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目　　　　　的

代かき後から田植え前後に使用される水田除草剤は初期

剤もしくは一発剤などと呼ばれ､稲作における草取りの軽

減や収量の増加を目的として使用される1)｡北海道でもそ

の販売量は1996年で年間2300トンに達しており2)､河川へ

の流出や環境への影響も懸念される｡水田除草剤による河

川水汚染例では､ 1,3,6,8-四塩素化ダイオキシンを不純物

として含有したCNPによる汚染が著名であり､多くの報

告がある3-7)｡ CNPは1994年以降使用が自粛されたが8)､

田植え前後に大量の水田除草剤が使用される実態は現在も

変わってはいない｡著者らは､これまでに本道における河

川水中のCNPの検出やゴルフ場に使用される農薬の環境

中の動態などの調査を行ってきた9-11)｡また､平成9年か

ら行われている道立研究機関相互の共同研究｢環境中にお

ける農薬の動態及び環境影響の逓減に関する研究｣では､

水道水源として利用されている河川水中の農薬の実態調査

や塩素処理などにより生成する分解物の検索などの研究を

担当している｡今回､上記共同研究の一環として､河川水

中に検出される水田除草剤の濃度推移について検討したほ

か､除草剤ピリブチカルブのオキソン体を検出し､その同

定を行ったので報告する｡

実　験　方　法

1.河川水中の除草剤の分析法

(1)河川水

調査対象河川は千歳川とし､試料水は江南棉(南幌町)

において河川の中央部分から採取した｡採水期間は1997年

5月9日から同年8月28日迄とし､週に1回ないし2回行

った｡なお､採水地点近辺には長幌浄水場の取水口が､ま

た下流には上江別浄水場の取水口がある｡

(2)分析対象農薬

調査対象河川である千歳川の下流域は長沼町および南幌

町の水田地帯であり､両町の農業用水の取水および排水は

本河川に依存している｡このことから､長沼地区および南

幌地区で繁用されている水田除草剤の中から､主要薬剤で

あるエスプロカルブ､チオベンカルブ､ピリブチカルブお

よびプレチラクロールの4種を分析対象農薬とした｡

(3)分析方法

河川水1 lを分液ロートに取り､ジクロロメタン100ml

で2回抽出を行った｡ジクロロメタン層は無水硫酸ナトリ

ウムで脱水後､ロータリーエバボレータ-で濃縮し窒素ガ

ス気流下で乾固した｡外部標準としてシマジン-d10を1

μg/ml含有するn-ヘキサン1 mlに溶解して試料溶液と

した｡試料溶液の1 μlをガスクロマトグラフ質量分析計

(GC - MS)に注入し､選択イオン検出(selectedion

monitoring : SIM)法により分析を行った｡

(4) GC-MSの条件

装置:島津PARVUM QP-5000型､カラム: DB -17(J

&W､ 0.25mmi.d.×30m､液層0.25μm)､カラム温

度: 60℃(2 min) - 300℃(15℃/min､ 4min)､注入口温

度:250℃､イオン源温度:280℃､キャリアーガス:ヘリ

ウム1.6ml/min)､イオン化法: EI(70eV)､

検出･定量質量数および参照イオン:

エスプロカルブ: m/z 222､参照イオン: m/z 162

チオベンカルブ: m/z lOO､参照イオン: m/z 252

ピリブチカルブ: m/z 165､参照イオン: m/z 181, 108

プレチラクロール: m/z 238､参照イオン: m/z 262, 176



ピリブチカルブのオキソン体: m/z 165､参照イオン:

