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総 言見

環境科学会誌27(4) : 248-260 (2014) 

農薬の定量的生態リスク評価

における動態予測モデルの活用

稲生圭哉T・永 井孝志・岩崎亘典

摘要

農耕地等で使用される農薬成分の一部が水系などへ移行し，飲料水源の汚染や生態系へ

悪影響を及ぼしているのではないかという懸念が強まっている。このような農薬による影

響を評価するためには. I農薬の毒性」と「人や生態系を構成する生物が曝露する農薬濃

度」の両者を把握する必要がある。本稿では，わが国の主要な農耕地である水田で使用

する農薬を対象とし筆者らが開発した水田一筆および河川流域における動態予測モデ

ル (PADDYおよびPADDY-Large) について報告する。農業の現場において農薬の適切

なリスク管理を行うためには，現状の農薬使用に伴う生態リスクを定量的に評価し，各

種の管理対策(農薬の使用回数を減らす，農地からの農薬流出防止の措置をとる，など)

によるリスク低減効果を把握することにより，各地域の条件に適した効果的な管理対策を

選択していくことが望ましい。しかし現状ではこのような選択を可能とする評価手法は

確立されていない。本稿では，河川生態系の様々な生物種に対する農薬の感受性を統計学

的に解析し(種の感受性分布).農薬の生物多様性に対する影響を評価する手法について，

筆者らの研究事例を報告する。最後に，リスク低減効果の高い管理対策の選択を支援する

ツールの構築に向けて. PADDY-Largeモデルと種の感受性分布を用いた影響評価手法と

を組み合わせた，農薬の定量的生態リスク評価法開発の取り組み状況について述べる。

キーワード:数理モデル，水田使用農薬. GIS.水域生態リスク，種の感受性分布

1.はじめに

農耕地等で使用される農薬成分の大部分は土壌

に達し，土壌中を移動・拡散しながらしだいに分解

するが，その一部が水系などへ移行し，飲料水源の

汚染や生態系へ悪影響を及ぼしているのではない

かという懸念が強まっている。このような農薬によ

る影響を評価するためには. I農薬の毒性」と「人

や生態系を構成する生物が曝露する農薬濃度」の両

者を把握する必要がある。河川水中での農薬濃度を

把握する手法として，水質モニタリングが一般的に

行われているが，これにはかなりの費用，時間，労

力を要し，得られた結果はある特定の農薬使用およ

び環境条件におけるデータでしかなく，農薬の環境

動態およびそれを支配する要因を把握することは

困難である。このような問題に対応するため，欧米

では 1980年頃より農薬の物理化学性，土壌の特|生

気象要因などを用いて農耕地(普通畑，樹園地な

ど)における農薬の動態を予測する数理モデルの開

発研究が進められ，農薬登録審査におけるリスク評

価に活用されている 1.2)。しかしわが国の主要な

農耕地である水田における農薬の動態を予測する

数理モデルの開発事例は少なく. Williamsらが開

発した RICEWQ3)などに限られている。本稿では，

水田使用農薬を対象とし筆者らが開発した水田お

よび河川流域における動態予測モデル (PADDYお

よびPADDY-Large) について報告する。

わが国では，農薬による水域生態系への影響を

評価するため. 2003年に水産動植物の被害防止に

係る農薬登録保留基準(以下，水産登録保留基準)

が改正された。その評価は.農薬の水生生物(魚

類，甲殻類，藻類)に対する急性影響濃度 (AEC)

2013年11月26日受付.2014年5月1日受理
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t Corresponding author: keinao@affrc.go.jp 



農薬の生態リスク評価における数理モデルの活用 249 

と，一定の環境条件下で、の河川水中予測濃度 (PECl

との比較により行われ， AEC>PECである場合に

リスクは懸念レベル以下と判定され農薬登録が可

能となっている 41。一方，農業の現場において農薬

の適切なリスク管理を行つためには，現状の農薬使

用に伴う生態リスクの程度を定量的に評価し各種

の管理対策(例えば「農薬の使用回数を減らすJ.I農
地からの農薬流出防止の措置をとる」など)による

リスク低減効果を事前に把握することにより，各地

域の条件に適した最も効率性の高い管理対策を選

択していくことが望ましい。しかし，現状ではこの

ような選択を可能とする評価手法は確立されてい

ない。本稿では，河川生態系の様々な生物種に対す

る農薬の感受性を統計学的に解析し(種の感受性分

布l，農薬の生物多様性に対する影響を評価する手

法について，筆者らの研究事例を報告する。さらに，

リスク低減効果の高い管理対策の選択を支援する

ツールの構築に向けて，前述の PADDY-Largeモデ

ルと種の感受性分布を用いた影響評価手法とを組

み合わせた，農薬の定量的生態リスク評価法開発の

取り組み状況について述べる。

2，水田一筆における農薬の動態予測モデル

(PADDY) 

