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2.1 安定同位体自然存在比の表示法

〔解説〕

ここで，RとRreはそれぞれサンプルと標準試料の窒素の安定同位体比（15N/14N）である。

酸素についても同様に，酸素の安定同位対比（18O/16O）を用いてδ18O値で表示する。安定同位体自然存在

比の標準試料として，N（窒素）は大気中の窒素を，O(酸素)はSMOW(平均標準海水)を用いる。

2.2 安定同位体自然存在比の測定法

ここでは，筆者が使用している全自動窒素炭素同位体質量分析計（サーモエレクトロン：EA-MS）を例

に，安定同位体自然存在比の測定法を説明する。固体および液体のサンプルは，あらかじめ水分を蒸発させ

るか，凍結乾燥させる。サンプルは三酸化二クロム，四酸化三コバルト/銀などの酸化触媒を充填した燃焼

炉で窒素酸化物に酸化され，さらに還元銅を充填した還元管でN2へ還元されたのちに質量分析部へ導入さ

れる。質量数28，29，30の値からδ15N値を求める1-3)。N2やN2Oなどの濃度が低い場合は液体窒素で濃縮

し，ガスクロでそれぞれの成分を分離したあと，質量数28，29，30の値からδ15N値を求める4)。この分析

計はCO2やN2Oに含まれる酸素原子のδ18O値の同時分析も可能である。

2.3 安定同位体自然存在比を用いた窒素動態解析

2.3.1 同位体効果と安定同位体自然存在比

〔解説〕

1) 図1に主な窒素化合物がとりうる値を示す。

2) 大気窒素を起源とするマメ科植物や肥料中のδ15N値は０付近の値をとる。

3) 土壌中の窒素化合物のδ15N値は，インプットとなる化学肥料や家畜ふん尿，降雨などを反映し様々な値

をとる。一般に，土壌窒素のδ15N値は軽い窒素原子の方が先に溶脱，植物吸収，脱窒などにより失われ

るため，0より高くなる傾向にある。

4) 家畜ふん尿や下水中に含まれる窒素化合物のδ15N値は，動物体内における代謝や排泄後のアンモニア揮

散による同位体分別などにより高い値をとる。

V-2 窒素および酸素安定同位体自然存在比を用いた窒
素動態解析法

第V章 負荷物質の動態調査法

硝酸態窒素，アンモニア態窒素，亜酸化窒素などの反応性窒素は生元素であり，植物，動物および微

生物の代謝を受けるので，濃度変化だけから動態を解析することは難しい。そこで，窒素および酸素の

起源により安定同位体自然存在比が異なること，生成・分解・物理的な移動により一定方向に安定同位

体自然存在比が変化することを利用して，窒素汚染源や汚染物質の動態をこれまでよりも詳細に明らか

にすることができる。

同位体効果には平衡における同位体効果と動的な同位体効果がある。平衡における同位体効果は，２つの

化合物が平衡状態にあるときに同位体分別が生じる現象を指し，動的な同位体効果は，化学反応が起こ

る際に同位体分別が生じる現象を指す。これらの効果によって安定同位体の自然存在比の変動が生じる。

生態系に存在する様々な窒素化合物のδ15N値および硝酸に含まれる酸素原子のδ18O値は，起源とする

物質の同位体比と同位体効果によって固有の値をとる。

窒素の安定同位体自然存在比は，δ15N 値(単位：‰(パーミル))で表示する。

δ15N (‰)＝(R-Rre)/ Rre × 1000 (‰) (1)
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5) 硝化細菌によって生成されたNO3の３つの酸素原子のうち，２原子は水由来で，残りの１原子は酸素由

来となる。よって，植物体や家畜ふん尿，下水，土壌等の有機態窒素やアンモニア態窒素を起源とする

硝酸態窒素は，硝化が起こった場所の水および酸素のδ18O値を反映し，通常は-5から15程度の値をと

る。

6) 化学肥料に含まれる硝酸中の酸素原子は大気中の酸素を起源とするので，大気中の酸素の同位体比(δ18O

値 = +23.50‰)に近い値をとる。

2.3.2 同位体分別

V-2 窒素および酸素安定同位体自然存在比を用いた窒素動態解析法

図１　様々な窒素化合物がとりうるδ15N値およびδ18O値の範囲5）アンモニア態窒素および有機態
窒素のδ18O値は硝化によって生成されたときのNO3のδ18O値を示す。

同位体分別が起こる場合，その度合いは同位体分別係数(α) または同位体濃縮係数(ε)で表される。

αS-P＝RS/RP (2)

ε＝(1-α)×1000 (3)

ここで，RSとRPはそれぞれ生成物質と基質の安定同位体比（15N/14N）である。

(1)式より

δ15NS(‰)＝(RS-Rre)/ Rre × 1000 (‰) (4)

δ15NP(‰)＝(RP-Rre)/ Rre × 1000 (‰) (5)

αは一般に1に近い数値をとるので，次のように表すことができる。

lnαS-P＝ln(1-ε/1000)≒-ε/1000 (6)

また(4),(5)式から，次の近似式が成り立つ。

-1000lnαS-P≒ε≒δ15NP-δ15NS (7)
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〔解説〕

一般に，質量の軽い分子ほど反応しやすいため，生成物の同位体比は基質のものよりも軽くなる，つまり

α＞1となり，εは負の値を示す。ただし，反応が完全に行われると，生成物と初めの基質の同位体比は等

しくなる。

また，基質の量が十分多く，大きなリザーバであるとみなせる場合，反応が起こっても，基質の同位体比

の変化は無視できるほどわずかとなり，生成物の同位体比も事実上一定となる。

2.3.3 脱窒などの反応が起こった場合の同位体比の変動

〔解説〕

1) 一般に反応が起こるにしたがって基質の濃度は減少し，同位体

比は上昇する。この場合の濃度変動は(9)式に従う(図2)。

2) 複数の元素によって構成されている場合，それぞれの元素につ

いてのεから濃度と同位体比が求められる。NO3の場合，

δ15Ns＝δ15Nso + εNln(C/Co) (10)

δ18Os＝δ18Oso + εOln(C/Co) (11)

これらをln(C/Co)についてまとめると，

δ18Os＝δ18Oso + (δ15Ns-δ15Nso)εO/εN (12)

つまり，δ15N値とδ18O値の関係は傾きがεO/εNの直線関係で

表される(図3)。NO3の場合は傾きがおよそ0.5であり，N2Oの場

合はおよそ2となることが実験的に求められている。

2.3.4 混合による場合の同位体比の変動

同位体比の異なる化合物が混合することによっても濃度と同位体比の関係は変化する。この過程は

Cs=rCa+(1-r)Cb (13)

(14)

と表すことができる。ここで，Cは濃度，rは混合比，添字a,bは混合する二つの溶液を示し，添字sは混合

後の溶液を示す。

2.3.5 δ15N値およびδ18O値を用いた硝酸態窒素の負荷源解析

〔解説〕

1) 安定同位体自然存在比の変動には動的なものと混合によるものがある。どちらか一方の効果が無視でき

δs = 
rδaCa+(1-r)δbCb

Cs�

図２　硝酸の混合過程と脱窒過程におけ
る濃度-δ15N値プロットの相違
（ε＝-5.3とする）

脱窒などの反応が起こる場合，濃度と同位体比の関係は反応が起こる条件によって決まる固有の同位

体濃縮係数(ε)によって決定される。すなわち，

δs＝δso +εln(C/Co) (8)

ここで，δsとδsoはそれぞれ試料と測定開始時の試料の安定同位体比であり，CとCoはそれぞれ試料

と測定開始時の試料の濃度である。ここで，δso - εlnCoの値を定数aとすると，

δs＝a+εlnC (9)

とすることができる。

酸素および窒素安定同位体自然存在比を用いることで，硝酸態窒素の負荷源を解析することができる。
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る条件ではδ15N値のみでの負荷源の解析が可能であるが，

