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河川微細藻類に対する水稲除草剤の影響評価法に関する

生態学的研究

石 原 悟 *

農林水産消費安全技術センター農薬検査部

(平成 21年 5月初日受理)
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は じ め に

我が閣の農業の特徴としては水田が耕地の半分以上を占

めることが挙げられる.そのため農薬の使用量のおよそ半

分は水稲舟であり，農薬による環境負荷を考える上では水

田での農薬管理が必須となっている.また，水田は河川と

水を介してつながっているため，水田で使用される農薬は

河川等公共用水域に流出し非標的生物に影響を及ぼす危険

性が高いことが知られている 1，2)特に湛水状態、で図面に誼

接施用される水穏除草剤は流出率が高く 3) 畑作を農業の

中心とする欧米と異なり， 日本では水稲除草剤が生態影響

評価の対象物質として優占度の高い物質群であるといえる.

一方，生物に注目してみると，河川生態系において農耕地

から流出した除草剤により最も影響を受ける可能性が高い

と考えられる生物群は，生態学的食物連鎖の中では藻類な

どの生産者である.微細藻類を含めた植物群生は水域生態

系において一次生産，酸素生産，栄養循環，魚類等の生

怠・繁殖・隠れ場所等として重要な役割を担っている 4)

しかし，これまでの臼本における非標的生物に対する農薬

の影響評価は，特に経済的有益性の高い魚類や甲殻類に注

目して行われていたための，農薬の非標的植物に対する有

害性に関する知見は少ない.現行の評価手法では，日本の

河川i生態系の生産者を代表しているとは古い難い，単細胞

の緑藻を用いた毒性試験の結果のみが評価に用いられてい

る.また，農薬の非標的植物に対する影響評価手法に筒し

ては，国際的にも魚類や甲殻類と比較して遅れを取ってい

るのが現実である.

そこで，本研究では，同JII水生生物の水稲除草剤による

暴露実態を長期のモニタリングで明らかにすると共に，l可
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川生態系の一次生産性に及ぼす水稲除草剤の影響評価につ

いて，より精度の高い評価手法の開発を試みた.

1.河川および湖における水稲除草剤の動態

河川および湖における一次生産者である藻類の水稲除草

剤への暴露実態の調査を目的に， 2001年から 2005年に茨

城県桜JII流域および霞ヶ浦において水稲除草剤の挙動につ

いて調査した 6)

その結果，水稲除草剤の桜川における濃度の消長は，各

除草剤の使用時期と良好な一致を見た.桜JIIは流域全域に

渡って水田が分布しており，中流から下流にかけては全域

に渡り水田排水の流入があるため，検出される除草剤の濃

度水準に中流と下流で差はなかった.桜JIIおよび霞ヶ浦で

同時期に検出される水稲除草剤の濃度差が大きいことから，

桜川から流入する河川水中の水稲除草剤が霞ヶ浦の水によ

り急激に希釈されていることが示された (Tab1e1). 

霞ヶ浦における農薬の垂直分布を調査した結果，最深部

と上部の濃度差は小さく(1.1~ 1.7倍)，水深が浅い霞ヶ浦

では，桜J11から霞ヶ浦に流入した水稲除車剤を含む河川水

は速やかに混合され水中に分布しているものと考えられた.

2. 系統保存されている藻類を用いた水稲除草剤の

有害性評偶

OECD (Organization for Economic Co-op巴rationand Devel・・

opment) における浮遊性単細胞緑藻類の生長限害試験指

針 7) に準拠し，試験推奨稜である Pseudokirchneriellasub-

capiωα および Chlorellavulugaris (共に浮遊性単細胞緑諜，

仁川lugarisは以前推奨種であったが，現行の試験指針では

推奨穏となっていなL、)の生長阻害試験を 14種類の水稲徐

草剤について行い，水穏除草剤の緑藻の生長に及ぼす有害

性を評価した.さらには，本試験指針に適応する緑藻以外
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Table 1. Detect巴dmaximum level and detected day ofrice herbicides at Sakura R. and L. Kasumigaura in 2001α) 