2，1 PADDYモデルの概要

水田で使用する農薬の河川における動態予測で

は，水田一筆内で、の農薬の動態予測が基本となる。

水田では水稲栽培期間の大半を湛水状態にしその

排水が農業排水路を経由して河川に流入する。こ

のため，水田は畑地に比べて農薬が表面流出しゃ

すく，水稲を主要作物とするわが国では，水田か

らの農薬流出量を予測する数理モデルの必要性は

非常に高い。わが国でも，ごく最近になり水田モ

デルの開発が進められてきておりト 101 I，度j盆らが

開発した PCPF-lモデル5.61や，筆者らが開発した

PADDYモデル8-10)などがある。図lにPADDY

モデルで考慮する水田一筆における水収支および

農薬の挙動要因を示す。

農薬製剤(粒剤など)を水田に湛水散布すると，

製剤から農薬の有効成分が回面水に徐々に溶出す

る。洛出した農薬の大部分は土壊の表層へ吸着し

時間の経過とともに分解していくが，その一部が水

尻排水や畦畔浸透に伴う流出，降下浸透に伴う土壌

下層への移動，大気への揮発により圃場から系外へ

移行する。PADDYモデルは，このような挙動要因

を用いて水田における農薬の収支を数式(微分方程

式)で表現し，田面水や土壌中の濃度変化および、水

田外への農薬流出量をコンピュータ上で計算する。

モデル計算に必要な入力データを表 lに示す。農

薬の物理化学性のうち，土壌吸着性(土壌吸着係数)

や土壌中での分解性(分解半減期)は，土壌の種類

により大きく異なる。多くの農薬は非イオン性で、水

に溶けにくい性質を持つため，農薬の土壌への吸着

は土壌有機物への疎水結合が主体である 11)。 一般に，

土壌中の有機炭素量が多いほど農薬の土壌吸着量

が多くなる傾向を示すことから，農薬の動態を予測

するうえで有機炭素量は重要なパラメータとなっ

ている。

2.2水田園場試験による PADDYモデルの検証

開発した PADDYモデルの検証を行うため，約

農薬散布

茎葉散布

(乳剤、粉剤など)

溶目見

図1 PADDYモデルで考慮する水田における水収支と震薬の挙動
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8 aの水田園場において農薬濃度の推移をモニタリ

ングした8)。田植え 10日後に水稲用除草剤のマメツ

トSM中立剤 (シメ トリン1.596.モリネート 896お

よびMCPBエチル 0.8%)を3kg/10aで湛水散布

し，経時的に回面水および土壌を採取し農薬濃度

を測定した。また，試験期間中の降水量，図面水深，

用水量，排水量，減水深および蒸発量を把握した。

水田におけるシメトリンの実iMIJ濃度を図 2に示す。

図面水中の濃度は，散布 6時間後に最高濃度に達し

た後急速に減少したが，散布 2週間後には減少が緩

やかになった。土壌中の濃度は.0-2cmの土壌

層では散布 3日後に最高濃度に達しその後徐々に

減少した。一方.2-4cmの土壌層では散布後徐々

に上昇し. 30日後には 0-2cmの土壌層における

濃度と同程度になった。図 2に示すように，開発し

たPADDYモデルによる計算結果は，圃場試験で

得られた図面水や土壌中における除草剤の濃度推

移をほぼ再現することができた8)。

3. 河川流域における農薬の動態予 測モデル

(PADDY-Large) 