両方の効果が併存しうる場合は，δ18O値とδ15N値の関係，

物質収支，NO3濃度などを調べる必要がある。

2) たとえば，化学肥料と家畜ふん尿の流入がある河川水で

NO3濃度1.5mg L-1,その硝酸のδ15N値13.5‰が得られたと

する。このNO3の由来には，低いδ15N値(0‰)・低い濃度

(0.5 mg L-1)の化学肥料由来のNO3と，高いδ15N値(20

‰)・高い濃度(20 mg L-1)の家畜ふん尿由来のNO3との混合

の可能性と，低いδ15N値(0‰)・高い濃度(20 mg L-1)の化

学肥料由来のNO3が脱窒された可能性が考えられる。この

場合はδ18O値によって混合か脱窒かを求めることができ

る。すなわち，δ18O値が高ければ(27‰)，化学肥料由来の

NO3が脱窒されたものであるとみなすことができるし，逆

にδ18O値が低ければ(6.5‰)，化学肥料由来のNO3と家畜ふん尿由来のNO3との混合であるとみなすこと

ができる(図3)。また，δ15N値とNO3濃度の分布をとり，その分布と脱窒/混合過程による変化とを比較

することによっても，どちらが支配的なのかを明らかにすることができる(図2)。脱窒の場合は，その分

布が濃度の対数と直線関係があり，混合の場合は濃度の逆数と直線関係がある。

2.3.6 δ15N値およびδ18O値を用いた亜酸化窒素の負荷源解析

〔解説〕

1) N2Oはその生成/分解過程の違いから，同位体濃縮係数εが異なることが実験的にわかっている。通常，

アンモニア酸化系で生成されるN2OのεN(NH3→N2O)は-68から-60‰と大きな分別が起きる一方で，脱

窒菌で生成されるN2OのεN(NO2-→N2O)は-20から-30‰で，通常の脱窒系ではN2まで還元され，ε

N(N2O→N2)が-21‰となり濃縮の効果が相殺されるので，見かけ上N2OのεN(NO2-→N2O)は小さくな

ると予想される。

2) 脱窒によってN2Oの分解が起こった場合，動的な同位体効果によってδ15N値およびδ18O値は上昇する。

その変化量はδ15N：δ18O ≒ 1:2 となる。

3) 溶存態の亜酸化窒素の安定同位体自然存在比を分析する際には，揮散などによる同位体分別を避けるた

め，大気との接触が最小限になるよう注意して試料を採取する必要がある。井戸の試料を採取する際は

いったん排水し，再びたまった水をできるだけ速やかにバイアル瓶等にできるだけいっぱいになるよう

採取し，ブチルゴム栓で栓をする。また，採取した試料は微生物等による亜酸化窒素の生成・分解がお

こらないよう試料採取当日のうちに速やかに滅菌する，あるいは冷凍するなどの処置を行うのが望まし

い。滅菌する場合は，オートクレーブ等の加熱滅菌は容器内の圧力が変化するので避け，殺菌剤による

滅菌を行うのが望ましい。殺菌剤としては，5％ヒビテン液（グルコン酸クロルヘキシジン）がよく使わ

れる。ヒビテンは添加後の濃度が0．5％程度になるよう加える。メタノール等の揮発性の高い殺菌剤は

ガスクロによる分離に影響を及ぼす可能性があるので使用しない。冷凍する場合は，あらかじめバイア

ル瓶を窒素やヘリウムなどで置換しておき，バイアル瓶が破裂しないよう8分目くらいまでシリンジで注

入する。

V-2 窒素および酸素安定同位体自然存在比を用いた窒素動態解析法

図３　硝酸の動的な同位体効果による同位体
比の変動（矢印）と混合による同位体
比の変動（点線）

酸素および窒素安定同位体自然存在比を用いることで，亜酸化窒素の負荷源およびその動態を解析す

ることができる。
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2.3.7 亜酸化窒素の負荷源解析例

1) 茨城県内の台地畑（厚層黒ボク土，畑地では主に化学肥料を施用し，また近傍の養豚農家では1999年頃

まで素堀りにより家畜ふん尿を廃棄していた）を流下する浅層地下水中のN2Oのδ15N値は高水位期にお

いて-20‰程度であり，全窒素（TN）のδ15N値よりもかなり低い。これは高水位期のN2Oは主に硝酸化

成の過程で生成していることを示している（図4）。

2) N2Oのδ15N値とδ18O値の変動（図4）の要因としては，2種類のN2Oの混合，あるいは脱窒等による

N2OのN2への還元が考えられる。この観測井戸におけるδ15N値とδ18O値の変化量はおよそ1:1であり，

一般の脱窒過程における変化量（δ15N：δ18O ≒ 1:2）と異なる（図5）。これは,この観測井戸における

N2Oのδ15N値とδ18O値の変化が脱窒によるものではなく，地下浸透した肥料成分由来の「軽い（安定

同位体比の低い）」N2Oと水平移動した家畜ふん尿由来の「重い（安定同位体比の高い）」N2Oとの混合

比が変わったことによるものである。
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在比の利用：1994年以降の研究の展開,土肥誌,73,331-342

2) 山本洋司ら(1995)：宮古島の地下水中の硝酸態窒素濃度とδ15N値,土肥誌,66,18-26

3) Silva, S.R., et al.(2000)：A new method for collection of nitrate from fresh water and the

analysis of nitrogen and oxygen isotope ratios, J. Hydrol., 228, 22-36

4) Tanaka, N., et al.(1995)：High precision mass spectrometric analysis of isotopic abundance

ratios in nitrous oxide by injection of N2O, Int. J. Mass Spectrom. Ion Proc., 142, 163-175

5) Kendall, C.(1998)：Tracing nitrogen sources and cycling in catchments, In : Kendall, c. and
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δ15N TN�
δ15N N2O�
δ18O N2O

図４　茨城県の台地畑における地下水位と安定
同位体比の関係

図４　茨城県の台地畑における地下水位と安定
同位体比の関係
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3.1 キャピラリーライシメータ法

〔解説〕

１）粒径0.2～2 mmの砂質土壌では，キャピラリーライシメータの壁の高さが10 cmではほとんど採水で

きなかったが，壁の高さを15 cm以上にすると浸透水はほぼ定量的に採取できた（図１）。砂質土では，

粒径分布により集水効率が変わるので，安全をみこし壁の高さ30 cmを適切とした。

２）黒ボク土について，人工降雨装置を用いて集水効率を調査したところ，壁の高さ15 cmのキャピラリ

ーライシメータの集水効率は40%前後であった。

３）鹿児島県農業試験場大隅支場のカンショ－キャベツ作付体系下の畑圃場（厚層多腐植質黒ボク土）に，

壁の高さ40 cmのキャピラリーライシメータを埋設し，各試験区の浸透水の連続調査を実施したとこ

ろ，総降水量1,863 mmに対し，734.4～1,025.5 mmの浸透水を採取することができた（表１）。これ

までの調査結果を勘案すると，黒ボク土では側壁の高さを50～60 cmにすることが適切である。

3.1.1. 普及型キャピラリーライシメータ（COMH-9型）

畑地からの硝酸態窒素溶脱量をモニタリングするため，縦30 cm，横60 cm，壁の高さ60 cm，浸透水

貯留タンクを含めた全体の高さは80 cm，材質はステンレス製（図２）の角形キャピラリーライシメータを

製作した。採水面積は，作物の栽培密度や圃場表面の凸凹と不均一性などを考慮したものである。

〔留意点〕

１）バケット内への土壌の充填は，元の土壌の硬度となるよう山中式硬度計を用いて計りながら充填してい

るが，土壌の種類や埋設時の水分含量等により充填

状態が微妙に異なり，同一圃場に埋設した角形キャ

ピラリーライシメータ間でも，浸透水の採取量が数

倍程異なることもあった。

２）上記要因には，ライシメータの埋設方法の他，地表

面の傾斜や凸凹，圃場の不均一性などが関係してい

と考えられるので，今後，各ライシメータの埋設方

法とデータの解析方法等についても，さらに検討す

る必要がある。

Ⅴ-3 埋設型ライシメータ法およびモノリスライシメータ法

第Ⅴ章　負荷物質の動態調査法

土壌中を降下する浸透水を，現場で直接採取して溶脱負荷量を把握するために，様々な簡易ライシメ

ータ法が工夫されている。しかし，それぞれに長短があり，単独で窒素・リンの溶脱量を正しくモニタ

リングできる完全な方法は開発されていない。浸透負荷量の高精度評価には，簡易ライシメータ法の改

良を図るとともに，フラックス法や水収支法等との組み合わせが必要である。ここでは，埋設型ライシ

メータとして，キャピラリーライシメータ法およびテンションキャピラリーライシメータ法について説

明する。また，不攪乱土壌を用いる手法として，モノリスライシメータ法を紹介する。

キャピラリーライシメータは，キャピラリーシートを底部に敷き，その一部を数センチ垂れ下げるこ

とにより，底部の土壌水分吸引圧を若干負圧にすると共に，側壁を高めることにより，水の側方移動を

抑えて集水効率を高める装置である。但し，装置埋設の際に，ライシメータ内外の土壌を攪乱する問題

がある。

図１　円筒型ライシメーターの壁の高さと集水効率
の関係（砂礫土壌）
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3.1.2. テンションキャピラリーライシメータ法

壁の高さ15 cmのテンションキャピラリーバケットの底面

（径29.8 cm円筒形）に直径9.8 cmのポーラスプレートを４

枚装着し，所定の吸引圧で浸透水を連続採水できる機能とマ

クロポアを移動する重力水を同時に採水できる機能を有する

ライシメータを開発した（写真１参照）。

〔留意点〕

１）テンションキャピラリーライシメータTOMH-1型： 浸

透水採取装置と土壌水分計から成る採水・計測部，真空

ポンプ，データロガー等から成る吸引圧制御・記録部お

よび両部を接続している採水管，吸引管等で構成され，

採水面と同一深さに埋設した水分計のマトリックポテン

シャルの変動に応じて，吸引圧を変化させながら土壌浸透水を連続採水できる機能を有す。

２）テンションキャピラリーライシメータ TOMH-2型： テンションキャピラリーバケット，テンションタ

Ⅴ-3 埋設型ライシメータ法およびモノリスライシメータ法

写真１　テンションキャピラリーライシメータ
の浸透水採取装置

表１　キャピラリーライシメーター（COMH-3型）による硝酸態窒素溶脱量の調査結果
（鹿児島農試・黒ボク土）

図２　普及型キャピラリーライシメータ（大起理化製COMH-9型）の埋設模式図
（縦30 cm, 横60 cm, 高さ80 cm, 壁高60 cm, 材質SUS304）
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ンクおよび浸透水貯留タンク等からなる浸透水採取装置（写真１），真空ポンプ，圧力センサ等からな