Commonname Midstream Downstream Rivermouth 

(JMAF nameb)) M.L.C
) (μg/l) Date M.V) (μg/l) Date M.L叶 (μg/l) Date 

b巴nsulfuron-methyl l.2 15-May 0.96 22-May 0.61 22-恥1ay

cafenstro 1 e l.0 15-May 0.68 22-May 0.34 22-May 

daimuron (dymron) 7.9 15-May 4.9 22-May 3.0 22-May 

dimethametryn 0.15 15-May 0.14 22附May 0.074 22揃May

esprocarb 0.70 15-May 0.88 22-May 0.44 22-May 

imazosul負担on l.5 15司 May l.2 22・May 0.60 22-May 

mefenacet 2.5 15-May 3.0 22-May l.6 22-乱1ay

molinate 4.0 29-May 3.0 29-May l.5 5-Jun 

pretilachlor l.4 ふMay 0.73 トMay 0.49 l-May 

pyrazosulfuron-ethyl 0.50 15-May 0.49 22-May 0.30 22-May 

slme位yn(simetryne) 0.83 29-May 0.52 29輸May 0.49 5-Jun 

a) Ref. 6. b) Japanese Ministry for Agriculture， Forestry and Fisheries. c) Maximum Lev巴1.
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Fig. 1. Summary of the EbCso (μg/l) ranges for seven types ofrice herbicides.
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の藻類種(藍藻および珪藻)の選定を行い，藍藻 Merおmo伺

pedia tenuissimαおよび珪藻Achnanthidiumminutissimumを試

験生物種として選定すると共に，生長睦害試験を行うこと

により水稲除草剤の藍藻および珪藻の生長に及ぼす有害性

を評価した (Pig.1)8).

P. subcapitataは薬剤感受性が高く 9，10)，その試験結果は

生態影響評価の初期段階で世界的に使用されている. 日本

においても，藻類の生長距害試験では P.subcapitataの使用

が推奨されており，生態影響評価にも利用されている.本

種は藻類の中でも感受性が高いという理由から，農薬の登

録保留基準の判定では不確実係数を掛けることなく P.sub-

capitataの毒性値 (EC50:50% Effective Concentration) がそ

のまま利用されている 11l しかし，必ずしも P.subcapitata 

の感受性がすべての農薬に対して最も高いものではないこ

とが，本研究のトリアジン系除草剤，スルホニルウレア系

除草剤およびキノクラミンの試験結果から示された. トリ

アジン系およびスルホニルウレア系除草剤に最も感受性が

高かったのは， 4種藻類のうち，藍藻 M.tenuissimaであっ

た.M. tenuissimaのトリアジン系およびスルホニルウレア

系除草剤に対する EC50値は，P. subcapitat，αと比較して，平

均でそれぞれ 3.5および 34倍低い値であった.一方，キノ

クラミンに最も感受性が高かったのは，珪藻 A.minutissi-

mumであり A.minutissimumのキノクラミン感受性は，P.

subcapitataと比べ 5.4倍低かった.これらの結果から，精

度の高い生態影響評価を行うには諜類の除草剤に対する感

受性差を考慮し，緑藻だけでなく複数種の藻類を供試対象

として影響を見ることが重要で‘あることが示された.