3.1 PADDY-Largeモデルの概要

水田で使用された農薬の河川流域における動態

を予測するため，河川流域に分布する水田を農業

水利の観点から「耕区J.["農区J. ["地区J. ["広域」

の4つのレベルに分類した標準シナリオを設定した

(図 3)12)0 ["耕区」は畦畔で囲まれた水田一筆を表し，

標準的な面積は 0.3haである。一般的な「農区」は，

20筆程度の耕区と支線排水路で構成され，農道で

囲まれている(面積 6ha) 0 ["地区」は，幹線排水

路(支}II)に沿って多くの農区が集まった支流域を

表 1 PADDYモデルで使用する入力データ

同
国
一
々
ノ

項

一
テ志木農

ノTラメータ

使用条件 製剤の種類使用量散布方法など

分子量.水溶解度蒸気圧
物理化学性 へン リ一定数，土嬢吸着係数

水中および土壌中での分解半減期

環境データ

面積，田面水深，減水深，用水量，排水
圏場条件 I:!I....... I 

l豆伎と

土埋星条件 有機炭素含有率，仮比重，孔隙率など

気象条件 気温。降水量，日射量など

栽培管理条件水管理方法(止水期間かけ流しの有無)

水稲の生育状況なと

表す。「広域」は，多くの支川が合流する河川本流

域を表す。水田から流出した農薬は，支線排水路を

経由して支流域内の幹線排水路に流入し最終的に

河川本川に達する。河川流域における農.薬の動態予

測モデル (PADDY-Large)では，河川流路を流れ

の方向に沿って多数の区画に分割し，各区画は表流

水と底質で構成されるとした。表流水の移流，水/

底質問の吸脱着および分解を考慮、し，各区画におけ
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図2 水田における除草剤シメトリンの PADDYモデル

による計算値と実測値の比較

(上.回面水中濃度， 下 :土壌中濃度)

図 3 PADDY-Largeモデルで考慮する農薬の移動経路
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る農薬の収支を微分方程式で表現し表流水および

底質における農薬の濃度変化をコンピュータ上で

計算する 12.131。

これまでに，茨城県南部の恋瀬川支流域 (水稲作

付面積 55ha)において，水稲用除草剤をモニタリ

ングした結果と，開発したモデルによる計算値を比

較したところ， PADDY-Largeモデルは支流域にお

ける農薬の濃度レベルおよび検出期聞を精度よく

予測することができた121。また，長野県北部の千曲

川支流域 (水稲作付面積 361ha)において， 11種

の水稲用農薬 (代謝分解物 3種を含む)を対象とし

たモニタリングを 2001-2005年に実施した 131。ま

た，親化合物に加え代謝分解物の動態も予測できる

ように PADDY-Largeモデルの改良を行った。改良

PADDY-Largeモデルにより各農薬の河川水中濃度

を計算した結果，一作期を通した水稲用農薬の濃度

予測が可能であることが示された1310

3.2 河川の流域特性に関する GIS情報の整備

筆者らは，茨城県南部の水稲栽培地域を流下する

桜川 (流域面積:344七n2) を対象とし水稲用農

薬のモニタリングを 2001年より継続して実施して

いる 14.151。図4に桜川流域で広く使用される 3種類

の水稲用除草剤のモニタリング結果を示す1510 これ

らの除草剤は田植え日などを基準とした個別の使

用時期が定められており，各除草剤の河川水中濃度

もそれぞれの使用時期に対応した検出ピークが確

認されている。

一方で、検出濃度は，流域内における農薬の使用割

合に加え，水田率 (流域面積に占める水田面積の割

合)や土壌の特性などの流域特性により大きく変

動する。近年，地理情報システム (GIS)の技術が

飛躍的に進歩し土地利用や河川の河道など複雑

10 
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な地理情報を容易に取り扱えるようになってきた。

これに伴い，わが国でも流域レベルでの化学物質

の濃度を予測する際に， GISとリンクさせた数理

モデルの開発が進められている 16-181。本研究では，

桜川の土地利用に関する情報を GISにより解析し

PADDY-Largeモデルによる計算への活用を試み

た191。情報源、として，国土交通省の国土数値情報ダ

ウンロー ドサービス却)より，土地利用組分メッシュ

データ，流域界 非集水域および、流路のデータを入

手した。土地利用細分メッシユデータは，GISソ

フト (GRASS)にインポートした後，桜)11の各支

流域内における水凹面積を算出した。なお，国土数

値情報による土地利用は地目を表しており ，実際

に水稲を作付している水田を表していない。そこ

で，農林水産省の統計データ 21)による茨城県の水稲

作付面積を基に補正を行った。また，特定の地点に

おける河川水中農薬濃度を評価する際に，個々の水

田からの排水が河川に流入する地点を特定する必

要がある。そこで，河川流路データを 50m毎のセ

グメントに分割し，個々の水田メ ッシュ (100x 100 

m)から最も近いセグメントを特定した。これによ

か 河川流路の任意の地点において，農薬の流出に

寄与する水田面積を推定することが可能となった。

流域内の水田土壌については， 1/50，000デジタル

農耕地土壌国22)による土壌統群別のデータを用い，

前述の国土数値情報の流域界データおよび土地利

用細分メ ッシュデータと重ね合わせることで，各支

流域における土壌統群別の水田面積を明 らかにし

た。さらに，土穣情報データベースお)によ り各水田

土壌の特性 (仮比重，全炭素含量など)をモデルに

反映させた。

桜川流域を対象とした GIS解析の結果，流域の

〈トゲ イム口ン(初中期剤)