m/z 108

シマジン-d10: m/z 211､参照イオン: m/z 193, 179

(5)添加回収試験

回収率を検討するために､蒸留水1 1に各薬剤10μgを

添加(終濃度10ng/ml)し､同様に操作して回収率を求

めた｡その結果､回収率(2回の平均)はエスプロカルブ

99.0%､チオベンカルブ95.5%､ピリブチカルブ85.6%､

プレチラクロール96.9%およびピリブチカルブのオキソン

体で102.4%であった｡

2.ピリブチカルブ-オキソン体(ピリブチオキソン)の合

成法

(1)ピリブチカルブ標品の調製

ピリブチカルブ標品は､予試験などに少なくとも4-5

g程度は必要と考えられたので､農薬として販売されてい

る製品から調製することとした｡原料として｢カルショッ

トフロアブル｣ 500ml入りを入手した｡ ｢カルショットフ

ロアブル｣はピリブチカルブ12%およびベンスルフロンメ

チル1.4%が配合された水和剤である｡

まず､ ｢カルショットフロアブル｣ 100mlを11のビー

カーに取り､メタノール400mlを加えた｡生成した白色

の析出物を遠心分離(3,000rpm､ 10分)により沈殿させ､

上清を分取した｡沈殿をさらに200mlのメタノールで洗い､

遠心分離して上清を得た｡先の上清と合わせて､メタノー

ルをロータリーエバボレータ-で留去し､メタノールと水

の割合が約1 : 1になったところで､分液ロートに移して

n-ヘキサンでピリブチカルブを抽出した｡共に配合され

ていたペンスルフロンメチルはその大部分がメタノール/

水層に留まり､ n-ヘキサン層にはピリプチカルブの大部

分が移行していることをHPLCにて確認した｡ n-ヘキサ

ン層を留去し､ 4.9gの白色粉末を得た｡この白色粉末を

少量のメタノールに溶解し､ 30%含水メタノールを滴下し

て結晶を徐々に析出させた｡この結晶のHPLCとGC-

MSでの保持時間およびマススペクトルは市販標準品のピ

リプチカルブのものと完全に一致した｡収量4.4g､純度

99.7% (HPLC)｡

(2) HPLCの条件

装置:日立L-6200型HPLC､カラム: TSKゲル

ODS80Ts (4.6mmi.d.×250mmステンレスカラム)､

移動相および流速: 80%メタノール0.8ml/min､検出波

長: 240nm

(3)ピリブチオキソンの合成

(1)で調製したピリブチカルブ1.0gを500mlのナス型フ

ラスコに入れ､メタノール80mlで溶解した後､水5 ml

および1 N水酸化ナトリウム溶液3 mlを加えた｡ついで､

30%過酸化水素水2 mlを加えて､スターラーで反応液を

撹拌しながらフラスコを20-25℃に加温した｡温度が上が

り過ぎて発泡が激しすぎる時には､氷で冷やして反応をコ

ントロールした｡約20分後､一旦冷却し､ HPLCで反応

をチェックした｡次いで､メタノール30ml､ 1 N水酸化

ナトリウム溶液1.0mlおよび30%過酸化水素水2 mlを添

加し､再度20-25℃に加温し､反応を進めた｡同様に､ 30

分おきにHPLCで反応をチェックしながら､ 1 N水酸化

ナトリウム溶液でpHを約10前後に調節し､ 30%過酸化水

素水を添加してピリブチオキソンを生成させた｡約3時間

後､ピリブチカルブ原体の割合が10%以下になったところ

で､氷冷して反応を停止した｡ 1 Mリン酸一カリウム溶

液で反応液のpHを約5に調整し､ 10%塩酸ヒドロキシル

アミンを適当量滴下して､過剰の過酸化水素を分解した｡

発泡が収まった後､ pHを約6に調整し､ 5%塩化ナトリ

ウム溶液300mlを添加し､ n-ヘキサン(150ml ×2回)

で抽出した｡ n-ヘキサンを留去した残さをHPLCにてさ

らに精製した　HPLCのクロマトグラム上でピリブチオ

キソンに由来するピークを3分割して分取した｡それぞれ

の画分を､メタノール含量が50%以下になるまでロータ

リーエバボレータ-で溶媒を留去し､ n-ヘキサンでピリ

ブチオキソンを抽出した　HPLCのクロマトグラム上､

最もピリブチオキソン純度の高い画分を少量のメタノール

に溶解し､ 70%メタノールを滴下して白色アモルファス状

粉末を得た｡収量189mg､収率:19.8%､純度:99%

HPLCクロマトグラム上､約1%のピリブチカルブ原体

の夾雑が認められた)｡

(4)分取用HPLCの条件

装置:日立L-6200型HPLC､カラム: TSKゲル

ODS80Ts (4.6mmi.d.×250mmステンレスカラム)､

移動相および流速:80%メタノール1.0ml/min､日立

L -4000UV検出器:分取用フローセル使用(層長2 mm)

