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ゴルフ場使用農薬による環境汚染が全国的に社会問題と

なっていることから、ゴルフ場における農薬の使用量は、

年々減少する傾向にある。約180カ所のゴルフ場を有する

北海道においても例外ではなく、平成元年から平成5年ま

での5年間で50％以下に著しく減少している。しかしなが

ら、積雪地における芝の雪腐病を防除することは重要な課

題であり、依然として雪腐病防除用殺菌剤が、根雪前の11

月から12月にグリーンやフェアウェイを中心に多量に散布

されている。このような殺菌剤は、北海道のゴルフ場で使

用されている全農薬量の50％以上を占めている。

平成元年11月に札幌市近郊で発生した養殖魚大量へい死

事故の原因が、付近のゴルフ場から降雨により流出した雪

腐病防除用殺菌剤のオキシン銅であったこと1）から、散布

直後の降雨などによる殺菌剤の環境への流出が一層懸念さ

れている。このことから、北海道ではオキシン銅に代わる

雪腐病防除用殺菌剤として、魚毒性の低いトルクロホスメ

チル（商品名：グランサー水和剤、トルクロホスメチル75

％含有）、メプロニルおよびベノミルの複合剤（商品名：

シャルマット水和剤、メプロニル60％およびベノミル15％

含有）の使用量が増加しており、今後もさらに増えること

が予想される。従って、これら殺菌剤のゴルフ場からの流

出実態を把握し、その特性を調べることは、環境汚染を未

然に防止するうえでも意義があると考えられる。

先に著者らは、模擬グリーンを用いて、グランサーおよ

びシャルマットを散布してトルクロホスメチル、メプロニ

ルおよびベノミルの降雨による流出試験を行った。その結

果、メプロニル、ベノミル、トルクロホスメチルの順で流

出率が高く、そのことが水溶解度に起因していることを報

告した2）。また、トルクロホスメチルについてゴルフ場か

らの流出実態を調査し、降雨時や融雪時にゴルフ場調整池

から近くの河川に流れ込むことを報告した3）。今回は、ト

ルクロホスメチルよりも流出し易いと考えられるメプロニ

ルおよびベノミルが環境中でどのような挙動を示すかを把

握するため、札幌市近郊の一ゴルフ場においてシャルマッ

ト散布後から5カ月間にわたって、ゴルフ場調整池からの

排出水および近くの河川水を採取し、メプロニルおよびベ

ノミルの濃度推移を調べた。また、自動採水装置を用いて

散布後の降雨時における調整池排出水中での両殺菌剤の経

時的濃度推移を調べたので合わせて報告する。

方　　　　　法

1．調査方法

調査対象のゴルフ場は、札幌市近郊の丘陵状の段丘に位

置し、54ホールを有する。ゴルフ場および試料採取地点の

概略図を図1に示した。調査に供した試料は調整池からの

排出水およびこのゴルフ場排出水が流入する河川水（合流

点の下流）である。この調整池への集水面積は約667，000

出で、10ホール分の排水が流入する。調査対象の殺菌剤は、

メプロニルおよびベノミルの2種類である。調査ゴルフ場

における各殺菌剤の散布量を表1に示した。集水域におけ

る散布量が不明であったため、この表にはゴルフ場全体に

おける1年間の散布量を示した。メプロニルおよびベノミ

ルを含有するシャルマットの散布は11月25日から11月30日

にかけて行われた。
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調査期間は、農薬散布の11月下旬から翌年の4月までと