-0-シメトリン(中期剤)

+へ'ンげン(後期剤)

。
Apr May 

初中期剤 ー」翌.!...........
‘圃圃・--・E・-・T>-..... ..... 

4・-・・・・・砂
代かき 4/中旬~........・砂
田植え期 4/下旬-5/中旬

Jun Jul Aug 
後期剤

........・・・・・・・・・砂
中干し 6/上旬~

4・・・・・・・・・砂
出穂期7/下旬-8月上旬

図4 茨城県南部の桜川(君島橋)における水稲用除草剤の河川水中濃度推移
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図5 GIS解析による各河川セグメントに関連づけた

積算水田面積

27.996 (96 kd)は水田で占められていた。図5に

各河川セグメントに関連づけた積算の水田面積を

示す。水田の分布状況は，支流域間で異なるととも

に，支流域内でも一様ではなかった。積算水田面積

が大きい地点は，本流部と支流の台地 -低地部に多

く分布していた。一方，流域東部における各支流の

上流部は山地であったため，積算水田面積が小さ

かった。対象流域における水田土壌の土壌群別分布

を図 6に示す。桜川本流沿いにある水田の大部分は

灰色低地土であり ，上流部に一部グライ土が見られ

た。一方，中流西部の台地上には多湿黒ボク土と黒

ポクグライ土が多く分布していた。これは，沖積低

地と台地の違いを反映したものであると考えられた。

3.3 モニタリング結果による PADDY-Largeモデル

の検証

図5の土地利用および図 6の土壌特性に関する桜

川流域の情報を反映させた PADDY-Largeモデルを

用い，水稲用除草剤メフェナセットを対象とし，流

域内の使用量，使用時期を考慮することにより河川

水中濃度を計算した19)。メフェナセットは田植え l

-2週間後に使用される初中期除草剤であり，桜川

A 

凡伊l

Oモヨリンゲ調査地点

仁コ 支流域界

土i車群

-多湿.ポヲ土

- 黒ポワヴライ土

- 赤色土

- 指赤色土

巳ヨ 黄色土

仁コ 褐色低地土

匿彊 灰色低地土

- ヴライ土

- 黒泥土

o 2.5 5 km 

」ー」一一一」

図6 桜川流域における水田土壌の分布(土壌群別)

流域の水田で5月上旬から下旬にかけて広く使用さ

れている。桜川中流域 (君島橋)において，メフェ

ナセットは 5月上旬より検出され始め. 5月中旬に

最高濃度(1.17μg/L)に達した後，急速に減少した(図

7) 0 PADDY-Largeモデルによるメフェナセットの

計算値は， 実inlJ値の濃度変化を精度良く再現するこ

とができた (図 7)。
図8にPADDY-Largeモデルで計算したピーク時

(5119)における河川水中濃度の流域内分布を示す。

図5と比較すると，農薬の流出に寄与する積算水田

面積が大きい地点ほどメフェナセットの濃度が高

くなる傾向を示した19)。このように計算結果を地図

上に表示することによ り， どの地点で河川水中濃度

が高くなるのかを評価することが可能となった。

4.種の感受性分布を用いた農薬の生態影響評価法

4.1 農薬の生態リスクの定量化に向けて

現行制度における農薬の生態リスク評価では，河

川水中予測濃度 (PEC) と急性影響濃度 (AEC)

とを比較し リスクの有無を二者択一的に評価して

いる九 しかし本評価手法は. (1)リスクを定量



)1!1:~在の生態リスク評価における数理モデルの活用 253 

的に表現できない， (2)不確実性が十分に考慮さ

れていない， という問題点がある。PECの算定は，

全国平均的なモデル流域を想定した標準シナ リオ

に基づいて行われるため，地域的な農薬濃度の変動

による不確実性は考慮されていない。また， AEC 

2 
(
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図7 桜川(君島橋)における除草剤メフ工ナセット