る一定吸引圧制御部および両部を接続している採水管，吸引管等で構成され，所定の吸引圧で浸透水を

連続採水できる機能を有す。

3.1.3. テンションキャピラリーライシメータを用いた浸透水のモニタリング

１）テンションキャピラリーライシメータTOMH-1型１基とTOMH-2型３基を日本農業研究所畑圃場（茨

城県つくば市，表層腐植質黒ボク土）に，テンションキャピラリーバケットの上端が土壌表面から30

cmの深さになるよう埋設し，前者では深さ45 cmに埋設した土壌水分計と同一の吸引圧，後者では30

cmH2O，63 cmH2Oおよび100 cmH2Oの一定吸引圧で浸透水の連続採水を行った。

２）豪雨時の下層土（深さ45 cm）のマトリックポテンシャルの変化

積算降水量が64 mmに達した時点で，深さ45 cmの土壌のマトリックポテンシャルは急激に上昇し，

最高値が-17 cmH2Oに達したが，降雨強度の低下とともにマトリックポテンシャルは再び低下し，降

雨停止９時間後には，-59.5 cmH2Oとなった（図３）。黒ボク土では，積算降水量が70～80 mmを超

えないとキャピラリーライシメータでまとまった採水ができなかったが，本調査結果は，このキャピラ

リーライシメータの採水結果ともよく一致した。

３）調査期間中の総降水量1,185.5 mmに対し，吸引圧30 cmH2O，63 cmH2Oおよび100 cmH2Oの各テ

ンションキャピラリーライシメータの浸透水採取量は，それぞれ52.8 mm，259.8 mm，429.7 mmと

なり，吸引圧が高くなるほど多くなった（表２）。蒸発量の調査結果と既往の各作物の蒸発散量1), 2)をも

とに調査期間中の総蒸発散量を788 mmとすると，吸引圧63 cmH2Oのテンションキャピラリーライ

シメータでは，浸透水量の60～70％が採取できることが示唆された。

図３　豪雨時の深さ45 cmの土壌マトリックポテンシャルの変化
（日本農業研究所・黒ボク土，総降水量：192mm）
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3.1.4. 簡易ライシメータの特徴と設置時の注意事項など

１）様々な孔隙を持つ畑圃場で，各孔隙内を下降移動している浸透水を100％回収することは，不可能であ

る。このため，それぞれのライシメ－タで，実際に下降移動している浸透水の何％が採取できるかをあ

わせて調査する必要がある。

２）キャピラリーライシメータまたは浸透水採取装置を畑地作土下（深さ30～50 cm）に埋設し，採水管，

吸引管および大気連通管は，深さ40～50 cmに埋設して圃場外に持ち出し，圃場外に設置した吸引圧

制御・記録部に接続すれば，圃場内での機械作業の障害を避けることが出来る。

３）台風等の豪雨時（降水量150 mm以上）を除けば，月１～２回の調査頻度で，肥料成分や農薬等の溶

脱量を長期間連続的に調査することができる。

４）従来のポーラスカップとテイシオメータを組み合わせた測定方法に比べ，メンテナンスが容易で，肥料

成分等の溶脱量を簡易にモニタリングできる。

５）キャピラリーライシメータまたは浸透水採取装置は，不攪乱状態で下層土に埋設することができず，層

位別に土壌をわけて，できるだけ元の状態に埋め戻しても，攪乱の影響が残る可能性がある。

６）テンションキャピラリーライシメータには，高性能な真空ポンプと圧力センサー等が必要なため，１基

あたりの設置費が高くなる。

７）地表面下1 m以内に不透水層がある圃場や地下水位が地表面下1 m以内の圃場に，これらの簡易ライシ

メータを埋設すると，土壌水の浸透パターンが変化して，硝酸態窒素等の正確な溶脱量を把握できない

ことがある。

８）ここに記載したキャピラリーライシメータとテンションキャピラリーライシメータは，農業研究センタ

ー水質保全研究室と大起理化工業株式会社が共同で開発したものであり，「肥料成分・環境汚染物質等

の溶脱量高精度簡易計測装置」として，特許登録されている3), 4）。

尾崎　保夫（秋田県立大学）

Ⅴ-3 埋設型ライシメータ法およびモノリスライシメータ法

表２　テンションキャピラリーライシメーターの吸引圧と浸透水採取量の関係
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3.2. モノリスライシメータ法

〔解説〕

ここで紹介する土壌モノリス採取装置はスウェーデン農科大学で開発された手法５)を改良したものである。

モノリスライシメータ法はスウェーデンやオランダなど欧州を中心に溶脱試験に用いられている。

3.2.1. 土壌モノリス採取装置の概要

土壌モノリス採取装置は，トラクターの油圧システムを

動力源とする二重管構造を持ち，リフト部，回転動力部，

押し込み・持ち上げの上下動力部からなる（図４，写真２）。

回転動力部を通して土壌切り込み刃のついたドリル管を回

転させると同時に，上下動力部で押し込み圧を調整するこ

とにより，土壌タイプ毎に最適の速度で土壌モノリスを採

取できる。装置全体の搬送および土壌モノリスサンプル管

の装着時に利用するリフト部は，トラクターの３点リンク

に装着してPTOから動力を得る仕様であり，どのメーカー

のトラクターでも本装置は取り付けが可能である。なお，

回転動力部と上下動力部にはトラクターに付属の2系統の

油圧システムを利用する。

モノリスライシメータとは，土壌層位や構造を乱さない状態で，畑地に施用した肥料成分等の溶脱を

モニタリングできる装置である。専用の土壌モノリス採取装置4)により，直径30 cm深度1 mまでの任意

の長さの不攪乱土壌を採取することができる。圃場から採取した土壌モノリスを地下観測施設に設置す

ることで，圃場に近い環境条件下で肥料成分等の溶脱量を連続的に計測できる。プレファレンシャルフ

ロー（バイパス流などの不均一な土壌浸透水流の総称）が生じやすい土壌では特に重要な手法である。

図４　土壌モノリス採取装置の概略
(1)土壌切り込み刃，(2)ドリル管，(3)土壌モノリスサンプル管（VP300），(4)回転ギアボッ
クス，(5)押し込みロッド，(6)PTO接続リフト，(7)浮上防止ロック

写真２　土壌モノリスの採取状況
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[留意点]

１）本装置ではVP300（内径28.6 cm）の塩ビ管に，長さ100 cmまで任意の長さの土壌モノリスを採取で

きる。

２）100 cm長の土壌モノリスの採取には，黒ボク土で約20分，赤色土で約90分，砂丘未熟土で約2分を

要する。

３）Massey Ferguson 3060（79馬力）に接続した場合，回転モーメントは30 rpmで最大4.6 kN m，押

し込み荷重は最大34 kN，持ち上げ荷重は最大23 kNである。

４）装置運搬時の高さは約2.4 mであり，トラック等で公道を搬送できる。

５）低粘性土壌では，採取土壌モノリスを地表に引き上げる際に土壌の一部が落下する可能性があり，その

場合は土壌コア下端に土壌サンプル落下防止ツールを取り付ける必要がある。

3.2.2. 不攪乱土壌の採取

１）土壌モノリス採取装置を任意のサンプリング地点まで輸送する（図５－１）。

２）本装置をトラクターの３点リンクに接続する。

３）上下動力部を上昇させて，土壌サンプリング管を取り付ける（図５－２）。

４）本装置リフト部により，さらに上昇させて，土壌サンプリング管を内包する形でドリル管を取り付ける

（図５－３）。

５）サンプリング管を内包したドリル管下端を地表面に置き，リフト部を操作して装置全体を水平にする。

６）外側のドリル管のみを回転させながら，上下動力部で任意の深さまでドリル管で掘削する（図５－４）。

７）任意の深さに到達したら，サンプリング管とドリル管を同時に約１回転させて，土壌サンプル下端をそ

れ以深の土壌から切断する。

８）サンプリング管，ドリル管を同時に地表に引き上げる。なお，先述のように，低粘性土壌の場合，サン

プルを引き上げる前に，土壌サンプル落下防止ツールを用いる。

９）４）までの逆順に，ドリル管およびサンプリング管を取り外す。
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図５　土壌モノリス採取装置の運転手順
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3.2.3. モノリスライシメータ観測施設

