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１．はじめに 

 平成 11 年度に環境基準に格上げされた地下水中の硝酸性及び亜硝酸性窒素による汚染

（以後，硝酸汚染）井戸の発見割合は，平成 15 年頃から徐々に低下して，平成 23 年度で

は全調査井戸（3238 本）の 3.6%と低下傾向にある（環境省，2012，図 1）．ただ，硝酸汚

染の発見された井戸周辺を対象とした調査では，平成 23 年度で 2 0%を超える井戸で同様

の汚染が観察されており，汚染が面的な広がりを持つことが示唆される．また，一度汚染

が発見された井戸の継続調査の結果を見ると，47.5%の井戸が環境基準値を超過したまま

であり，汚染地下水質の改善は進んでいない．このように，地下水の窒素汚染は，面的か

つ持続的な問題である． 

人体に対し明らかな毒性をもつ他の物質と異なり，硝酸性窒素は，毒性についての議論

は決着がついておらず，飲料水や野菜を通して日常的に人が摂取していながらほとんど問

題が生じていないため，危険性の認識が希薄に思われる．このため，利水面から見ると，

「念のため」，乳児に飲用させないなど適切な利用方法を徹底できさえすれば，硝酸汚染を

放置しておいても差し支えないように思うかも知れない．しかし，土壌中への無機態窒素

の残存は，亜酸化窒素の発生を増大することが知られており（Mu et al., 2009），また地下

水の硝酸汚染と河川・湖沼など表面水の汚染は無関係ではない． 

図 2 は，同じ平成 23 年度の地下水調査結果から硝酸性及び亜硝酸性窒素が環境基準値

を超過した井戸の割合（超過率）に対し，同じく環境省が取りまとめた公共用水域水質モ

ニタリング（環境省水環境総合情報サイトよりダウンロード）による河川水の全窒素濃度

分布を，都道府県ごと（全国値を含む）にプロットしたものである．都道府県を森林面積

率 66%を境として二群に分けたうち，森林面積率の低い群で，両者の間に正の相関が見ら

れる．このことは，地下水の硝酸汚染の顕著な都府県では，河川水の窒素濃度も高い傾向

があることを示す．他方，森林面積率の高い道府県でも，傾きは小さいものの同様の傾向

が見て取れる． 

言うまでもなく，河川や湖沼の水は，飲用水の他，工業用水，農業用水として私たちの

生活になくてはならない存在である．そのため，これら表面水の硝酸汚染は，富栄養化な

どを通じ，利水上の問題となって私たちの生活に直接の影響をもたらす．他方，汚濁が顕

在化していない水系であっても，水生生物に対する影響の観点から硝酸態窒素として 2 

mg-N/L を上限とする提言（Camargo et al., 2005）があることを踏まえると，油断はでき

ない．そして，こうした表面水の硝酸汚染に，私たちの足下にある地下水の汚染が寄与し

ていることを考えると，このことを看過する訳にはいかない． 

 こうした地下水の窒素汚染の原因について，不適切な施肥や家畜排せつ物の利用，生活

排水の放流の 3 つが挙げられている（環境省，2012）．汚染井戸それぞれに対し，どの汚

染源が主体であるかを特定することは困難であり，このことが対策の進まない原因の一つ

であろう．とはいえ，施肥や家畜排せつ物管理の重要性は早くから指摘されていることで

あり，農業関係者に一層の努力が求められる部分である． 

このように畜産を含む農業に起因する窒素負荷は，地下水のみならず河川・湖沼などの



表流水の濃度や生態リスクの上昇，富栄養化の原因ともなることを踏まえ，水系全般の水

質保全の観点から適正な管理を指向することの重要性は変わっていない． 

 
図 1．全国の地下水モニタリング（概況調査）による調査井戸数，環境基準値を超過した

井戸数，超過率の推移（環境省水・大気環境局(2012)に基づいて作図） 

 

図 2．観測井戸中の環境基準超過率（横軸）と河川水窒素濃度分布（中央値と 75%値，

25%値）の比較（*5%水準で有意，**1%水準で有意） 

 