3. 回復性を考慮した影響評価手法の開発

化学物質による影響からの回復性は偶体群へ及ぼす影響

を推測する上で重要な情報であるにもかかわらず，的確に

評価がされていないのが現状である.化学物質の急性的な

生長阻害のみで有害性を評価する現行の方法では，農薬の

生物に対する不可逆的な影響を評価できないため，実際の

環境に近いシナ 1):オを反咲するためには，急性的な影響だ

けでなく，農薬による影響からの回復性について明らかに

することが重要である.そこで，生長阻害下の P.subcapi-

tαtα 細胞について，フローサイトメーターで側方散乱光強

度およびクロロフィル aの自家蛍光強度を測定し，各ドッ

トプロットの分布の特徴から，除草剤 (40種)が藻類細胞

の形態に及ぼす影響を 4型に類型化した.さらに， 7種類

の除草剤について，生長阻害下の P.subcapitata細胞を，除

草剤を含まない培地で再度培養し，生長速度， ドットプ

ロットおよび細胞形態、を対照区と比較し，P. subcapit，αta細

胞の除草剤による影響からの回復性を形態および生長速度

の面から評価した 12)

除草剤暴露による形態変化と回復性との関係を考察する
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と，白化した細胞が多く観察されるほど生長速度が回復す

るまでの期間が長い傾向にあった.一方，細胞の肥大が観

察された ALS阻害剤暴露区および形態にほとんど変化を生

じなかった光化学系口組害剤暴露区では回復までの期間が

短く，これらの剤による生長睡答下の細胞は，対照区と同

等の増殖力を有していた.作用機構に関する情報とフロー

サイトメトリー解析の結果を基に，除草剤の影響からの田

復性の程度を推測できることが示唆された.

4. 水稲除草剤が 4種の藻類の生長!こ及!ます

リスクの評価

系統保存されている藻類を用いた水稲除草剤の有害性評

価で明らかにした EC50値(“影響濃度")と桜川流域および

霞ヶ浦における水稲除車剤のモニタリング結果(“環境中濃

度ここでは各年度における最高検出濃度を使用)を比較

し，桜川流域および霞ヶ浦において水稲除草剤が微細藻類

の生長に及ぼすリスクを評価した.

リスク評価は，“影響濃度"と“環境中濃度"が明らかに

なっている 12種類の水稲徐草剤について行った 13) その

結果，桜川および霞ヶ浦では，いずれの評価においても“影

響濃度"が“環境中濃度"を上田る事例は見られなかった

ことから，これらの水穏除草剤が 4積藻類の生長に急性的

な悪影響を及ぼすリスクは総じて低いと考えられた. しか

し，“影響濃度"が“環境中濃度"を上回ることはないもの

の，本研究で評価した酸アミド系除草剤， トリアジン系除

草剤およびスルホニルウレア系除草剤の中には，“影響濃

度"と“環境中濃度"が比較的近い値を示すものもあり，

また，水田との距離がより近い水路や小河川でのリスク評

価では“影響濃度"が“環境中濃度"を上回る事例も認め

られたことから，これらの剤については，河川生態系の一

次生産者に対する高次の影響評価を行う必要があると考え

られた.特に，河川の一次生産者として重要な役割を担っ

ている珪藻 14)の生長に悪影響を及ぼすリスクが他の除草剤

と比べ高いトリアジン系徐草剤は，その優先順位が高いも

のと考えられた.

5.珪藻を用いた生長問害試験方法の開発

現行の藻類生長距害試験 7)は，液体培養で安定した継代

培養が可能な浮遊性の藻類および付着性の低L、藻類に適用

が限られている.

そこで，付着性の高い淡水産付着性珪藻の薬剤感受性を

簡易に検定できる生長阻害試験の方法を検討し， 96穴マイ

クロプレートを利用した試験法を開発した 15) さらには，

本試験方法に適用可能な珪藻の種類について検討したとこ

ろ，生長速度から判断すると Craticulamolestiformis， 

Eolimna minima， Eolimna subminuscula， Fistulifera 

sαprophila， Mayamaea atomusおよび Nitzschiapαleαが高L、
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一一也、匹、∞唱。。

した結果では， 2株の間の窒素，炭素および硫黄含量に差

はなく，感受性の違いが餌としての質に及ぼす影響は小さ

いことが示唆された.また，生長速度に関しでも， 2株の

間で優位な差は認められなかった.これらの結果は，珪藻

群衆内に除草剤に対する感受性の低下した個体が存在した

としても，一次生産者としての機能に悪影響を及ぼす危険

性は小さいことを示唆するものであった.