圃場に近い環境条件で溶脱量を計測す

るためには，次に示すようなモノリスラ

イシメータ観測施設（図６，写真３）に

土壌モノリスを設置することが望まし

く，土壌モノリスから溶脱した浸透水を

地下に貯留することで水試料のサンプリ

ング作業が効率化できる。また，土壌モ

ノリス下端は，溶脱浸透水が貯留タンク

にスムーズに導入されるように砂利と支

持台で置き換える。

１）土壌モノリスの下端6 cmのうち上

3 cmを砂利（粒径：5-10 mm, 約

３kg）で置き換え，その下にステ

ンレス製のパンチ板を加工した支持

台（高さ：3 cm）を装着する。土

壌と砂利の境界には，土壌の流亡を

防ぐために，ナイロンメッシュ（ナ

イロン66; 200メッシュ）等を敷く。

２）モノリスライシメータ観測施設（図

６，写真３）は，土壌モノリスを地

表面下に収納するための有底塩ビ管

VU350（内径34.8 cm）と浸透水

をサンプリングするための地下室か

ら構成される。土壌モノリスから溶

脱した浸透水は，塩ビパイプVP30

（内径3.1 cm）を通して地下室に設置した貯留タンク（ポリエチレン，20 L）に貯留し，定期的に秤

量・採水して，肥料成分等の分析に供する。

３）以上のシステムによって，本モノリスライシメータに作物を栽培しながら，窒素など肥料成分の実態に

即した溶脱量を計測することが可能となる。また，モノリスの周辺土壌も同様の肥培管理を行うことで，

圃場に近い日射条件が得られる。

４）本モノリスライシメータ法は土壌の透水性試験，作物栽培試験，根圏環境試験などにも応用できる。

前田守弘（中央農業総合研究センター）

図６　土壌モノリス採取装置の運転手順

写真３　モノリスライシメータ観測施設の概要 第
Ⅴ
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Ⅴ-5 暗渠流出する懸濁物質およびリンの測定法
5.1. はじめに

〔解説〕

リンは土壌に強く吸着されるため，鉛直浸透流出しにくいとされてきたが，土壌粒子自体が土層内を移動

すれば，それらに吸着されたまま懸濁態として輸送されうる。このような現象は“コロイド担体輸送

（colloid-facilitated transport）”と呼ばれ，環境中での難溶性物質の動態に大きな影響を及ぼす場合のある

ことが広く認識されるようになっている。

5.2. 暗渠流出流量および表面流出流量の測定

〔解説〕

暗渠流出の測定に用いる電磁流量計には測定流路内に羽根車などの可動部がないため，水流に対する抵抗

は同じ径のパイプと変わらない。また，電磁流量計には排水路の水位が上昇し，測器が水没しても測定できる

利点がある。一定流出水量ごとにパルスを出力する機種を用いる場合は，パルス打刻時刻をデータロガに記

録し，その時刻までの積算流出水量を求めるとともに，打刻の間隔からその時刻での暗渠流出流量に換算する。

多くの電磁流量計では，測定流路が常に水で満たされている必要がある。このため，写真１のように，測

定流路内を常に満水を保ち，かつ排水の抵抗にならないように電磁流量計および排水口を設置する。

圃場からのリンの流出実態を明らかにするには，表面流出についても調査する必要がある。表面流出流量

は降雨条件によって大きく変動するため，広い範囲にわたる流量を比較的精度よく測定できる三角堰を用い

て測定する（写真２）。三角堰に水位計を設置し，水位を５～10分間隔で記録する。これとあらかじめ作成

した水位－流量曲線から流量を求める。さらに，これに測定の時間間隔を掛け，流出水量に換算する。測定

にあたっては，三角堰のV型の切り込み部にごみが溜まることによって水位が変化しないように，こまめに

点検する。

暗渠流出流量は電磁流量計を用いて流出水量を測定し，流量（mm h-1）に換算する。表面流出流量は

三角堰で測定する。

写真１暗渠流出水量測定用の電磁流量計と流出水採取
用チューブ

写真２表面流出流量測定用の三角堰

リンは鉛直浸透流出しにくく，表面流出が主な流出経路であるとされてきた。しかし，暗渠から懸濁

態として流出する場合のあることが指摘されている。特に，下層に亀裂が発達した粘土質転換畑では，

亀裂を通じた懸濁態リンの暗渠への流出が懸念される。ここでは，暗渠流出する懸濁物質およびリンの

測定法を解説する。

第Ⅴ章　負荷物質の動態調査法
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5.3. 暗渠流出水および表面流出水の採取

〔解説〕

懸濁物質およびリンの流出負荷量の算定には，流量の高い時期における流出実態の把握が重要となる。暗

渠流出水の採取は通常は流量計下流の排水口で行うが，大雨時には排水路の水位が上昇して排水口が水没し，

採水できなくなることがある。このため，流路の途中に採水用のチューブを取り付け，ポンプを用いて採水

できるようにする。この際，チューブの分岐は，なるべく暗渠管の出口に近い箇所に設ける（写真１）。採

水の際は，チューブ内を新鮮な流出水で十分置換してから採取する。また，雨が強くなったときには，上記

の採水間隔の目安にとらわれずに試料を採取する。

暗渠流出の初期には，暗渠管内に蓄積していた土壌粒子や酸化鉄などの沈殿が大量に流出することがあり，

懸濁物質およびリンの流出量の算定に大きな影響を及ぼす可能性がある。このため，降雨が始まったら頻繁

に暗渠排水口を点検し，流出開始直後の水を逃さないようにする。

表面流出水は，三角堰の切り込みから流出する水を採取する（写真２）。三角堰内に採取容器を直接入れ

ると，堰内の水位が変化するため，流量の測定誤差の原因となる。採取は暗渠流出水の採取と同時に行う。

後に述べる懸濁物質濃度およびリン濃度の測定のみが目的ならば，暗渠流出水および表面流出水のいずれ

も１回につき500 mLを採水すればよい。

5.4. 懸濁物質濃度およびリン濃度の測定

〔解説〕

ここでは，原液から懸濁物質をできるだけ除去するために，孔径0.1 µmのメンブレンフィルタを用いた。

今回用いたような孔径の小さなメンブレンフィルタは目詰まりしやすいため，あらかじめ，ろ過に供する原

液を遠心分離し，粗い懸濁物質を除いておく。溶存態の蒸発乾固物濃度およびリン濃度の測定には，ろ液は

200 mLあれば十分である。

懸濁物質濃度の測定：原液およびろ液の30 mLを，あらかじめ恒量にした蒸発皿に正確に量り取り，ホッ

トプレート上で水分を蒸発させた後，105℃で24時間乾燥し，蒸発乾固物の重量を測定する。原液とろ液

との蒸発乾固物濃度の差から懸濁物質濃度を求める。このとき，天秤は0.1 mg単位まで測定できるものを

用い，蒸発乾固物が10 mg以上になるように量り取る試料の量を調整する。

懸濁態リン濃度の測定：原液とろ液の全リン濃度をペルオキソ二硫酸カリウム分解－アスコルビン酸還元

モリブデン青法でそれぞれ測定し，原液の全リン濃度からろ液の全リン濃度を差し引き，懸濁態リン濃度を

求める。また，ろ液の全リン濃度を溶存態リン濃度とする。全リン濃度の測定方法の詳細については，例え

ばJIS K0101 工業用水試験方法などの成書を参照されたい。

暗渠流出水および表面流出水中の懸濁物質およびリンの流出特性が把握できるような間隔で採水する。

特に流出初期や降雨強度が大きいときには採水間隔を短くする。例えば，一降雨イベントにおいて，流出

開始直後は30分～１時間，その後は２～３時間，降雨終了後の流出末期は半日程度の間隔で採水する。

採水時には採取容器内に空気が残らないように注意する。試料は直ちに冷蔵し，速やかに分析に供する。

メンブレンフィルタ（孔径0.1 µm）を用いて，流出水（原液）の一部をろ過し，溶存態のみを含む

“ろ液”を調製する。このろ液と原液のそれぞれについて蒸発乾固物濃度，全リン濃度を測定し，差し引

きから懸濁物質濃度と懸濁態リン濃度を求める。

懸濁物質濃度（g L-1） ＝　原液の蒸発乾固物濃度 － ろ液の蒸発乾固物濃度

懸濁態リン濃度（mg-P L-1） ＝　原液の全リン濃度 － ろ液の全リン濃度

Ⅴ-5 暗渠流出する懸濁物質およびリンの測定法
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5.5. 懸濁物質およびリンの流出負荷量の算出