２．問題提起 

 農業に起因する地下水，表面水の硝酸汚染に対するアプローチと問題点について触れて

おく． 



1)農地における水と窒素の溶脱 

 農地土壌からの水と硝酸態窒素の溶脱は，地下水への流入水中の硝酸濃度を決める主要

因である．このうち，溶脱水量は，主な項目の水収支として， 

溶脱水量＝（降雨量＋灌漑水量）－（表面流去＋蒸発散量） 

で求められる．他方，溶脱する硝酸態窒素量は，土壌有機物の変化や無機化や有機化に

よる形態変化を無視すれば，土壌表面での窒素収支として， 

溶脱する硝酸態窒素量＝ 

（施肥＋施用有機物＋大気降下物＋作物体還元量＋窒素固定＋灌漑水） 

－（作物体の持ち出し量＋脱窒・揮散） 

として求められる．西尾（2001）は，この中で主体となる施肥と施用有機物から無機化す

る窒素負荷，作物体の持ち出し量から，作物種類別の施肥窒素原単位を取りまとめている．

この数値は，作物ごとの窒素負荷の概略を把握するのに便利である． 

 しかし，これらから求められる溶脱水中の窒素濃度は，作物ごとに決まった値となり，

硝酸汚染を回避するためには，水収支を増やすか，窒素収支を減らすか，の二通りの選択

肢しか与えられない．現実的には施肥や有機物施用量を削減することが主体となるが，何

をどの程度減らすかについての情報は別に求める必要がある． 

さらに，水収支に大きな影響を及ぼす降雨量は，蒸発散量に比し年ごとの変動が大きい．

その上，気候変動が進行するに連れて，今後，どのような変動が生じるのか不透明という

問題がある．また，こうした降雨量の変化は，窒素収支にも影響を及ぼす．例えば，施肥

直後のまとまった雨や年間を通じた降雨量の増加は土壌中からの硝酸溶脱を促進し，作物

による吸収量を減らすかも知れない． 

このように，不確実な気象条件の変動に対応して作物生産を維持しながら，硝酸溶脱量

の低減を推し進めるためには，現行の栽培体系のみならず，新たな栽培体系においても窒

素動態を，できるだけ簡易に把握できる手法の開発を進める必要がある．このような空間

的・時間的に変動を持つ営農に伴う窒素動態を取り扱うためには，数値モデルを用いるこ

とが有効となる． 

2)「リスク」として考える 

気象条件のような年ごとに変動を伴う数値の取り扱いには，確率的な考えを用いるのが

便利である．ここで，「リスク」とは，「避けたい事柄の確率」と定義され，環境面では様々

な化学物質による人の健康影響の大きさを議論するためなどに使われている（吉田と中西，

2006）．ここではこの定義を広くとらえ，「避けたい事柄（エンドポイント）」を，地下水

に流入する土壌浸透水中の窒素濃度が地下水水質基準（年平均値で 10 mg-N/L）を超過す

ることとし，この確率をリスクと考える．そして，ある地点を対象に行われる営農で生じ

る土壌浸透水量と窒素負荷量から算定される地下水への流入水中窒素濃度の変動に対して，

リスクを評価する． 

3)面的な把握 

一般に農業に起因する地下水の硝酸汚染は，帯水層の上部で顕著であり，また観測井の

直上またはごく近傍の土地利用を反映する．そのため，当該地下水の水質改善を目的とす

る場合は，比較的限られた範囲を対象とするだけでもよいように思われる．しかし，すで

に見たように，こうした地下水の汚染は面的な広がりを持っていること，ひいては表面水



の汚染にもつながっていることを踏まえると，ある程度の空間的な広がりを対象とする必

要がある． 

ただ，地下水について面的な広がりを想像したり，あるいは実際に把握することはなか

なか困難である．これに対し，河川については流域を単位として考えることが通例である．

そこで，モニタリングの容易な河川水質管理を対象の一つと位置づけ，その流域範囲を地

下水汚染の面的な広がりの検討単位として扱うこととする． 

以上の観点から，本発表では，河川流域を単位として，個々の栽培体系に起因する地下

水の硝酸汚染を，気象条件の変動に基づくリスクとして把握する枠組みを考えてみる． 

  

３．モデルの構造 

農地由来の硝酸性窒素による地下水汚染リスク評価システム RealN（Risk evaluation 

for agricultural leached Nitrogen，図 3，（独）農業環境技術研究所，2011a；前田ら，2012）

は，「点」である農地と「面」である河川流域を対象とするモデルを組み合わせ，流域内の

個々の地点における地下水中硝酸性窒素濃度と汚染リスクを評価するシステムとして開発

された．そして，その結果として「面」の出力である河川水中の窒素濃度が予測される．

ここで｢点｣のモデルは，鉛直一次元の水・窒素動態モデル LEACHM（Hutson, 2003）を

日本の畑地に多い黒ボク土への適用などを目指して改良したもので（朝田ら，2010；朝田

ら，2011），国内のさまざまな土壌，作物の栽培を対象に，有機物を含む窒素投入に対す

る作物吸収，土壌有機物変化量，溶脱窒素量などを計算する（図 4）．「面」のモデル MacT

（Mixing areal chemical Transport，（独）農業環境技術研究所，2011b）は，流域を地質

や土壌，土地利用などの GIS データと，統計資料に基づく農地の分布等で表現し，「点」

の計算結果を入力として，地下水流動で生じる混合や，地下水中の脱窒除去による濃度変

化を計算する．流域 下流点となる河川水窒素濃度は，以上の計算の結果として出力され

る（図 5）． 

 