の河川水中濃度の実測値とPADDY-Largeモデ

ルによる計算値との比較
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-・水田
メフ工ナセット温度(pg!L)
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図8 PADDY-Largeモデルに よる除草剤メ フヱナ

セットの桜川流域における河川水中濃度分布

(2008年 5月19日)

は，魚類 (コイまたはメダカ )，甲殻類 (オオミジ

ンコ)，藻類 (緑藻)の急性毒性試験結果に基づく

LCω(半数致死濃度) またはEC5Q(半数影響濃度)

を，それぞれの生物の農薬に対する感受性差を考慮

した不確実係数(魚類， 甲殻類は 10，藻類は 1)で

除した最小値が設定される。しかし，これらの不確

実性係数の設定値について，明確な科学的根拠がな

い。これらの不確実性を考慮すれば， PEC > AEC 

となる可能性を否定できない。

このような問題を解決するため，確率論的リスク

評価と呼ばれる手法が用いられている。本手法で

は，毒性や曝露に関する様々な不確実性を確率的に

表現し，PEC > AECとなる確率はどの程度なのか

を定量的に評価する。図9に示す概念図では，農薬

の生物種に対する感受性 (EC日 orLC5Q) の差(図

9a)) と， PECの地域的な変動(図 9b)) を考慮、し，

6種の生物の感受性と 5地域の PECについて総当

たりで評価した場合の PEC> EC50 or LCω(ここ

では「影響あり」とする)となる確率 (図9c)) を

表している。30通りの組み合わせのうち， 3つで

PEC> EC日 orLC切となるので，影響を受ける確

率は 3/30= 1096となる。この確率の大小によって，

生態リスクの大きさを相対的に比較できる。このよ

うな確率論的 リスク評価手法を活用 した代表的な

事例として， 北米における除草剤ア トラジンの生態

リスク評価24)が報告されている。

4.2 種の感受性分布の概念

確率論的リスク評価を行うには，図 9に示すよう

に複数の生物種間の感受性差や，PECの地域的な

変動性を把握する必要がある。PECの変動性の把

握には，前述の PADDY-Largeモデルを活用するこ

とができる。一方，感受性については，生態系を構

a)感受性 (EC田 町 LCso)の差 b) PECの変動

C) 

×影醤あり

PEC>ECso Or LC50 

5， "'" fj"徐‘容も

M..xooooo 
M..000000  
M"xxooo 0 
M叫 000000
"""000000  

PEC> EC50 or LC50 
となる確率は

3/30 = 0.1 (10%) 0影醤なし
PEC<EC50 Or LC50 

図9 確率論的 リスク評価の概念図。a)の円内の数

値はECsoor LCsoの値を， b)の円内の数値は

PECの値を表す。
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成する全ての生物種に対する毒性試験を行い，デー

タを得ることは現実的に不可能である。ただし経

験則により複数の生物種の感受性は対数正規分布に

適合することが知られており，図 10のように累積

確率分布で表現できる。このように，生物種聞の

感受性差を統計学的な分布として表現したものが，

種の感受性分布 CSpeciesSensitivity Distribution， 

SSD)であるお)。つまり ，ある程度の毒性データが

揃っていれば，農薬濃度と影響を受ける種の割合の

関係を推定することにより，感受性差を表現するこ

とカ宝できる。

SSDを農薬に適用する場合，殺虫剤は節足動物

に対する毒性が特異的に強いため，節足動物とそ

れ以外で分布が分かれるお)。また，除草剤では藻類

やウキクサ等水生植物に対する毒性が特異的に強

いため，一次生産者とそれ以外で分布が分かれる 27)0

SSD解析に必要なデータ数 (種数)は各国のガイ

ドライン等によって異なるが， OECD2S)において

は5種以上とされている。農薬の場合は，感受性の

高い分類群のデータを用いて解析する必要があり，

殺虫剤で5種以上の節足動物，除草剤で 5種以上の

藻類の毒性データが必要となるが，この条件を満た

す農薬は非常に限られている。そのため，リスク評

価の対象である河川生態系を代表する試験生物種を

選定しその毒性試験法を新たに開発する必要があ

る。

河川生態系の一次消費者としての優占種である水

生昆虫は生活史が複雑であり，その全てを網羅する

飼育方法の確立が困難であるため，試験生物とし

ての実用化が進められていなかった。Yokoyamaet 

al.29)は， 日本の河川に広く分布する水生見虫コガタ

シマトピケラ CCh四 matopsychebrevili月eata)を用いて，
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濃度の対数値