遺伝的生物多様性の保全の必要性について議論する必要性

はあるが，生態系における機能・サービスという観点から考

察すると，感受性の抵下と生態系機能の低下は一致するもの

ではないことを示す重要な結果であると考えられた 16)

悟
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7. 河)11珪藻群集のトリアジン系除草剤感受性

より現実的・精轍な評価には，複数の穏・属レベルが混

在している群集に対する影響評価が重要である.そこで，

高次の影響評価手法として，前述の生長姐害試験法を改良

し，珪藻群集を用いた生長阻害試験法の開発を試みた.さ

らには，開発した方法を利用し， トリアジン系除草剤感受

性が低下した謹藻群集の水界生態系における挙動を，茨城

県桜)11流域および長野集千曲川流域で調査した.

茨城県の逆川および桜川流域について調査した結果，農

業排水の流入がほとんどない地点(逆川上流)の珪藻群集

のトリアジン系除草剤感受性は農業排水が流入する地点

(桜)11中流)と比べ期間を通じて高い額向にあった.また，

その差は，水稲の作付け期間により大きくなる傾向にあっ

fこ CFig.4).

長野県の広井川および千曲川流域について調査した結果

も茨城県の河川|での結果と同様に，農業排水の影響を受け

ない地点の珪藻群集のトリアジン系除草剤感受性は農業排

水が流入する地点と比べ高い傾向にあった.これらの結果

は，前項で示した，水田がト 1)アジン系除草剤に対し感受

性が低下している倒体の起源であるという仮説をより強く

支持するものであった.

河川珪藻群集のトリアジン系除草剤感受性に差がみられ

たものの，河川で検出されるトリアジン系除草剤濃度が，

珪藻群集の生長に悪影響を及ぼす濃度に達する可能性は低

Fig. 2. Growth curves of tested attach巴ddiatoms. Reprint巴dfrom 

ref. 15 with permission 

と評価できた CFig.2). 一方，実環境中での生患範囲の広

さおよび野外からの分離培養の容易さから判断すると，M

αωmusおよび N paleaが試験生物として適していると考え

られた.

6. Nitzschia属詰藻のトリアジン系除草剤感受性

前述の試験手法を利用し，各水域より単離培養した

Nitzschia属珪藻のトリアジン系除草剤感受性を諦査した.

その結果，同種の Nitzschia属珪藻間でトリアジン系除草剤

感受性に 100倍を超える大きな差があることが明らかになっ

た CFig.3). 採取した地点別に感受性を比較し考察すると，

感受性の低下している個体は，農業排水の影響が少ない地

点からは単離されず，水田内および水田排水が流入する地

点から単離される傾向にあった.この結果は，除草剤の使

用が水田内の珪藻群集の除草剤感受性に影響を及ぼしてい

ることを示唆するものであった.

付着性珪藻が河川!の一次消費者の餌資源であることを考

慮すると，感受性の違いが一次消費者の鎮としての質に及

ぼす影響を評価することは意義深い. トリアジン系除草剤

感受性が大きく異なる N palea 2株の各穣元素含量を測定
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ます.また，本研究の取りまとめに際し，適切なご指導と

ご助言を頂いた竹内安智博士，安部浩博士ならびに農業環
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感謝の意を表します.また，東京学芸大学教育学部真山茂
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平成 19年3月 東京農工大学大学院連合農学研究科

より博士(農学)を取得

平成 19年4月 農林水産消費安全技術センター・農

薬検査部

研究テーマ・農薬の生態影響評価

趣味:庭いじり，旅行

上路雅子:

文

岡ij，小原裕三，

用事i

く，河川|に流出したトリアジン系除草剤が謹藻群集の生長

に悪影響を及ぼすリスクは低いと考えられた.