 図 3. 硝酸性窒素による地下水汚染リスク評価システム RealN の構造 
 （（独）農業環境技術研究所(2011a)，前田ら(2012)を一部改変） 



 
図 4. LEACHM モデルの概要（Hutson(2003)を一部改変） 

 

図 5. MacT の適用例（（独）農業環境技術研究所(2012b)）  

谷津地形における台地上の畑地・樹園地での窒素負荷の違いによる地下水中窒素濃度の

分布，および低地部における脱窒による濃度減衰の結果生じる低濃度域を表現 

 

これらにより，流域内の個々の農地における農法が周辺の地下水や河川水にどのように

影響を与えているか，そして，地点ごとの農法の変更が，どの程度，周辺地下水と河川水

質の改善に貢献しうるかを予測することが可能となった． 

 

４．実流域への適用 

K 水系への流入河川の一つ，H 川は近年水質汚濁が進行している．同河川流域は面積お

よそ 46km2 で，その約 4 割が畑地として利用されている．畑地の多くは，平坦な洪積台地

面を覆う火山灰ローム層および黒ボク土上にある．同流域は果菜類の産地として知られ，



2000 年世界農林業センサスを用いて農業集落単位で見た場合，流域内の大半の集落で当該

果菜の栽培が主体であり，これにいも類が続く．台地面の地表からの土壌浸透水は，火山

灰ローム層と洪積面との境界部に浅層地下水として停滞し，近くの開析谷の壁面から湧出

することで河川を涵養している．つまり，台地上の畑地からの土壌浸透水が，浅層の地下

水系を通じて河川の汚濁源となっている．このことは逆に，土壌浸透水の窒素濃度の低下

が，近年 10 mg-N/L に達する H 川の窒素濃度を低下させる可能性があることを示唆して

いる． 

そこで，まず，流域内畑地で代表的な作物を施肥基準に従って栽培する条件による窒素

動態を検討した．簡単な収支をとると，この作物の栽培体系に対する窒素投入では，施肥

基準量は 100 kg-N/ha，これに有機物として 20 t/ha の施用が推奨されている（県の栽培

基準）．有機物として流通量の多い牛ふん堆肥を使う場合，両者の合計窒素施用量は約 260 

kg-N/ha となる．対して窒素持ち出し量は，目標収量 30 t/ha による吸収窒素量がおよそ

100 kg-N/ha である．以上から，土壌に残される余剰窒素量（溶脱窒素量）は，投入量－

持ち出し量で 160 kg-N/ha となる．また，当該地点での余剰水量（溶脱水量）は，平均的

な降水量と蒸発散量の差し引きにより，625 mm と推定される．これにより，この作付け

体系による地下水への溶脱水中硝酸濃度は 26 mg-N/L と推定された．なお，この体系に対

する西尾（2001）の施肥窒素負荷原単位は，37 kg-N/ha が提示されており，収支法に比

べて顕著に小さかった． 

これに対し，LEACHM に地域の 1978 年～2008 年（31 年分）の気象条件を与えて，こ

の体系により生じる窒素動態を計算した．年間の窒素吸収量の範囲は，101～105 kg-N/ha

と安定していることが予測された．しかしながら，降雨量の年ごとの変動に伴い，年間の

溶脱水量は 242～1204 mm，地下水への溶脱窒素量は 61～287 kg-N/ha と大きく変動する

と予測され，この結果，浅層地下水への溶脱水の窒素濃度は 19～27 mg-N/L の範囲で変動

することが予測された．これらの値は，収支法による推定値を含んでおり，簡易な同法の

有効性の一端を示すものでもある．ここで，LEACHM による予測結果に基づいて地下水

環境基準に対する汚染リスクを算定すると，気象条件の変動に関わらず環境基準値を下回

ることはないため，「100%」と評価された（図 6）． 

次に，流域内の 42 集落を対象に，各集落での代表的な作付けにおける 31 年分の気象条

件により得られた溶脱水量，溶脱窒素量のデータセットを MacT に入力し，地下水中窒素

濃度の面的な分布を推定した．このうち，平均的な気象条件における地下水中窒素濃度の

分布は図 7（左）のようであり，県が行った地下水中窒素濃度と比較したところ，妥当な

結果であることが把握された． 

そして，地点ごとに地下水環境基準の超過率としてのリスクを算出し，その分布を表示

したものが図 7（右）である．上に見たように，果菜類を生産する地域では地下水汚染の

リスクは 100%かそれに近い値であるのに対し，いも類など作目の異なる地域や水田地帯，

農業的窒素負荷のない地域では低い状況であった．これと同時に，流域 下流点での河川

水中窒素濃度は 10 mg-N/L 程度と予測された．この値は，同河川の全窒素濃度のレベルに

ほぼ一致した． 

このように，果菜類を耕種基準に準拠して栽培する体系では，地下水環境基準値をクリ

アすることはできず，また広範囲で同様の作付けが行われることが，流域全体を高いリス



クで埋めるとともに，河川水の窒素濃度を高める要因の一つと考えられた． 

 