結果および考察

1.河川水中の水田除草剤の沸度推移

図1には今回分析対象とした4種の水田除草剤､エスプ

ロカルブ､チオベンカルブ､ピリブチカルブおよびプレチ

ラクロールの化学構造を示した｡これらの標準品のマスス

ペクトルを測定し､それぞれの検出および定量質量数をエ

スプロカルブ: m/z222､チオベンカルブ: m/z 100､

ピリブチカルブ: m/z165およびプレチラクロール:

m/z 238に設定した｡また､外部標準として使用したシマ

ジン-d10はm/z 211に設定した｡さらに､実験方法の項

に記したように､それぞれに参照イオンを設定し､確認を

行った｡



図1エスプロカルブ､チオベンカルブ､ピリブチカルブ

およびプレチラクロールの化学構造式

図2-1にはエスプロカルブ､チオベンカルブおよびピ

リブチカルブの濃度推移を､また図2-2にはプレチラク

ロールの濃度推移を示した｡図2-1および2-2では5

月9日から7月31日までのデータを示した｡ 8月7日から

8月28日までの測定では､ 4種の除草剤はいずれも検出さ

れなかった(検出限界0.04ng/ml以下)ので､図2 - 1

および2-2から除外した｡

図2-1エスプロカルブ､チオベンカルブおよびピリブ

チカルブの河川水中濃度推移

図2-2　プレチラクロールの河川水中濃度推移

千歳川江南橋付近における河川水中では､分析対象に選

定した4種の水田除草剤のうち､ピリブチカルブとプレチ

ラクロールが5月中旬から検出され始めた｡ついで､エス

プロカルブが6月上旬からそしてチオベンカルブが6月中

旬から検出され始めた｡

ピリブチカルブの最大濃度は5月中旬に観測され0.64

ng/mlであった｡プレチラクロールも同様に5月中旬に

最大濃度が観測され､ 5.41ng/mlに達した｡この2種の

除草剤の河川水中濃度は6月中旬にも再度上昇が認められ

た｡特に､プレチラクロールでは最大濃度の約30%に当た

る1.6ng/mlが検出された｡エスプロカルブの最大濃度は

6月上旬に観測され0.23ng/mlであった｡チオベンカル

ブでは6月下旬に最大濃度が観測され0.34ng/mlであっ

た｡

これらの農薬の検出期間や最大濃度に時間的差異が観測

された理由は､ピリプチカルブとプレチラクロールは初期

剤として最も早い時期に使用されるのに対して､エスプロ

カルブおよびチオベンカルブは初中期一発剤として初期剤

の散布後に使用されているためと考えられた｡ 8月7日以

降はいずれの除草剤も全く検出されなかったことから､こ

れらの農薬は一定の時期に集中的に用いられていることが

伺える｡さらに､これら4種の除草剤には水質環境基準等

が設定されており12)､使用に当たっては河川への流出に

注意することが留意事項として指示されている｡しかし､

現実にはかなりの量が農業用水路を介して一般河川に流入

していることが示唆された｡

とくに､プレチラクロールの検出濃度は他の3種の農薬

の検出濃度に対して一桁高く､その環境への影響が懸念さ

れることから､より詳細な環境動態調査が必要になるもの

と考えられる｡

1982年から1984年にかけて著者らが行ったCNPの残留

調査7)においては､ 1983年6月の千歳川河川水(水道原水)



で0.11 ng/ml､浄水で0.06ng/mlのCNPが検出された｡

今回の採水地点近くには浄水場の取水口があり､これらの

農薬がCNPと同様に､浄水も汚染している可能性が考え

られる｡とくに､最大濃度が認められた5月中旬から6月

下旬の間は浄水への影響が懸念される｡したがって､水田

除草剤のように一時的に高濃度の汚染が懸念されるような

農薬に対しては､使用時期に合わせたモニタリングを実施

して､適切な水処理を行うことがより安全な浄水を供給す

るために重要であると考えられる｡

2.ピリブチカルブ-オキソン体の検出と同定

河川水の分析に際して､ GC-MSのクロマトグラム上

でピリブチカルブ原体の保持時間約1分間前にm/z 165,

108の質量数に高い強度を示すピークが認められた｡この

ピークについてマスクロマトグラム分析を行い､マススペ

クトルを測定したところ､分子イオンピークがm/z314

と認められた｡ピリブチカルブ本体の分子イオンピークが

m/z 330であることから､ピリブチカルブ分子のイオウ原

子が酸素原子に置換されたオキソン体(以下､ピリブチオ

キソンと略)と推測された｡

ピリブチオキソンについては標準品が市販されておらず､

生成量や安全性に関する報告も無いことから､その生成量

や環境中での挙動などを検討するために､ピリブチオキソ

ンの標準品の合成を行った｡そのフローチャートを図3に

示した｡

図3　ピリブチカルブ-オキソン体(ピリブチオキソン)