逆}IIおよび桜川流域の珪諜群集を用いた生長阻害試験で

試験終了時の珪藻群集を調査した結果，対照区では 22属

54穏を超える稜類が観察された.農業排水の影響を受けな

い地点の試験では，M. atomusが優先することが多く，次い

で，Nitzschia属および Planothidiumlanceolatumが優占する

傾向にあった.農業排水が流入する地点の試験では，

Nitzschiα属が優占することが多く ，Nitzschia属以外では，

M. atomusおよびEolimna属が優占する傾向にあった.

本手法により珪藻群集の生長に及ぼす化学物質の影響を

容易に評価できることから，高次の評価手法として期待で

きた. しかし，本手法は野外の珪藻を直接試験に使用して

いるため，生物穏が採集場所および季節に左右される.今

後，高次の評価に利用するためには，さらに珪藻群集と薬

剤感受性に関する知見を集積し，詳細な試験条件設定する

必要があると考えられた 17)

それぞれの農薬の影響濃度をすべての生物穏に対し明ら

かにすることはできない.限られた試験生物に対する有害

性評価の結果を基に評価せざるを得ない状況では，試験生

物穫の選定は評価結果を左右する重要な問題となっている.

初期評価でリスクの疑われる農薬については，守るべき生

態系を踏まえ，試験生物種の追加や現実的な暴露条件での

試験等の結果から高次の評価を行うとともに，初期評価の

有する不確実性を低減し，より精綾な評価を行う必要があ

る.本研究では，河川の一次生産性に及ぼす農薬の影響評

価を，付着性珪諜類の生長を評価エンドポイントとするこ

とで精綴化を試みた.付着性珪藻類を試験生物として評価

することで，河川の一次生産性に及ぼす農薬の影響評価を

より現実的に行えるものと考える.

りわお
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The sensitivities of 4 unicellular microalgal strains to 14 rice herbicides were determined. After comparing th巴

hazard and exposur巴dataof herbicide concentration in rivers， it was clear that certain amide， triazine and sul輔

fonylurea herbicides pose a relatively high ecological risk ωJapanese aquatic ecosystems. To investigate inおr-

ther detail the adverse effects of triazine herbicides on riverine native algal growth and to discover the relation 

between th巴 diatomcommunity and the use of herbicides， we compared the sensitivities of native attached di-

atoms (ADs) to triazin巴herbicides.Consequently， it became apparent that diatoms unresponsive to triazin巴h巴rbト

cides were widely distributed in Japanese rivers. it Pesticide Sci巴nceSociety ofJapan 

Keywords: rice herbicides， water analysis， algal bioassay， attached diatoms， flow cytometry， river ecosystems， 

ecological risk assessment. 

Introduction 

Algal communities are important to maintain functioning 

ecosystems in fresh， brackish， and marine aquatic environ-
ments. Planktonic and periphytonic algae form the base of 

most food chains， produce oxygen， and are important in the 
nutrient cycle. Alterations of a phytoplankton community as a 

result of toxic stress may affect the structure and functioning 

of the whole ecosystem. 

In Japan， more than half of all agricultural land is paddy 

fields， and various herbicides are used for rice cultivation. The 
herbicides applied to paddy fields are apt to fl.ow into water 

bodies， such as rivers and lak，巴s，and are detected in rivers at 
concentrations of several micrograms per liter for some 

months after the rice-planting season. Although it is impor-

tant to understand the effects of herbicides on primary pro-

duction in riverine ecosystems of Japan， only a few studies 

have examined the infl.uence of rice herbicides on aquatic 

plants. 

PI丘nktonicgreen algae are the generally used test species 

for first tier aquatic risk ass巴ssmentof pesticides; however， 

* See Part II for the釦11Japanese article. 
料 Towhom correspondence should be addressed. 