した。調査は農薬散布直後から12月下旬の積雪時までは休

日を除く毎日、1月から4月までは月に2～4回採水し、

計35回行った。さらに、自動採水装置（ISCOウォーター

サンプラーmodel2700）を用いて、12月21、22日におけ

る降雨時での各殺菌剤の調整池からの流出濃度の経時的変

化を2時間おきに採水して調べた。

2．分析方法

試料中のメプロニルおよびベノミルは、前報2）に準じて

分析した。分析試料500mlをとり、ジクロロメタン50mlで

2回抽出し、無水硫酸ナトリウムで脱水後、ロータリーエ

バポレーターを用いて溶媒を留去した。残渣をメタノール

1mlに溶解し、高速液体クロマトグラフィー（HPLC）

により分析した。高速液体クロマトグラフは日立製作所製

L－6000型（L－4000型UV検出器付き）を用い、データ処

理装置として島津製作所製クロマトパックC－R5A型を

使用した。なお、ベノミルは分析過程でカルベンダジム

（methyl benzimidazol－2－ylcarbamate、以下MBC

と略す）に変化するため、MBCを測定してベノミルに換

算した4）。メプロニルおよびMBCの分析条件を以下に示

す。

1）メプロニル

カラム：TSK gel ODS－80TM（4φ×250mm）、移動相：

アセトニトリル／水／酢酸（70：30：0．1）、流速：0．8ml／

min、検出波長：253nm、カラム温度：37℃

2）MBC

カラム：Nucleosil 100－5CN（4．6φ×250mm）、移動相：

アセトニトリル／水／酢酸（40：60：0．1）、流速：0．6ml／

min、検出波長：280nm、カラム温度：37℃

また、試薬はすべて和光純薬工業㈱製特級を用いた。

3．流出水量の測定

調整池排出口に流量計を設置し、1分間あたりの排出水

の流量を測定した。なお、12月下旬から2月下旬までは凍

結のため測定不能であった。

4．降水量および気温の測定

降水量および気温は調査ゴルフ場から最も近い恵庭島松

気象観測所のデータ5）を用いた。

結果および考察

平成5年11月から翌年4月までの調整池の排出水におけ

るメプロニルおよびベノミルの濃度、河川水におけるメプ

ロニルの濃度、日平均気温、調整池からの流出水量ならび

に降雨量の関係を図2に示した。なお、ベノミルは調査期

間を通して河川水から検出されなかった（検出限界：0．5

ppb）。メプロこルおよびベノミルの調整池からの流出は

散布終了直後から認められた。また、12月1日から3日に

かけての降雨のため、12月6日の調査においてメプロニル

は調整池排出水から168．5ppbと高濃度で検出され、河川

水からも7．7ppb検出された。同時にベノミルも調整池排

出水から18．4ppb検出された。以後、農薬濃度は減少し、

調整池からの流出濃度はメプロニルが12～20ppb、ベノミ

ルは1．2～2．1ppbで推移した。しかし、12月21日の降雨

（17mm／day）後の22日の調査では、調整池でメプロニル

が170．5ppb、ベノミルが16．3ppbと再び高い値を示し、

河川水でもメプロニルが11．8ppb検出された。それ以降の

1月からは減少し、2月下旬までは、メプロニル、ベノミ

ルともに、積雪のため低濃度で推移した。2月23日の調査

では、みぞれ混じりの降雪の影響で調整池からの流出水量

も増加し、メプロニルおよびベノミル濃度も一時的に上昇

した。3月に入っても、メプロニルは低濃度で継続的に検

出されていたが、ベノミルは下旬には検出されなくなった。

4月に入ると最高気温が10℃位まで上昇する日が続き、積

雪量の減少とともに流出水量も増加し、4月4～6日には

融雪前の5倍の量が測定された。このような状況でメプロ

ニルの流出濃度も上昇し、4月8日には調整池で8．2ppb、

図1　調査ゴルフ場の概略および採水地点

表1　調査ゴルフ場におけるメプロニルおよびペノミル

の散布量



河川水で2．6ppb検出された。以後、メプロニルは減少し、

4月下旬以降検出されなくなった。

これらの結果から、メプロニルは散布直後から翌年の4

月までの5カ月間、ベノミルは散布直後から3月までの4

カ月間、それぞれ調整池から継続的に流出し続けたと考え

られる。また調査期間を通して、メプロニルおよびベノミ

ルともに、散布後12月の降雨時期に極めて高濃度で検出さ

れており、各殺菌剤のゴルフ場からの流出がこの時期に集

中しておこっていることが明かとなった。これらの結果は、

既に報告したトルクロホスメチルの挙動3）とはぼ一致して

おり、農薬流出には、比較的長期間にわたる流出と降雨に

強い関連を持つ短期間（2～3週間）の流出があるという

寺沢らの報告6）とも一致した。メプロニルはベノミルより

も散布量が多いことや、水に対する溶解度が12．7ppmと

ベノミルに比べ高いことから、ベノミルよりも高い濃度で

検出され、さらに河川水でも検出されたと考えられる。ま

た、ベノミルは水に非常に溶けにくいとされているため、

実際に環境中で検出されたのはベノミルの分解物である

MBC（水溶解度28ppm）の可能性が考えられる。このこ

とは、ベノミルとMBCの分別定量法が確立された場合に、

明らかになると考えられる。

次に、自動採水装置を用いて12月21、22日の降雨時にお