図 10種の感受性分布 (SSD)の概念図。6種の生物

に対する毒性値のバラツキを対数正規分布(図

中の曲線)に適合させている。

生活史のすべてを網羅する室内完全人工飼育法を確

立し農薬に対する感受性が最も高い l齢幼虫を用

いた毒性試験法を確立した。コガタシマトピケラは

ミジンコ類と同程度かより高い感受性を示し，特に

ネオニコチノイド系殺虫剤については，顕著に高い

感受性を示すことが確認されている。また，河川に

おいては珪藻等の付着藻類が優占するが，珪藻は試

験容器の壁面に強固に付着するなど従来i去による試

験が困難で、あり，これまで毒性データの整備がほ

とんどなされなかった。Nagaiet alぬ)は，河川の

付着藻類を代表する 5種の藻類 (珪藻 3種，緑藻 l

種，藍藻 l種)を選抜し，マイクロプレートの底に

藻類を付着させたまま培養し蛍光マイクロプレー

トリーダーで増殖を測定する新たな毒性試験j去を開

発した。本手法は，選定した藻類 5種を同時に試験

できることから，効率的な毒性データの取得が可能

となった。これらの試験法を活用することで， SSD 

解析に必要なデータを整備することが可能となった。

4.3 種の感受性分布の活用

諸外国ではすでに SSD法が広く 1舌用されている。

米国や欧州，オーストラリアなどでは， SSDの5

パーセンタイル値に相当する濃度 (596の種が影響

を受ける濃度，言い換えれば 95%の種が保全され

る濃度) をHC5(596 Hazardous Concentration) 

と表現しこれを無影響濃度とすることで¥水生

生物保全のための水質基準値の設定根拠としてい

る31-33)。これは， 95%以上の種を保全すれば生物

多様性に対し大きな影響は無い，という仮定に基づ

いている。なお， HC5の値を無影響濃度とするこ

との妥当性については，野外の隔離実験水界を用い

た模擬生態系試験 (メソコスム，マイクロコスム試

験)により得られたエンドポイント (生物群集の個

体数や種組成などに対する無影響濃度)との比較に

より，様々な農薬について HC5が安全側に立った

評価となることが確認されているお27.34お)。

わが国で使用される水稲用農薬を対象とした

SSD解析事例を紹介する。永井ほかお)は， トリ

アジン系除草剤のシメトリンを対象として SSD解

析を行った (図 11左)。 藻類とそれ以外の水生生

物では感受性が明確に分離され，藻類の HC5は

8.2μg/Lと計算された。この値は，シメトリンの水

産登録保留基準値 (AEC)である 6.2μg/Lとほぼ同

等であった。一方， Nagai and Yokoyama35)は，ネ

オニコチノイド系殺虫剤のイミダクロプリドを対象

として SSD解析を行った (図 11右)。 節足動物と

それ以外の水生生物では感受性が明確に分離され，

節足動物の HC5は0.43μg/Lと計算された。この値

は，水産登録保留基準値 (AEC)である 8500μg/L
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と大きく解PlIgしている。これは，水産登録保留基準

の評価で使用される 3種の水生生物に対し，イミダ

クロプリドはほとんど毒性を示さないが，他の節足

動物 (特に水生昆虫)に対して強い毒性を持つこと

に起因する。このような種聞の感受性差が大きい農

薬の場合， SSD i去を用いた方がより適切な無影響

濃度を推定できる。

SSD i去の特徴として， (1)定量的である， (2) 