図 6.LEACHM で予測された施肥基準準拠での果菜類栽培における年間の浸透水量，溶

脱窒素量，浸透水中窒素濃度の頻度分布（n=31）  

 

図 7. K 水系 H 川流域の代表的な作目による標準的な気象条件の年の地下水中窒素濃度

分布（左）と気象の変動を考慮した時の地下水環境基準値を超過するリスク評価図（右） 

 

５．地下水汚染リスクの低減に向けたシナリオの検討 

続いて，主要果菜類の生産を維持しつつ，地下水への溶脱水中窒素濃度を低減する管理

を検討した．LEACHM を使うことにより，この土壌では地力窒素の供給源となる土壌有

機物量を維持するために，作物残さの還元以上の有機物投入が必要であること，また，溶

脱水中窒素濃度および汚染リスク低下には，有機物を含めた土壌への総窒素投入量を溶脱

水量に見合う量にまで抑制する必要性が示唆された（朝田ら，2011）．これを実現する管

理の一例として，化学肥料の半減と，削減分に相当する窒素量のみを供給する有機物施用

に変更することが有効と考えられた．このことにより，作物の窒素吸収量を確保しながら，

溶脱窒素量，溶脱水中窒素濃度を大幅に低減し，結果として地下水汚染リスクを低く保つ



ことができると予測された．このようなシナリオの検討は LEACHM のような動態モデル

でなければできないことである．そして，この栽培体系の変更を流域内に広範囲に普及す

ることにより，河川水窒素濃度を周辺の都市河川程度にまで低下させると予測された（図

8）． 

 
図 8. 主要果菜類の管理変更（化学肥料半減，削減分に相当する窒素量を有機物で代替）

による溶脱窒素量と溶脱水窒素濃度の頻度分布（n=31）と，そのときに予測される地下水

汚染リスク評価図 

 

５．不確実性と今後の課題 

本モデル解析では，比較的入手の容易なデータを用いることで，河川流域を対象とした

解析を実行できる枠組みの作成を行い，概観を示すことができた．しかし，使用したデー

タの精度や時間，空間的分解能に依存する不確実性が存在するため，より詳細なデータを

整備，利用することで，時間，空間分解能の高い結果が期待される．ただ，示したように，

地域や作付け体系ごとの特徴を把握する程度であれば，本解析に用いたデータセットのレ

ベルで十分であろう． 

使用した２つのモデルについてもそれぞれ改良すべき点がある．LEACHM は，土壌・

作物系での主要な水および炭素・窒素循環を取り扱っており，入力情報も比較的容易にそ

ろえられるように工夫されている．しかし，水田への適用や黒ボク下層土で特異的に発現

する陰イオン吸着能による硝酸態窒素と土壌固相との吸着・脱着反応の表現，土壌有機物

画分の分け方や分解を表現する式などに制限がある．これらの改良は，全国 10 ヶ所以上

の現地試験結果への適用と併せて，現在進めているところである． 

MacT については，難透水層上に生じる浅層地下水の水平移動と混合，および湛水域近

傍の還元的な土層内における脱窒除去による地点ごとの窒素濃度分布を計算するモデルで

ある．本報告の対象地域は，帯水層の構造から比較的単純なモデル化が可能であったが，

より複雑な地質構造をもつ地域にも適用できるよう改良を進めている．また，現在は年単

位での出力を行うが，時間経過に伴う地下水質および河川水質の変動は，土壌表面で行う

何らかの対策の効果を見極める点で重要であり，今後の改良点の一つと位置付けている． 

６．おわりに 

本報告では， 後に記したように，いくつも改良を要する点が残されているのが現状で



あるものの，現在進行形の営農活動による地下水の硝酸汚染と流域レベルでの河川水質の

問題を結びつけ，水質汚染の軽減に向けた農地管理の変更の可能性を検討した事例を紹介

した．周知の通り水環境は社会的な関心事であることからも，関係の諸氏・諸機関には，

すでに汚濁の進んだ水域の改善のみならず，現在，健全な水環境の維持に向けて，今後も

大いに関心をもち続けて頂きたいと願う次第である． 
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