ける調整池からの農薬流出の経時的濃度推移を調べた。図

3に示すように、12月21日に17mm／dayの比較的強い降

雨が観測され、調整池からの流出水量も降雨前の11．6kl／

minから38．1kl／minへと6時間で約3倍に増加した。調

整池は比較的大きいため、拡散に要する数時間の遅れを経

て、メプロニルおよびベノミルの流出濃度も急激に上昇し

た。メプロニルおよびベノミルの濃度は降雨前に比べてそ

れぞれ約11倍および約18倍高い値となった。このことから、

降雨量が多い場合には、流出水量の増加にともない、極め

て短時間で殺菌剤の流出濃度も増加することが明らかとなっ

た。従って、相当量の殺菌剤が流出していると考えられる。

降雨時の流出経路としては、フェアウェイなどの土壌表面

を流れる表面流出や土壌上層部に浸透して徐々に流出する

中間流出が考えられる3，7）。著者らは、メプロニルおよび

ベノミルについて模擬フェアウェイを用いた表面流出試

験8）および模擬グリーンを用いた浸透流出試験2）を行い、

その流出特性を報告しているが、今回のゴルフ場調整池排

出水での降雨時における経時的濃度推移は、これらの結果

をよく反映しており、モデル系を用いて明かにしたメプロ

ニルおよびベノミルの流出特性が実際のゴルフ場での流出

図2　調査ゴルフ場におけるメプロニルおよびベノミルの流出濃度変化



図3　調整池排出水におけるメプロニルおよびベ
ノミルの降雨時での経時的濃度変化

挙動とよく一致していることが示された。

前述のように、メプロニルおよびベノミルはトルクロホ

スメチルとともに、オキシン銅に代わる雪腐病防除用殺菌

剤として北海道では使用量が増加傾向にある。メプロニル

は散布後の降雨時期に、最高で約200ppbの高濃度（ゴル

フ場農薬排水に係わる暫定指導指針値9）の5分の1）でゴ

ルフ場から流出し、河川水でも検出されたことから、環境

汚染を未然に防止するうえで、今後ともこの時期を中心に

監視する必要があると考えられる。

要　　　　　約

平成5年11月から平成6年4月まで、ゴルフ場において

雪腐病防除のため散布された殺菌剤メプロニルおよびベノ

ミルの環境中への流出状況を調整池排出水および付近の河

川水を採取して調査し、以下のことが明かとなった。

（1）メプロニルは散布直後より翌年の4月まで、調整池排

出水および河川水から長期にわたり検出された。ベノミル

は散布直後より翌年の3月まで、調整池排出水から検出さ

れた。

（2）12月の降雨時期に、メプロニルは調整池排出水から最

高170．5ppb、河川水から最高11．8ppbの高濃度で検出さ

れた。ベノミルは調整池排出水から最高18．4ppb検出され

た。

（3）降雨時期における自動採水装置を用いた時間変動調査

では、調整池からの流出水量の増加に伴い、メプロニルお

よびベノミルの濃度が短時間で降雨前の10倍以上に上昇す

ることを認めた。
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英　文　要　約

A study was carried out to know the runoff of two

fungicides, mepronil and benomyl, which were used
for prevention of snow molds in an actual golf

course. The concentration of these fungicides were

analyzed in effluent water from the flow-control

pond and in river water adjacent to the golf course.

The results are as follows.
( 1 ) Mepronil was detectable in both pond and river

water for five months after it was sprayed. Benomyl

was detectable in pond water for four months after

the spraying.

( 2 ) The highest concentration of mepronil was

170.5ppb in pond water and 11.8ppb in river water,

respectively. The highest concentration of benomyl

was 18.4ppb in pond water. These values were

obtained after rainfall.
(3) In heavy rainy days, it was found by using an

autosampler that the concentration of mepronil and

benomyl in pond water increased rapidly to more

than ten times compared to the ordinary level.

Key words: fungicide ; mepronil ; benomyl ; runoff;

snowmold ; golf course ; Hokkaido


