用量 (kg/lOa) が決まっているため，標準的使

用方法のもとでの RSTの僚であれば上市前に計算

することができる O 浦野お)が提案している「リスク

の程度を相対約にランク分けして評俄・管理するj

方法と同様に，あらかじめ計算した様準的使用方法

のもとでの RSTの値に法づきランク分けした情報

を農薬商品のラベルに表示すれば，農業者が農薬を

選択する際の情報として容易に利用することが可

能である o J主体的には，製造会社あるいは販売会社

があらかじめ R訂を計算し，商品ラベルに，例えば，

赤・黄・青などの}習知ラベルをつけるなどの'情報発

信が可能で‘あろう。

近年，多くの食業が環境報告書を作成し外部との

リスクコミュニケーションを進めている。それら報

において，有害化学物質削減の取組について

は，企業・事業所の多くは PRTR対象物質の管理

状況を報告している。 PRTR対象物賞は 2008年の

政令改正によって従来の 354物質から 462物実に増

加しており，世界的な潮流である包括的な化学物質

管理の枠組みの下で，今後も優先的に管理すべき化

学物質としては PRTR対象であるかどうかがひと

つの基準になることと恋われる O こうしたことか

ら，農業分野における化学物貿による環境負荷の部

滅についても，一定レベル以上の製造・輸入量と有

害性を有するとして選定された PRTR対象物質を優

先的に削減対象として扱うことにより，農業経営体

にとっても効果的な削減対策の笑現が期待される。

4 おわりに

本稿では農薬使用の環境リスクを低減するため

の管理指標として RSTを利用して農薬有効成分使

用問数やその他の簡易指標との関連性について，野

菜品目全体の相関分析および品目レベルにおける

用途別農薬種類の寄与割合の留から検討をおこ

なった。その結果. RSTとその他指標との問の相

関は小さいことや，野菜品目によっては， もっぱら

使用量ベースの簡易指標の低減を目標としていて

も，経営体としての効果的な環境負荷の削減には必

ずしも結びつかないこと，さらに，代替農薬の提

案など原因となる有効成分が含まれる農薬を特定

し有効成分ごとの特徴を把援した検討が必要であ

ることを指撤した。そして代替する管理指標とし

てRSTを提案するとともに，当該指標の利用方法，

利用場面について検討した。

今後の課題は以下の通りである。ひとつは農業経

営自らが指襟を箆易に算出できる仕組みの構築で

ある。具体的には，農薬使用履歴記帳の散布情報と

毒性重み付け係数あるいは環境管理参考濃度を利

用した R訂の鱒易計算ツールの提供が望まれる O

また農業経営では環境への配慮、とともに農産物

の安全性，経済的効率性，経営安定化といった複数

の毘擦を有している。農業経営者・による実際の営農

意思決定の場面で環境配慮を促すためには，環境配

慮と経済活動の両立が重要であることから，環境指

標の算出と経営計画を総合的に支援する方法論の

構築が必要である。具体的には，栽培技術，投入資

材，生産量，奴売，雇用労働等様々な経営情報を効

率的に収集・処理し経営者による効泉的な環境配

慮の意思決定を可能とする総合的な情報処理シス

テムの開発である O

最後に，屈による PRTR対象物質の指定・変更は，

農業経営体をはじめとする事業者が環境に配慮し

た生産活動を行う場合に優先的に取り組むべき対

象物質を決定する際に大きな判断根拠ともなる。従

来の規制基準とは別に，農薬をはじめとする多種の

化学物質について事業者が包括的で効率的な管理

を行えるようにする視点から，信頼性の高い有害'性

情報が答積され，毒性重み付け係数などのリスク指

擦が充実されることが望まれる。そうした情報の蓄

穣により. RSTの算出対象の範簡を PRTR対象以

外の農薬について広げることが可能となるが，これ

は今後の課題としたい。

注

GAP は農業生産工程管理と訳されることもある 17，18)。

GAPとその管理点適合基準，農場管理規刻の詳

細については田上編19)を参照のこと。

文献

1)経済産業省製造産業局化学物質管理謀・環境省環

境保健部環境安全課(2007)平成 17年度PRTRデ…



農薬使用に隠する環境指擦問の関連性分析 47 

タの概要 一化学物質の排出最・移動量の集計結

果一

2 )化学物質排出把握管理促進法に隠する懇談会

(2006)化学物質排出把滋管玉虫促進法の施行の状

況及び今後の諜題について

3 )幾林水産省 (2007)農林水産省消費・安全局長通

知「特別栽培農産物に係る表示ガイドラインJ(平

成 19年 3月 23日改正).

4 )岡本昌広 北島品子・深lお揚子・深深智恵子，き

悶 誠.1度;愛清ニ・奥村一・浅田真一-小林正

仲・小清水正美-河久津凶良・槌主主秀敏・北 宜裕-

佐々木E告二 (2001)施設トマトにおける環境保全

裂栽誌の実証 干111奈川県農業総合研究所研究報告，

142， 17-35 

5)差是林水産省、統計情報部 (2000)農業生産環境調査

幸'~此決<=l回.