〔解説〕

流出水量の測定値よりも濃度の測定値の方がデータの間隔が広いので，濃度データを補間する必要がある。

ここでは，各採水時点の濃度を直線で結び補間した。

作付け期間を通じた積算流出負荷量を求める場合は，期間中のすべての降雨について流出負荷量を算出し，

それを足し合わせる方法が望ましいが，すべての降雨イベントで流出水を採取するのは難しい。そのため，

以下の測定例における流出負荷量の計算では，採水を行った降雨イベントに対する合計流出負荷量から，暗

渠流出水および表面流出水中の懸濁物質濃度，懸濁態リン濃度および溶存態リン濃度の平均を求め，それら

に作付け期間中の合計流出流量を掛けることにより作付け期間の合計流出負荷量を算出した。

5.6. 懸濁物質およびリンの暗渠流出の測定例

5.6.1. 一降雨イベントにおける暗渠流出流量，表面流出流量とリン濃度の変化

暗渠流出流量と表面流出流量は，いずれも降雨強度の変化に迅速に応答した。暗渠流出は表面流出に比べ

て流量は低いが，降雨終了後も長時間にわたって流出が継続した。流出水中の全リン濃度は流出初期に高く，

その後，流量の低下に伴い徐々に減少する傾向があった（図１）。懸濁物質濃度も全リンと同じような変化

を示した。

一定時間（５～30分）に区切って，暗渠流出流量および表面流出流量に懸濁物質濃度，懸濁態リン濃

度および溶存態リン濃度を掛け，それを積算することにより，降雨イベントごとの懸濁物質およびリン

の流出負荷量を算出する。

中央農研北陸研究センターの転換畑圃場（1996年に畑転換，大豆作付け，施肥量12 kg-P ha-1）におい

て，2004年に行った測定の結果を示す。同圃場は細粒質斑鉄型グライ低地土に分類される粘土質の土壌

であり，耕盤層と下層土には亀裂が発達している。圃場には暗渠が深さ65 cmに５m間隔で施工されて

おり，圃場の周囲には深さ30～50 cmの排水溝が設けられている。

 

 

図１一降雨イベントにおける暗渠流出流量，表面流出流量と全リン濃度の変化
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5.6.2. リンの流出形態と流出負荷量

暗渠流出水中の全リン濃度は最高1.3 mg-P L-1に達した。全リン濃度が0.2 mg-P L-1を超える暗渠流出水

について見ると，リンの80%以上が懸濁態として存在した（図２）。

2004年の作付け期間を通じたリンの暗渠流出量0.57 kg-P ha-1は（うち懸濁態は0.51 kg-P ha-1で約９割）

であり，リンの表面流出量0.27 kg-P ha-1（うち懸濁態は0.21 kg-P ha-1）を大きく上回った（図３）。これ

らのことは，亀裂の発達した粘土質転換畑では，懸濁態での暗渠流出がリンの主要な流出経路となりうるこ

とを示す。

参考文献

鈴木克拓ら（2005）：亀裂の発達した転換畑における懸濁物質およびリンの暗渠流出，土肥誌，76，43～47

日本工業標準調査会（1998）：工業用水試験方法 JIS K 0101，p. 181～188，日本規格協会，東京

鈴木克拓（農業環境技術研究所），足立一日出，関口哲生（中央農業総合研究センター）

 
 

図２暗渠流出水・表面流出水の全リン濃度および懸濁
態リンの占める割合

図３作付け期間（2004/5/16～10/19）を通じた粘土質
転換畑圃場からのリンの流出量
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Ⅴ-6 環境における農薬調査法
6.1 農業水域における農薬調査法

〔解説〕

１）現在，日本では500種類以上の農薬が登録されている。一つの病害虫に対して複数の農薬が使用可能で

ある。このため，農薬使用者は環境影響を考慮した農薬の選択が肝要である。

２）水田は水を介して河川につながっているので，水田での薬剤散布後の水管理は数日～１週間は掛け流し

灌漑を行わないことが大切である。

３）数理モデルにより農薬の環境濃度を予測し，農薬の生態毒性値との比較からリスクを評価する方法が開

発されているのでこれらを用いたリスク管理が有用である。

6.1.1 田面水の採取

〔解説〕

１）採水に際しては粗大有機物や土壌粒子が入らないよう静かに行う。

２）採水は乱数表による無作為法，又はS字若しくはX字型等の系統的な方法とし，水田の端からは採水し

ない。

３）採水には大型の注射器若しくは吸引ポンプを用い，水深２～３cmの水を採取する。

４）採水容器については，分析対象とする農薬の物理化学的性状に留意する。通常試料の保管にはガラス製

容器を使用し，容器への吸着が懸念されるプラスチック製容器は使用いない。ただし，イミノクタジン

酢酸塩やパラコートなどガラス製容器への吸着性の高い農薬を分析対象とする際にはプラスチック製容

器を用いる。

５）その他田面水の採取方法に関する留意点については,独立行政法人農薬検査所のホームページ（別添農薬

の登録申請時に提出される試験成績の作成に係る指針：2-10-1水質汚濁性試験p120-122，2-11-1：模

擬水田を用いた水田水中農薬濃度測定試験p123-125，2-11-2実水田を用いた水田水中農薬濃度測定試

験p123および，局長通知別添「農薬の登録申請時に提出される試験成績の作成に係る指針」につい

て：2-10-1水質汚濁性試験p84-86，2-11-1：模擬水田を用いた水田水中農薬濃度測定試験p86-87, 実

水田を用いた水田水中農薬濃度測定試験p87-88）を参照されたい。

・別添「農薬の登録申請時に提出される試験成績の作成に係る指針」

http://www.acis.go.jp/stuchi/TG.pdf

・局長通知別添「農薬の登録申請時に提出される試験成績の作成に係る指針」について

http://www.acis.go.jp/stuchi/TG13-3986.pdf

６）田面水中の農薬の挙動についての調査例は，以下の報告書に解説されているので参考にされたい。

第Ⅴ章　環境における農薬調査法

農薬は，元来生理活性物質である。その環境中濃度が限度を超えた場合生態系に悪影響を与えるおそ

れがある。散布された農薬は主として水を介して農耕地周辺の環境中に流出する。用排水路および河川

等の水系の残留農薬濃度が生態系へ悪影響を及ぼさないような濃度や影響の少ない農薬の選定，さらに，

農薬によらない病害虫防除法の併用により農薬使用量を削減するなどの努力が肝要である。また，使用

した農薬が環境中に流出しないような水管理方法に配慮する必要がある。

田面水の採取は，農薬散布直前，直後（おおむね１～６時間後），1日後，3日後，7日後，14日後に行

う。その後は１週間間隔に行う。採水量は，１L程度とし，試料は速やかに分析に供する。採水時の田面

水のpH，水温，毎日の気象状態を観察する。
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・石井ら，2004：田面水および土壌中における水田除草剤の経時的濃度変化に基づく止水期間の検討

農業環境研究所報告第23号p．15-25（2004）

http://rms1.agsearch.agropedia.affrc.go.jp/contents/JASI/pdf/JASI/noentry/niaes23-2.pdf

・稲生，2004：水田環境における農薬の挙動予測モデルの開発と有効性の検証

農業環境研究所報告第23号p．27-76（2004）

http://rms1.agsearch.agropedia.affrc.go.jp/contents/JASI/pdf/JASI/noentry/niaes23-3.pdf

6.1.2 排水路および河川における採水

〔解説〕

１）調査地域の農薬の使用実態を農協の販売量等から把握する。

２）採水は流域の末端で行うが，他の排水路や河川の合流点での採水は避ける。

３）採水量はおおむね３L程度とする。

４）試料水のpH，当該地域の気象状態および土壌の特性などを調査する。

５）その他河川水の採取方法に関する留意点については,独立行政法人農薬検査所のホームページ（農薬の登

録申請に係る試験成績について：2-11-5河川における農薬濃度のモニタリングp128-130および，局長

通知別添「農薬の登録申請時に提出される試験成績の作成に係る指針」について2-11-5：河川におけ

る農薬濃度のモニタリングp92-94）を参照されたい。

http://www.acis.go.jp/stuchi/TG.pdf

http://www.acis.go.jp/stuchi/TG13-3986

６）排水路および河川中の農薬の挙動についての調査例は，以下の報告書に解説されているので参考にされ

たい。

・飯塚，1989：水田除草剤の水系における動態

農業環境研究所報告第6号　p.1-18（1989）

http://rms1.agsearch.agropedia.affrc.go.jp/contents/JASI/pdf/JASI/42-2608.pdf

・丸,1991：水系環境における農薬の動態に関する研究

千葉県農業試験場特別報告18号　p.1-62(1991)

http://rms1.agsearch.agropedia.affrc.go.jp/contents/JASI/pdf/PREF/48-2501.pdf

・中村，1993：農耕地の土壌・水圏における農薬の動態に関する研究

埼玉県農業試験場研究報告46号 p. 1-124 (1993)

農学情報資源システムHP：

http://rms1.agsearch.agropedia.affrc.go.jp/contents/JASI/pdf/PREF/49-1541.pdf

6.1.3 試料水の取り扱い

Ⅴ-6 環境における農薬調査法

調査する水系は幹線排水路および河川とする。採水時期は分析対象とする農薬の使用時期とする。例

えば，水田に使用する除草剤を分析対象とする場合，採水時期は該当する地域の一般的な田植え時期の

１週間前から始め，その後は定期的に水稲栽培期間が終了するまで行う。測定結果を解析するために，

当該地域における農薬の使用実態（使用量，散布時期，水稲栽培面積など）を調査する。

農耕地から農薬が河川等の水系に流出するパターンとして①散布時のドリフト，②水に溶解，③水中

に懸濁する土壌粒子に吸着，④蒸発して雨により地上に降下する場合が考えられる。河川水中での農薬

は水に溶けているものと土壌粒子等に吸着されているものがある。
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〔解説〕