E-mail: satoru_ishihara@acis.famic.go.jp 。P巴sticideScience Society of Japan 

these species are not su飴cientlysuitable to assess the infl.u-

enc巴ofpesticides on primary productivity in riverine ecosys-

tems. In streams， ADs are usually the dominant algal groups 

in terms of biodiversity and comprise the m司jorbiomass; 

therefore， the phytotoxicity of chemicals to ADs or AD com-

munities will be a significant indicator of higher tier risk as-

sessment. The objectives of this study were to investigate the 

exposure characteristics of rice herbicides in riverine ecosys-

tems in Japan， to compare the relative sensitivity of various 
algal taxa to herbicides， to develop a growth inhibition test 

method using fresh water ADs， and to construct a more realis-

tic and scientifically sound ecological risk assessment proce幽

dure for primary productivity. 

1. Monitoring survey of paddy rice herbicides 

Eighteen paddy rice herbicide concentrations in water sam-

ples at Sakura R. and L. Kasumigaura were monitored from 

2001 to 2005. The highest concentrations of rice herbicides 

were observed at Sakura R. during mid“May to early June and 

concentration levels midstream at Sakura R. were 0.12-8.8 

μg/l. The residual rice herbicides observed in Sakura R. water 

were rapidly diluted and dispersed in L. Kasumigaura and the 

dilution downstream of Sakura R. to Tsuchiura bay of L. Ka-

sumigaura was 3 to 17 times. The annual trends of detected 

rice herbicide concentrations midstream at Sakura R. almost 

correlated with the annual trend of sales amounts of these rice 
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herbicides in Ibaraki prefecture. 

2. Sensitivity of four unicellular algae to herbicides 

By comparing 72 hr EC50 values (50% growth inhibition con-

centration 72 hr after treatrnent)， the sensitivities of 4 unicel-

lular algal species to 14 herbicides were investigated. The test 

species were green algae (Pseudokirchneriella subcapitata 

and Chlorella vulgaris)， a diatom (Achnanthidium minutissi-

mum) and a blue開 greenalga (Merismopedia tenuissima). Test 

herbicides were selected based on the frequency of recent 

usage in paddy fields in Japan and were 4 carbamates 

(thiobencarb， esprocarbョ molinate，dimepiperate)， three 
amides (pretilachlor， mefenacet， cafenstrole)， two triazines 
(dimethametryn， simetryn)， two sulfonylureas (bensul良lron-
methyl， imazosulfuron)ヲ aur巴a(daimuron)， a thiadiazine 

(bentazone)， and a quinone (quinoc1amine). Certain amideラ

triazine and sulfonylurea herbicides were highly hazardous 

for all tested species of algae. EbC50 (median effective con-

centration affecting biomass) values of pretilachlor and cafen-

strole were l.7-4.3μg!l for the green alga P subcapU，αta， 
those of triazines were 0.30-25μg!l for all test algae， and 

those of sulfonylureas were 0.70-10μg!l for the blue欄green

alga M. tenuissima. In contrast， the herbicides mefenacet， 

bentazone， daimuron， and thiocarbamates were low hazards to 

these 4 algae. 

3. Recovery of algal growth after exposure to hervi・

cide 

The effects of 40 rice herbicides on cell morphologies of 

freshwater microalgaeヲ suchas P subcapitata， A. minutissi-
mum and M. tenuissimα， were investigated by microscopic ob-
servation， measuring side scatter (SSC) intensity and au-

tonomous fluorescence (AF610) of chlorophyll using flow cy-

tometry. Morphological changes and differences in the 

chlorophyll a amount ofthese microalgae were induced by ex-

posure to high concentrations (10 mg!l or water solubility) of 

herbicides. In particular， the responses of the cell shape of P 

subcapitata were greater than those of two other species and 

the reactions observed in P subcapitata were c1assified into 4 

types. Cell volumes were greatly increased at the highest con-

centrations (6 to 12 times density of EbC50) of th巴fiveherbi-

cides (bensulfuronmethyl， esprocarb， mefenacet， pretilachlor， 
and thiobencarb) and blanching cells were observed in incu-