6 )林 i育忠 (2006)農業生産活動の環境影響評価手

法一統合化における機能単位とシステム境界が評

価結果に与える影響一 農業経済研究別illt2005 

年度日本農業経済学会論文集， 311-317 

7)佐藤正徳-南石晃明・菅原さ宇治・亀康隆志 (2007)

?雪渓計画システムへの導入を日的とした農薬使用

の環境リスク指標と経済性指襟の統合化手法 農

業情報研究， 16 (1)， 22-32. 

8)栗原大二-永江弘康・本山夜樹 (1997)我が国に

おける農薬の消費動向 子葉大学問芸学部学術報

告， 51， 179-184 

9 )日本計画行政学会(編)(1995) r環境指標」の展開

学|場書房 209pp

10)よ出真紀・大久保博充亀屋iを志'i甫里子紘王子 (2004)

農薬の水生生物毒性のデータベース構築と解析

第 38回日本水環境学会王手会講演条 268

11)高梨ルミ・亀康隆志・小林 間1)，糸山景子・浦野

紘王子 (2005)人の健康保護を考えた自主管理のた

めの環境管理参考濃度の提案と PRTR対象物質へ

の適用 環境科学会誌， 18 (2)， 71-83 

12)南石晃碗・松下秀介・池田正弘 (2003)営農計額

のための農業技術体系データベースの試作 農業

情幸良研究， 12 (2)， 133-152. 

13)前山 議・南石晃明・本邸茂広・法際大事si(2006) 

農業技術体系データベースの効率的な構築手法

農業情報研究， 15 (1)， 25-48. 

14)独立行政法人農薬検査所 (2004)農薬適用一覧表

2004年!反 日本植物防疫協会

15)エコケミストリー研究会‘環境管理参考濃度と毒

↑生重み付け係数，使いやすい PRTR情報平成 15

年度分データ. ht佼tp://www.ec∞ochem札i.必/PRTR

htm叫1吋1， (参照 2009-8-20). 

16)梅川! 撃・1吉井俊一・矢野栄ニ"高橋賢司(編)(2005) 

IPMマニュアル一環境負荷低減のための病害虫総

合管潔技術 総合農業研究議設 55，農研機構

中央農業総合研究センター 236pp.

17)農林水産省生産局生産技術課 (2008)GAP 導入マ

ニュアル

18)臼本GAP協会(加7)JGAP (JapanGoodA副∞加ral

Practice)管理点と適合恭準育染物第 2，1版

19)田上隆一(編) (2009)適正農業規範 GAP導入

さ字書房 261pp，

20)浦野紘平 (2007)環境リスクの予防的管Jlli.甫fi'

紘平・松田裕之(編)生態環境リスクマネジメン

トの基礎， オーム社，第 2章， 17-28 



48 佐藤・防王手・(0.. gf 

Comparative Analysis of Pesticide Environmental Indicators 

for Agricultural Technology 

Masaei SATO *，ネ*， Teruaki NANSEKI * *本 andTakashi K釧 EYA****

(* NationalAgricultural Research Center， NationalAgriculture 

and Food Research Organization， Kannondai 3-1-1， Tsukuba， lbaraki 305-8666， Japan 

* * Graduate School of Bioresource and Bioenvironmental Sciences， 

Kyushu University， Hakozaki 6-10…1， Fukuoka， Fukuoka 812-8581， Japan 

*.場 FacultyofAgriculture， Kyushu University， 

Hakozaki 6-10-1， Fukuoka， Fukuoka 812…8581， Japan 

付村 GraduateSchool of Environment and lnformation Sciences， 

Yokoh註maNational University， 

Tokiwada剖i79-7， Hodogaya-ω批噂

Abstract 

Reduction of the environmental impact of the chemicals used in industrial activi勿has

become important， and as an example of that， environmentally friendly agriculture is being 

promoted as a part of agricultural environmental policy. The active ingredient application 

frequency is used as an indicator of the reduced environmental influence of agricultural 

chemicals， but it is not clear whether there has been an actual reduction in environmental 

impact. The purpose of this study was to examine which indicator is preferable for the 

environmental management of farms. We analyzed six kinds of environmental indicators 

and found that the correlation between the risk score of agricultural technology for 

pesticide use (RS1) and other indicators is small.τne usεof a simpler indicator showed 

that environmental impact was not necessarily reduced. When we analyzed the potential 

influence on the environment according to the agricultural chemicals usage， we found it 

necessary to change the means of each kind of vegetable to determine the agricultural 

chemicals environmental impact reduction. The advantages of the use of RST instead 

of the chemicals application frequency are as follows: (1) it is possible to evaluate the 

environmental performance of the entire management by巴xaminingtwo or more sections 

and to compare the environmental performance with past management， (2) it is effective 

for the development of agrotechnology， (3) the planning process for agricultural chemicals 

application can be introduced into the control points， and the RST indicator can be used 

as the environmental management indicator of good agricultural practice (GAP)， (4) 

environmental information can be presented on the commodity label for the agricultural 

producer・-

Key Words: Agricultural chemicals， environmental risk， agri-environmental indicator， 

environmental management， environmentally friendly farming 
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