１）土壌粒子が共存する場合は１ミクロンのガラス繊維濾紙で濾過をする。濾紙上の残留物は水と別に分析

するので捨てないようにする。

２）試料水を保存する場合はpHを２～３に下げる方法は有効であるが，スルホニルウレア系農薬のように

低いpHで分解しやすいものもあるので注意を要する。試料水を１日程度保存する場合は５℃以下に保

つ必要がある。さらに長期に保存する場合は－20 ℃以下で凍結させる。また，保存する場合は，事前

に保存安定性を確認しておくことが望ましい。

6.2 農薬の分析操作

〔解説〕

１）分析対象農薬の測定機器選定には以下の文献が参考になる。

・改訂４版　農薬登録保留基準ハンドブック―作物・水質残留基準と試験法―

化学工業日報社　今月の農業編集室（編）

・2002年度版　残留農薬分析法

ソフトサイエンス社　上路雅子，小林裕子，中村幸二（編）

２）ほとんどの農薬の微量分析はガスクロマトグラフあるいは高速液体クロマトグラフにより測定が可能で

ある。分析方法は抽出，濃縮，精製および測定の単位操作の組み合わせよりなる。以下に例として高速

液体クロマトグラフによる田面水中除草剤の分析手順およびガスクロマトグラフによる河川水中除草剤

の分析手順を示す。

6.2.1 操作手順

農薬は500種類以上が登録されており，個々の農薬にはそれぞれに最適な測定法がある。ここではき

るだけ多くの農薬を同時に測定する方法を例示する。

・フラスコ内の残留物を10%アセトン含有�

　ヘキサン３mLに溶かしてミニカラムに移す。�

精製�

・固相抽出カートリッジを定流量ポンプに�

　接続する。�

・カートリッジに毎分10～20mLずつで所�

　定量を通水する。�

・カートリッジを取り外し，通気してカー�

　トリッジ内の水を取り除く 。�

・注射筒を用いて酢酸エチル８mLをカート�

　リッジに注入する。�

・カートリッジから流出してくる酢酸エチ�

　ルを小型の液層分離濾紙を用いて水分を�

　除去する。�

・200 mLを300 mLの分液漏斗に取る。�

・塩化ナトリウム10gとジクロロタン50mL�

　を加える。�

・２～３分間激しく振り混ぜる。�

・分液漏斗を静置して分液させる。�

・ジクロロメタン層を液層分離濾紙を通し�

　て300mLのナス型フラスコにとる。�

・抽出操作をさらに２回繰り返す。�

・ジクロロメタン層を減圧下で濃縮乾固さ�

　せる。�

抽出�

・試料水をガラス繊維濾紙で濾過する。�・試料水をガラス繊維濾紙で濾過する。�

・試料水のpHを３以下に調節する。�

試料の前処理�

試 料� 田面水� 河川水�

対象農薬� ・モリネート，シメトリン，チオベンカル�

　ブ，プレチラクロール，メフェナセット�

　などの非イオン性農薬�

・スルホニルウレア系除草剤，ダイムロン�

　などの酸性農薬�

抽出法� 溶媒抽出� 固相抽出�
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〔解説〕

１）田面水の分析法の分液漏斗法で示した精製操作は必ずしも必要でない。

２）上記の各操作は固定されたものではないので溶媒の種類や振とう時間を変えたり，濃縮にロータリーエ

バポレーター以外の方法を用いたりなど，目的に応じて組み合わせることができる。

6.2.2 抽出操作

〔解説〕

１）分液漏斗法では大きめの分液漏斗を使用する。500 mL入りの分液漏斗を用いる場合は試料水量は300

mL以内にすると操作しやすい。

２）分液漏斗法では抽出溶媒としてジクロロメタンがよく使用される。ジクロロメタンは，比重が水より大

きく，分液した場合に下層にくるため分液操作が行いやすい溶媒であるが，ジクロロメタンは毒性上の

問題があるので最近では使用されなくなってきた。これに代わって酢酸エチルやヘキサンあるいはこれ

らの混合溶媒が用いられている。

３）分液漏斗法では試料水と抽出溶媒との分離をよくするために塩化ナトリウムを５％程度加える。さらに，

微小粒子に付着している農薬を抽出しやすくするために試料水容量の10％程度のアセトンの添加が有

効な場合がある。

４）固相抽出法のカートリッジはシルカゲルの表面に炭化水素を化学結合させたタイプ（通常C-18あるい

はODSなどの商品名で販売されている），樹脂タイプ（ポリスチレンジビニルベンゼン共重合体でPS-2

などの商品名で販売されている），活性炭，グラファイトカーボンなどが利用できる。最も一般的であ

るのはODS型，次いでPS-2などの樹脂型である。いずれもほぼ同様な使用方法である。

５）固相抽出法のカートリッジは使用に当たり前処理が必要である。前処理には溶出溶媒を使用するのが一

般的である。例えば，酢酸エチルを溶出溶媒として用いる場合，注射筒で酢酸エチル８mLをカートリ

ッジに注入する。次いで，メタノール８mLを同様に注入し，さらに水20 mLを注入してメタノール

を洗い出す。そのほか，カートリッジに添付されている説明を参考にする。

６）試料水量が少ない場合，固相抽出法では試料水をカートリッジ内に注入する時にアスピレーターを使用

すると便利である。河川水や湖水等，大量の水を処理する場合は定流量ポンプの使用が望ましい。

７）カートリッジを用いた固相抽出法については以下の文献に詳しく解説されているので参考にされたい。

・最新固相抽出法ガイドブック　　ジーエルサイエンス株式会社（監修・発行）

・酢酸エチル層を濃縮乾固し，残留物を５mL�

　のアセトンに溶解させ，ガクロマトグラ�

　フの検液をする。�

・ガスクロマトグラフ測定。�

・フラスコ内の残留物をアセトニトリル－�

　水（1:1）混液５mLに溶かして検液をする。�

・高速液体クロマトグラフ測定。�

測定�

・フラスコ内を先の溶媒３mLずつでさらに�

　２回洗浄してミニカラムに移す。�

・さらに，10%アセトン含有ヘキサン10mL�

　でカラムを溶出する。溶出液を捨てる。�

・次いで，20%アセトン含有ヘキサンに�

　0.5%酢酸を含む溶媒20 mLで溶出する。�

・溶出液を減圧下で濃縮乾固させる（酢酸�

　臭がしなくなるまで）。�

水試料から残留農薬を抽出する方法として従来から行われてきた分液漏斗法と最近開発された固相抽

出法がある。固相抽出法は使用する有機溶媒の量が少ないため，現在では最も一般的な抽出法である。
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6.2.3 精製操作

精製操作には一般にクロマトグラフィーが用いられる。試料が田面水や河川水の場合，精製操作はほとん

ど不要である。ただし，高速液体クロマトグラフでＵＶ検出器を用いて短波長で測定する場合は精製操作が

必要となる。

〔解説〕

１）精製操作はシリカゲルあるいはフロリジルを用いる吸着カラムクロマトグラフィーが有効である。最近

では１g程度の吸着剤を充填したミニカートリッジが市販されている。使用方法は従来のカラムクロマ

トグラフィーと同じである。ただ，容量が1/5程度に小さいので容量に比例して溶出溶媒量を従来法の

1/5とする。溶出溶媒の組成は従来のカラムクロマトグラフィーの経験が生かせる。例として下図にシ

リカゲルを用いたミニカラムの作成方法を示す（図１）。

２）イオン性の化合物の精製にはイオン交換樹脂カートリッジやアミノプロピル基をシリカゲルに化学結合

させたカートリッジを使用する。

３）薄層クロマトグラフィーは精製効果の大きい方法である。シリカゲル薄層は既製品が市販されている。

ただし，操作はカラムクロマトグラフィーより熟練技術が必要である。最近では環境分析で使用される

機会が少ない。

４）固相抽出法の場合は，上記の方法のほかにカートリッジを抽出溶媒の強度を何段階かに変えて抽出する。

例えば，水／アセトニトリルの混合溶媒で吸着された農薬を抽出する場合は，まず20 %アセトニトリ

ル含有水溶液10 mLでカートリッジを洗浄し，洗浄液を捨てる。次に，カートリッジを50 %アセトニ

トリル水溶液10 mLで抽出する。この条件で中極性の農薬は抽出される。最後に，80 %アセトニトリ

ル水溶液10 mLで溶出すると無極性農薬が溶出される。

【ミニカラムの作り方】

使用上の注意：順番に所定量を乾式充填し，使用直前にヘキサン10～20 mLを流下させてから

使用する。

6.2.4 測定機器の選択

図１　シリカゲルを用いたミニカラムの作成例

内径８mm，長さ300mmのガラス管�

無水硫酸ナトリウム1.5g

シリカゲル0.75g（120℃で一昼夜加熱活性化し，冷却後重量�

比で４%の水を添加して密栓して一晩以上おいたもの）�

脱脂綿�

管の下端をピペット状に絞る�

農薬の物理化学性により測定機器が異なる。測定機器としては，ほとんどの場合ガスクロマトグラフお

よび高速液体クロマトグラフが使用される。測定機器と共に検出器を選択する。選択した測定機器に応じ

た分析精製操作を選ばなければならない。また，近年では検出器として多成分同時分析が容易な質量分析

計の使用が一般的になっている。特に水試料の分析においては，試料の前処理が簡略化できるため，質量
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〔解説〕