予測に利用できる， (3)幅広い生物を対象としてい

る， (4)メソ コスム試験など野外における生物調査

に比べ，時間やコストがあまりかからない，などが

挙げられる。また， SSD法により得られるリスク

指標は，r影響を受ける種の割合」という生物多様

性 (種の多様性)への影響を把握する上でわかりや

すいものである。 しかし SSDi去にもいくつかの

欠点があり，様々な仮定や推測に基づいたものであ

ることや，長期的影響，生物間相互作用など生態系

が持つ機能への影響を考慮していないなど，実際の

生態系を適切に評価しているとは言えない。この

ように， SSD i去は様々な問題点を含むものの，生

物多様性 (種の多様t生)に対する影響を定量化でき，

活用が容易であることを考慮すれば，現時点では最

も有効な手法であると考えられる。

5，数理モデルを活用した農薬の生態リスク評価法

の開発に向けて

5.1 PADDY-Largeモデルと種の感受性分布を用い

た農薬の定量的生態リスク評価法

前述の SSD法は，農薬濃度から影響を受ける種

の割合 (PAF:Potentially Affected Fraction)が計

算できるので，定量的な生態リスク評価に活用が可

能である。PAFは，種の多様性にどれだけ影響が

あるか，という定量的な「生物多様性への影響度指

標」として位置づけられる。PAFを活用したこれ

4日

までの事例として. 100種類以上の農薬の リスクを

定量化 してランク付けを行った報告3ilや，それらの

複数農薬によるリスクを統合化 して野外生物調査

の結果と比較した報告知などがあり， PAFが 10%

を超える地点で生物相の変化が確認されているお)。

筆者らは，河川水中濃度の地域的な変動性を把

握する PADDY-Largeモデルと SSDとを活用した，

農薬の定量的生態リスク評価法の開発を進めてい

る。図 12に農薬の確率論的生態リスク評価の概念

図を示す。まず， PADDY-Largeモデルによ る河川

水中農薬濃度の計算結果(図 8)を用い，最高濃度

の流域内分布(超過確率曲線)を求めることによ

り，ある濃度を超過する地点が流域全体でどの程度

の割合を占めるのかが把握できる。最高濃度の超過

確率曲線と SSDと重ね合わせる こと により，二つ

の曲線の重なりの大きさがリスクとして表現され

る (図 12左)。次に，二つの曲線の重なる部分に対

応した最高濃度の超過確率と Pl日 との関係を示す

曲線、を求めた (図 12右)。これは，ある割合の生

物種に影響を及ぼすとされる農薬濃度の超過確率

を示している。さらに，図 12右の曲線下の面積を

算出する ことによ り，影響を受ける種の割合の期

待値 (ExpectedPAF， EPAF)が求められる。この

EPAFは，評価の対象流域において農薬の影響を受

けている生物種の平均的な割合を示している。筆者

らは，複数の水稲用除草剤を対象とした EPAFを

算出し， リスクの比較を行っている制。

5.2 農業現場における生態リスク評価法の活用

農林水産省では農業の持つ物質循環機能を生か

し，生産性との調和に留意しつつ， 化学合成農薬

や化学肥料の使用を低減することを基本とした環

境保全型農業を推進している制。 その一環として，

2003年に特別栽培農産物に係る表示ガイドライン

が改正され， 化学合成農薬と化学肥料の双方を慣行

荷関e OB ド一一一一-.. 一一一一_-IA-=-_ ~ 0.8 

0.6 トー.....!Lτ_-L!--I-_一一一-'if一一一→ 0.6 
t{d 

士 0.4 ト一一一一'一一一一一『宗一一一→ 0.4 
旺M
本1 02 ト一一一一ι_LLニ.dLf::8-一一一→ 0.2 

割副主1 。
0.1 10 1000 100000 0.1 10 1000 100000 

シメ トリン濃度(悶 jL) イミダクロプリド濃度 (μgjL)

図11 除草剤シメ トリン(左)と殺虫剤イミタク口プリド (右)の SSD解析結果
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レベル(各地域で慣行的に行われている化学合成農

薬および化学肥料の使用状況)に比べて 5割以上減

らして栽培された農産物を「特別栽培」と表示する

ことが可能となった41)。慣行レベルは地方公共団体

が個別に策定または確認し節減割合の算定基準に

用いられている。図 13に都道府県が定めた水稲栽

培における化学合成農薬の 2013年度の慣行レベル

(農薬成分使用回数)42)を示すが，地域によ り農薬

の使用回数は株々であり，最大で岐阜の 24回，最

小で群馬，長野の 12固と 2倍の差がある。従って，

特別栽培を実施する場合，地域によって削減される

農薬成分の種類や使用回数は大きく異なり，環境保

全の効果は大きく異なる。

そもそも環境保全を 目的とした場合，低減の対象

は「農薬成分使用回数」ではなく，農薬使用に伴

う「生態リスク」であるはずだが，リスクの低減効

果を評価する手法は確立されていない。農業現場で

は過度の農薬節減に伴う病害虫の発生が多発して
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， 80を
， 受
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おか農産物の安定生産に支障が生じている事例。)