合成のフローチャート

図4-1　ピリブチカルブのEIマススペクトル

図4-2　ピリブチオキソンのEIマススペクトル

図5　ピリブチカルブおよびピリブチオキソンの河川水

中濃度推移

図4-1には､ピリブチカルブのマススペクトルを､図

4-2にはピリブチオキソンのマススペクトルを示した｡

合成したピリブチオキソンのGC - MSにおける保持時間

およびマスクロマトグラムは河川水の分析に際して認めら

れたピークと完全に一致した｡このことから､ピリブチカ



ルブは河川水中の溶存酸素などに酸化されて､ピリブチオ

キソンに変換していることが明らかになった｡

図5には､今回の調査で採取した河川水中のピリブチオ

キソンおよびピリブチカルブの濃度推移を示した｡その結

果､ 5月下旬以降では逆にピリブチオキソン濃度のほうが

原体より高いことが明らかとなった｡ピリブチオキソンに

ついてはその毒性などは全く未詳であり､今後はその安全

性などについて研究が必要になるものと考えられる｡

要　　　　　約

田植え前後に使用される水田除草剤の環境中における動

態調査や環境影響の逓減を目的として､主要農薬であるエ

スプロカルブ､チオベンカルブ､ピリブチカルブおよびプ

レチラクロールの4種について､水道水源として利用され

る河川水中の濃度推移について調査を行った｡

調査対象河川とした千歳川にて､ 1998年5月9日から同

年8月28日迄の間調査を行ったところ､これらの農薬は5

月中旬から7月下旬まで検出され､その最大濃度はプレチ

ラクロールの5.41ng/mlであった｡

短期間に高濃度で水道原水を汚染する可能性のある農薬

については､使用時期に合わせたモニタリングを実施して､

適切な水処理を行うことが､より安全な浄水を供給するた

めには重要であろうと考えられた｡

また､河川水の分析に際して､ピリブチカルブのオキソ

ン体(ピリブチオキソン)と推測されるピークをGC-

MSで検出した｡別途合成したピリブチオキソンとその

GC - MSでの保持時間やマススペクトルが完全に一致し

たことから､ピリブチオキソンと同定した｡このピリブチ

オキソンは時期によってはピリブチカルブ原体より高い濃

度で河川水中から検出された｡

このように､環境中で河川水中の溶存酸素などにより､

容易に化学変化をきたすような農薬については､その分解

生成物の安全性についても検討することが環境影響の逓減

には重要と考えられる｡
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英　文　要　約

A study was carried out toinvestigate a time course

for the concentrations of herbicidesin river water used

as a source of tap water. The four herbicides monitored

by GC-MS were esprocarb, thiobencarb, pyributicarb

and pretirachlor, which were mainly usedin paddyfields

on rice planting. On the monitoringfrom 9 May to 28

August 1998 at Chitose riVer, the herbicides were de-

tectedfrom middle MaytolastofJune and the pre-

tirachlor concentration of 5.41 ng/ml was the maximum

value observed. From the result, thereis a probability

that the herbicides for rice puddy fields pollute a tap

water source at a high concentration and during a short

period. Therefore, the monitoring on these agricultural

chemicals during afixed period seems to beimportant to

supply safe tap water.

On GC-MS analysis of the herbicides, we detected an

unexpected peak on the chromatograms, which was con-

sidered to be an oxon-form of pyributicarb (pyributi-

oxon). The retention time and mass spectrum of

pyributi-oxon completely agreed with those of authentic

sample newly synthesized. Pyributi-oxon was detectedin

river water at higher concentration than that of pyributi-

carb during some period.

In conclusion,it was revealed that pyributicarb was

easily conVertedinto pyributi-oxon by oxidation under

environmental condition. Therefore,it seems to be im-

portant to study on the safty of pyributi-oxonin order to

estimate theinfluence of pyributicarbin environment

Key words : herbicide in river water ; esprocarb ;

thiobencarb ; pretirachlor ; pyributicarb ; peributicarb

oxon-form