１）ガスクロマトグラフで測定できる農薬の例（検出器として窒素・燐検出器又は質量分析計で測定できる

農薬）：現在登録されている農薬の80 %程度がガスクロマトグラフ法である。

除草剤：シマジン（CAT），ジメタメトリン，シメトリン，チオベンカルブ，トリフルラリン，ピリ

ブチカルブ，ピリミノバックメチル，ペンディメタリン，メフェナセットおよびモリネート

など

殺虫剤：イソキサチオン，ジメトエート，ダイアジノン，フェントエート（PAP），フェニトロチオ

ン（MEP），バイジット（MPP），ピリダフェンチオン，EPNおよびその他の有機リン系農

薬。カルバリル(NAC)，フェノカルブ(BPMC)，XMC，その他カーバメート系殺虫剤および

ブプロフェジン，合成ピレスロイド剤など。

殺菌剤：ピロキロン，フルトラニル，エディフェンホス（EDDP）およびイプロベンホス（IBP）など

２）高速液体クロマトグラフで測定できる農薬の例（検出器はUV検出器）：近年開発される農薬は複雑な

化学構造を持つものが多くなってきた。これらの農薬は熱安定性が劣るかあるいは気化しにくい化合物

である。さらに，最近では農薬そのもの以外にその代謝物を含めた測定が要求されることがある。多様

な化学構造の化合物の分析には高速液体クロマトグラフが適している。

除草剤：アジムスルフロン，イマゾスルフロン，ピラゾスルフロンエチル，ベンスルフロンメチルな

どのスルホニルウレア系除草剤，カフェンストロール，シハロホップブチル，ダイムロンな

どの水田用除草剤

殺虫剤：キチン合成阻害剤など尿素骨格を持つもの

殺菌剤：ペンシクロンなどの尿素骨格を持つもの，チオファネートメチルおよびベノミルなど。

３）各農薬における測定機器の選定には以下の文献に解説されているので参考にされたい。

・改訂４版　農薬登録保留基準ハンドブック―作物・水質残留基準と試験法―

化学工業日報社　今月の農業編集室（編）

・2002年度版　残留農薬分析法　

ソフトサイエンス社　上路雅子，小林裕子，中村幸二（編）

6.2.5 試料量と検出限界

〔解説〕

１）ガスクロマトグラフの検出限界は検出器と農薬よりにより異なるが，おおむね0.005～0.05ngである。

例えば，最小検出量を0.05 ng，試料水500 mLから抽出して最終的に液量を２mLとし，その１μL

をガスクロマトグラフに注入すると検出限界は0.0002 ppm（0.2 ppb）となる。

検出限界（ppm）=（0.05 ng / 1μL）×（２mL / 500 mL）

↑　　　　　　　　　↑

最終溶液中濃度（ppm） 濃縮倍率の逆数

農薬の物理化学　試料水中の農薬濃度は，水田水中で１ppmを越えることがある。河川水では短期間

10 ppbを越えることはあるが，おおむね10 ppb以下である。農薬の化学構造および測定機器により測定

感度が異なる。このため，分析に供する試料の量を予め計算で求めておくことが大切である。ガスクロ

マトグラフを利用する際の分析例を示す。

分析計付き高速体クロマトグラフの使用が有効である。ここでは，汎用性の高いガスクロマトグラフおよ

び高速体クロマトグラフを利用する際の分析例を示す。
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２）高速液体クロマトグラフではＵＶ検出器が一般に用いられている。この場合の検出限界は，測定物質の

モル吸収係数にもよるが，１～２ngである。高速液体クロマトグラフでは測定器への注入量がガスク

ロマトグラフより多く，通常10～100 μLである。例えば，採取した試料液量を500 mL，最終液量

５mL，注入量50 μL，最小検出量１ngとすると検出限界は0.2 ppbとなる。

6.2.6 測定機器の操作方法

〔解説〕

１）ガスクロマトグラフの操作法の例

カラム：５%フェニル／95 %メチル化学結合型キャピラリーカラム，内径0.25 mm，長さ30 m

（注意：内径が0.25 mmのカラムでは試料注入量は１μL程度にする。0.53 mmのカラムでは４μLの注入

が可能である）

カラム温度：初期値60 ℃で１分間保持する。その後，20 ℃/分で160 ℃まで昇温する。次いで，10

℃/分で260 ℃まで昇温し，さらに５℃/分で280 ℃まで昇温する。280 ℃を３分間保持する。

（注意：多成分同時分析ではキャピラリーカラムが不可欠であり，その場合昇温操作は欠かせない）

キャリアーガス：ヘリウム，キャリアーガス流速はカラムの径により異なる。

（注意：キャピラリーカラムを使用して昇温分析を行うと保持時間の大きなピーク幅が太くなる。これはカ

ラムの断面積が温度上昇とともに狭くなるためキャリアーガス流速が遅くなることにより引き起こされ

る。この現象を避けるためにはキャリアーガス流速を一定に保つ電子制御流量計が必要である。この装

置があればキャリアーガスの昇圧力分析が可能である。）

注入口温度：クールオン方式の場合は60 ℃前後で試料溶液に用いる溶媒の沸点よりやや高い温度，通

常方式では分離カラムの最高使用温度付近（250～280 ℃）に設定する。

検出器：FTD（NPD），FPD，MSD（質量分析計）

２）高速液体クロマトグラフの操作法の例

カラム：ODS 4.6 mm×250 ｍm，粒径５μm

移動相：流速 １mL/分

移動相溶媒A：水（りん酸酸性 pH3）-アセトニトリル（80/20）

移動相溶媒B：水（りん酸酸性 pH3）-アセトニトリル（20/80）

カラム温度：40 ℃

検出器：UV多波長検出器，測定波長210～300 nm，感度0.016～0.064 AUFS

（グラジエント溶出の例）

①初期条件，20 %Bで３分間保持（３分）

②毎分８%ずつB液を増加させ，３分間で44 %Bにする（６分）

③その後毎分２%ずつB液を増加させ，12分間で68 %Bにする（18分)

④その後毎分４%ずつB液を増加させ，８分間で100%Bにする（26分）

⑤100 %Bの状態を４分間保ち，カラムを洗浄する（30分）

⑥初期条件に戻し，20分間その状態を保つ（50分）。

(注意：逆相クロマトグラフィーで使用される有機溶媒はアセトニトリルまたはメタノールである。これは

検出器としてUV検出器を使用するためである。この両者ではメタノールよりアセトニトリルの粘性が

小さいため移動相の圧力が少なくて済む。しかし，移動相の水系溶媒中のイオンの種類と濃度によって

ガスクロマトグラフで多成分の農薬を同時に測定するためにはカラム昇温分析が不可欠である。高速

液体クロマトグラフではグラジエント溶出法を用いる。

第
Ⅴ
章



166

はメタノールでなければならない場合がある。水の粘性は大きいのでカラムは40 ℃程度の恒温に保つ

とポンプの吐出圧を減らすことができる。）

6.2.7 測定方法の評価

〔解説〕

残留農薬の測定法における目安は次のように定められている：

１）回収率：検出限界の10～50倍の濃度を添加して全操作を行った場合の回収率は70 %以上。

２）最小検出量：S/N比で３程度の信号を与える量。統計的には，試薬ブランクの測定値の平均値の95 %

信頼限界をｔ値により片側検定する方法。

３）検出限界：最小検出量，検液の体積，検液の測定器への注入量および最初に採取した試料量から計算す

る。

検出限界＝｛最小検出量（ng）／測定器への注入量（μL）｝×検液の体積（mL）／試料の重量（g）

４）定量限界：検量線の最小値から検出限界と同様に計算する。

５）その他残留農薬分析に係わる精度管理については以下の文献に解説されているので参考にされたい。

・残留農薬分析知っておきたい問答あれこれ　改訂２版　2005 日本農薬学会

6.3 調査結果の評価

〔解説〕

１）田面水中における農薬の消長は，散布する形態により異なり，大きく分けて次の３形態がある：①粉剤

や液剤を作物体に散布する場合，②粒剤を田面水に散布する場合，および③種子消毒あるいは育苗箱処

理の場合。粉剤や液剤を散布した場合，薬剤の一部が水面に落下し，田面水に溶け込んで短時間に最高

濃度に達する。粒剤散布では，農薬が製剤から溶出するのに時間がかかるので，最高濃度は1～2日遅

れて出現する。種子消毒や育苗箱処理の場合は農薬が水中へ溶出する量は少なく，①②の場合に比べて

環境への影響は少ない。

２）田面水中の農薬濃度は散布直後には１ppmを越えるものがある。最高濃度がどの程度に達するのかを

推定する場合，以下の理論最高濃度（田面水深を５cmとし，有効成分が田面水にすべて溶解したと考

えた場合の濃度）により見当を付ける。

理論最高濃度（ppm）＝10アール当たりの有効成分投下量（g）÷田面水量（50 m3）

10アール当たりの有効成分投下量は，数十グラムから100グラムを超えるものまで様々である。最近

開発された農薬では10アール当たり数ｇのものがある。これらの農薬が排水路を経由して中小河川に

流入する地点では数十ppb以下に希釈されている。大河川では水田水中濃度の1/1000以下に低下する

ので10 ppb以上の濃度で検出される農薬はほとんどない。

３）公共用水域の農薬について，我が国では人への健康被害防止の観点から環境省が環境基本法に基づいた

予め，回収率，最小検出量，検出限界，定量限界および変動係数を求める。これらの数値は測定法の

精度や感度を判断する目安である。

農耕地で使用された農薬が河川に流入することにより，飲料水源を汚染して人の健康を脅かしたり，生

態系に悪影響を及ぼしたりする可能性を判定するためには，モニタリング調査により農薬の環境中濃度

を把握することが必要である。このため，モニタリング調査は時宜を得た長期間の調査を行うことが重

要である。また，モニタリング結果を適切に評価し，その結果を踏まえた農薬の安全使用の実践が大切

である。
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「水質環境基準値」や，水質環境基準が定められていないものについて，公共用水域等で検出された場