bation with three herbicides 

4. Risk assessment 

A risk assessment was conducted based on calculated ErC50 
(median effective concentration affecting growth) values and 

the detected highest concentration of herbicides in the Sakura 

R.， Saka River， L. Kasumigaura and Paddy drains. This as柵

sessment strongly suggested that certain amides， triazines， 

and sulfonylureas may pose a relatively high ecological risk to 

aquatic ecosystems in Japan. 

5. Development of growth inhibition test using ADs 

A growth inhibition test method using fresh water ADs was 

developed by improving the microplate algal assay technique 

for planktonic green algae. Applying the solid culture tech幽

nique for pre-culture， using a flat-bottomed microplate昌sthe 

test vessel and shaking the microplate at least twice a day 

were necessary to ensure the reproducibility of the test using 

ADs. A reproducible result was obtained from seven repeti-

tions of growth inhibition tests using dimethametryn， a出-

azine herbicide on A. minutissimum of ADs. The average 

ErC50 value calculated from these tests was 7.9μg!l (n=7， 

SE= l.3). The optimum culture condition and adaptability as 

a test organism were evaluated in ten kinds of ADs (A. 

minutissimum， Craticula molestiformis， Eolimna minima， 
Eolimna subminuscula， 1ヨ!stuliferasaprophila， Mayamaeα 

αtomus， Nitzschia palea， Planothidium frequentissimum， 
Planothidium lanceolatum， Sellaphora seminulum). The opti-
mum culture temperature was 15-30oC. A difference in illu-

mination intensity (ca. 2，000 lux or ca. 5，000 lux) did not in-
fluence the growth rate of diatoms at the optimum culture 

temperature. It was conc1uded that仁 molestiformis，E. min-

ima， E. subminuscula， F saprophila， M αtomus and N palea 

are suitable test species in these diatoms in terms of high 

grO¥町thpotential and that M αtomus and N palea are valuable 

test species in terms of habitat diversity and ease of isolation. 

6. Sensitivity difference to triazine herbicide of AD， 
Ntzschia spp. 

The 61 strains of the AD (Nitzschia spp.) were isolated 企om

several areas， Saka R.， Sakura R. and Hiso River basins and 

L. Kasumigaura. ErC50 values of dimethametryn ranged over 

two orders of magnitude among strains. Tolerant strains were 

collected only from the midstream site， suggesting that the 

strains may have been s巴lectedby the herbicide in paddy 

fields. The difference in organic element contents (carbon， ni-
trogen and sulfur) was not significant between two strains of 

N palea with different susceptibilities to dimethametryn. The 

results indicated that changes in dimethametryn susceptibili-

ties of diatoms do not cause serious disadvantages as primary 

producers. 

7. Development of growth inhibition test nsing AD 

communities 

The growせ1inhibition test for single species was improved to 



186 S. Ishihara 

apply to AD communities， as higher tier impact assessment. 
Using this method， the susceptibilities of AD communities 

企omsites not affected with paddy drainage were conc1uded to 

be higher than 企omsites with inflow of drainage. Further-

more， greater differences in susceptibilities were shown， espe-
cial1y during the rice-growing period. 

Concluding remarks 

Since the sensitivity of herbicides to algae is quite deferent 
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among algal species， it is di飴cultto evaluate the risks of her-

bicides to productivity of non-target aquatic plants by the r巴-

sults of toxicity tests for a green alga. For the exhaustive risk 

assessment， it is necessary to consider additional phytotoxic-
ity studies. We have developed the methods of testing toxicity 

against ADs. We hope that these methods wi1l contribute to 

high tier ecological risk assessment of pesticides. 
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