が報告されている。従って，農薬の節減によるリス

ク低減効果を定量的に評価する手法の開発は喫緊

の課題となっている。

筆者らは，前述の農薬の確率論的生態リスク評価

法を活用し慣行栽培や特別栽培における農薬使用

に伴うリスクを定量的に評価する手法の開発を進

めている。なお，慣行栽培や特別栽培の防除体系に

おいて，水稲一作期間で使用 される複数農薬の累積

リスクを評価する手法の開発が必要とされ，作用機

作が同じ農薬は ConcentrationAdditive Modelを，

作用機作が異なる農薬は ResponseAdditive Model 44) 

を用いてリス クを統合化する手法の検討を進めて

いる 45)。これにより，地域ごとに異なる慣行レベル

からの農薬節減によるリスクの低減効果を評価す

ることが可能となる。また，農薬の環境負荷を低減

するため，水田で使用する農薬について，散布後の

落水や掛け流しを行わないとする止水期間が7日に

度最，R農司 100 
80 

超 |

選率 40 

EPAF (Expected PAF) 

~ 20 
% 

。20 40 60 80 100 

影響を受ける種の割合 (PAF，%) 

図12 農薬の確率論的生態リスク評価の概念図。左図は河川水中最高濃度の流域内分布と種の感受性分布を重ね合

わせたクラフ，右図は「最高濃度の超過確率」と「影響を受ける種の割合 (PAF)Jとの関係を示し，曲線下

の面積は 「影響を受ける種の割合の期待値 (EPAF)Jを表す。
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図 13 特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき都道府県が定めた水稲栽培における化学合成農薬の慣行レ

ペル (2013年度，棒グラフは各都道府県の農薬成分使用回数，エラーパーはその最大，最小を表す)
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図 14 震薬の定量的生態リスク評価法の活用イメージ

設定されている。これに加え，適切な畦畔管理(畦

塗りの徹底，波板-被覆シートによる漏水防止など)

や水管理 (止水板の高めの設置など)などによる

農薬流出防止技術が確立されている46)。開発中のリ

スク評価手法は，これらの技術を導入した場合の

リスクの低減効果を評価することも可能である。

図 14に農薬の定量的生態リスク評価法の活用イ

メージを示す。例えば図 14左に示すように，慣行

栽培の農薬成分使用回数を 18とした場合のリスク

(EPAF)が 2.096であったのに対し使用回数を 5

割低減した特別栽培では EPAFは 1.096と計算され

(図 14右上)， リスクも 5割低減されたと評価する

ことができる。一方，慣行栽培において農薬流出

防止技術の一つである畦塗りを徹底した場合，河

}IIへの農薬流出量が大幅に減少するため46) EPAF 

は1.296と計算され (図 14右下)，特別栽培と同等

のリスクの低減効果があると評価できる。このよ

うに，開発中のリスク評価手法は，様々な栽培条

件下での農薬使用に伴うリスクを定量化 し相互に

比較することで，適切なリスク管理対策の選択が

可能となる。

6.おわりに

わが国では，農薬の動態を予測する数理モデルの

開発研究が十分に進め られている とは言えず，農

業現場での活用や行政施策への反映がほとんど行

われていないのが実情である。本研究で開発した

PADDY二Largeモデルは，農業現場における農薬の

適切なリスク管理を行うため，地域特性を考慮し

た曝露濃度の推定に有効に活用できるものと考え

る。また，PADDY-Largeモデルを活用した農薬使

用に伴う生物多様性に対する定量的なリスク評価

手法は，特別栽培などの農薬節減に対するリスク

低減効果を定量的に評価できるとともに，生物多

様性に配慮、した適切な農薬の使用方法を提示でき

るなど，科学的根拠に基づく環境保全型農業の推

進に役立つものと考える。
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Abstract 

Rice production is one of the major non-point sources of pesticide pollution in ]apan 

because more th阻 halfof all arable land is paddy fields from which pesticides can easily 

transport to rivers. Public concerns regarding the adverse effects of pesticides in runoff 

on aquatic ecosystems and drinking water are increasing. In this paper， two mathematical 

models， the PADDY and the PADDY-Large models for simulating the fate and 

transport of pesticides in paddy fields and river basin are introduced. For environmental 

conservation， various countermeasures such as reduction of pesticide use and prevention 

of pesticide runoff from paddy fields are taken by farmers. However， the efficiency of the 

risk management practices has not been evaluated. We also describe a probabilistic method 

for estimating ecological effects of pesticides using species sensitivity distribution (SSD). 

Finall予 progressof our research for quantitative ecological risk assessment of pesticides 

using the PADDY-Large model and the SSD is provided. 
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