合の安全性の目安となる指針値「水質評価指針値」を定めている。また，厚生労働省が水道法に基づく

水道原水の「水質管理目標設定項目」を定めている。これらの基準値等とモニタリング結果を比較する

ことにより，農薬による影響の有無を評価する。

４）水生生物に対する影響評価については，環境省では，水産動植物に対する毒性に係る登録保留基準につ

いて実質的な生態系の保全を視野に入れた取組を強化し，魚類，甲殻類，藻類に対する毒性値と公共用

水域における予測濃度を比較して評価する手法（図２）に改める旨の環境省告示改正が行われ，平成

17年４月から施行されている。改定の詳しい内容については，環境省水環境部HP（水産動植物に対す

る毒性に係る登録保留基準の改定について：http://www.env.go.jp/water/sui-kaitei/index.html）を

参照されたい。

５）日本における農薬の生態影響評価の在り方については，以下の報告書に詳しく解説されているので参考

にされたい。

・環境庁水質保全局（現環境省水環境部），（1998）：21世紀における我が国の農薬生態影響評価の方向

について－中間報告―

http://www.env.go.jp/water/noyaku/seitaiken01/honbun.pdf

・環境省水環境部，（2002）：農薬生態影響評価検討会第二次中間報告について―農薬生態影響評価検討

会第２次中間報告―

http://www.env.go.jp/water/noyaku/seitaiken02/honbun.pdf

6.4 田面水中農薬濃度の消長曲線

〔解説〕

１）通常，田面水中濃度は農薬散布の直後に最高値を示し，時間の経過とともに減衰する。田面水中濃度の

環境中予測濃度�
（PEC Predicted Environmental Concentiration ）�

急性影響濃度�
（AEC Acutre Effect Concentiration ）�

第一段階（Tier1 PEC）�
数値計算による予測�
�
第二段階（Tier2 PEC）�
水田使用農薬　 ：水質汚濁性試験�
�
非水田使用農薬 ：小規模地表流出試験�
　　　　　　　　　　  又は�
　　　　　　　　大規模地表流出試験�
　　　　　　　　　　  又は�
　　　　　　　　ドリフト調査試験�

急性毒性試験�
魚類急性毒性試験（96hLC50…AECf ）�

ミジンコ類急性遊泳阻害試験（48hEC50…AECd）�

藻類生長阻害試験（72hEC50…AECa）�

第三段階（Tier3 PEC）�
水田使用農薬　 ：圃場を用いた水田水中�
　　　　　　　　濃度試験�
　　　　　　　　　　  又は�
　　　　　　　　ドリフト調査試験�
�

追加試験�
マイクロコズム試験等�

PEC＞AEC

更なるリスク削減�
（適用対象の見直し等）�

上位試験�
不要�

No

Yes

その他模擬フィールド試験を必要に応じて実施�

田面水中農薬濃度の消長は，次の式で近似できる。

C = C1 exp（－k1t）＋C2 exp（－k2t） ・・・乳剤や水和剤など液状の製剤を散布した場合

C = C3 exp（－k3t）－C4 exp（－k4t） ・・・粒剤やジャンボ剤など固形状の製剤を散布した場合
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測定値を片対数グラフ上に点を打つ（縦軸を濃度（対数目盛），横軸を時間（普通目盛）としてプロッ

トする）と，右下がりのなめらかな曲線で示される場合が多い（図３を参照）。このような曲線は上記

に示す指数関数式を用いて近似することができる。得られた測定値から指数関数式をあてはめるには，

非線形最小二乗法を用いて算出する。これらの操作については，表計算ソフトのMicrosoft Excelの

「ソルバー」機能を用いることにより容易に実行できる。

２）上記の式がどのようにして導き出されたかについて，以下に簡単な解説を行う。田面水中における農薬

濃度の変化が一次式に従うと仮定すれば，（１）式の微分方程式でその変化を表すことができる。

dC/dt＝－kC （１）

ここで，Cは田面水中の農薬濃度，ｋは消失する速度定数，tは時間を表す。この式の意味することは，

田面水中濃度が時間の経過とともに濃度に比例して減少することを示している。（１）式を積分すれば，

C＝C0 exp（－kt） （２）

を得る。ここで，C0は散布直後の田面水中農薬濃度を表し，exp（－kt）は自然対数の底eの（－kt）

乗を意味する。

３）田面水中の農薬濃度の減少傾向は（２）式でおおよそ表すことができるが，しばらく時間が経過すると

図３に示すように濃度の減少割合が緩やかになる。これは，田面水中に溶けている農薬が土壌との間で

分配されながら消失する様子を示しており，その様子は次式で表現できる。

C＝C1 exp（－k1t）＋C2 exp（－k2t） （３）

この場合，k1 >> k2の関係にある。（３）式において時間が十分に経過すると，右辺の第１項は第２項に

比較して無視できるほど小さくなるので，農薬濃度は（４）式で表すことができる。

C＝C2 exp（－k2t） （４）

４）乳剤や水和剤のような液状の製剤を散布した場合は（３）式で説明できるが，粒剤やジャンボ剤などの

固形状の製剤を散布した場合の消長は少し異なる。この場合，農薬が製剤から水中に溶け出すまでに時

間がかかるため，散布1～2日後に最高濃度に達した後減少に転じる（図４を参照)。この様子も同様に

指数関数で表すことができる。

C＝C3 exp（－k3t）－C4 exp（－k4t） （５）

図３．液状の製剤を散布した場合の田面
水中農薬濃度の消長の例
（片対数グラフによる表示）

図４．固形状の製剤を散布した場合の田面
水中農薬濃度の消長の例
（片対数グラフによる表示）
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この式においてはk3 > k4，C3 ＝C4の関係がある。図４に示すように，（５）式には極大値が存在する。

５）具体的な事例などさらに詳しく知りたい方は以下を参照されたい。

・鈴木，1984：水系での除草剤の安全性について，植調，18巻，3号，p. 2-16

石原 悟（農業環境技術研究所・現農薬検査所）

堀尾　 剛・稲尾 圭哉（農業環境技術研究所）

石井 康雄（元農業環境技術研究所）
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Ⅴ-7 脱窒速度測定法

第Ⅴ章　負荷物質の動態調査法
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【補足１】

脱窒速度が硝酸態窒素除去速度の約50％しかなかった原因を検討した。脱窒に関わる酵素は底泥中に多

量に存在するのに対し，表面水から拡散してくる硝酸は相対的に少ないため，残りの50％は底泥中に中間

産物として存在していると推定された1)。

【補足２】

休耕田を利用した硝酸性窒素除去試験の結果がまとめられた2-4)。

【補足３】

畑土壌の未攪乱柱状試料を用いて，圃場条件下で脱窒を測定する方法が開発された5)。

この方法が低湿重粘土転換畑に適用され，施肥窒素に対する脱窒の割合が推定された6)。

【補足４】

温室効果ガスである亜酸化窒素の排出係数がまとめられた7)。化学肥料に対する排出係数は畑地0.0099，

水田0.00673。畜産廃棄物の施用に対する排出係数は茶園0.0474，ばれいしょ0.0201，その他の作物は

0.00773～0.00486（以上は日本における実測値）。作物残渣の土壌鋤込みによる排出係数は0.0125，溶脱

および流出により間接排出された窒素の排出係数は0.025（これらはIPCCガイドラインのデフォルト値）。
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３）田渕俊雄ら(2005)：流量が湛水流下過程の硝酸性窒素除去機能に及ぼす影響－湛水土壌系の硝酸性窒素

除去試験と解析２－，土壌の物理性，99，73-83

３）田渕俊雄(2006)：水田窒素除去機能の定量化への試み，小特集湿地としての農地管理，農業土木学会誌，

176

Ⅴ-7 脱窒速度測定法



177

74（8），7-10

５）Nishio, T., et al (2002)：Comparison of fate of nitrogen applied to 4 different kinds of soils
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駒田　充生（農業環境技術研究所，現在中央農業総合研究センター）
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