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１ はじめに 

 我が国において環境保全型農業が始まって 20 年が経過した。この間、施肥・土壌管理に関して全国

で精力的に研究が行われ、平成 11 年の環境三法から環境直接支払い制度まで、法律の整備や施策が進め

られてきた。愛知県でも平成 6年 3 月に環境保全型農業推進基本方針を定めて以来、環境に配慮した農

業を農政の重要な柱の一つとして推進してきた。この 20 年間の成果として化学農薬・化学肥料の流通

量の減少や肥効調節型肥料、局所施肥など個々の農業技術の普及拡大は顕著であるものの、農業地帯の

地下水や河川、それが流れ込む湖沼、海域の水質の改善に至った例に関する報告は少ない。 

 愛知県の象徴的水域である三河湾は、西を知多半島に、南を渥美半島に遮られるため、水の出入りが

極めて悪い内湾であり、接続する伊勢湾の総量規制に係わっている。三河湾の富栄養化は、透明度の推

移でみると、伊勢湾口では 2000年以降改善傾向が見られるが、三河湾では、1960 年代に急激に低下し、

1970 年以降低いままとなっている（図１、愛知県，2011b）。伊勢湾の総量削減計画（2012 年から第７

次）では、面源負荷対策の中で環境保全型農業の推進による農地からの栄養塩の負荷削減も一項目とさ

れており（愛知県，2011b；2012）、三河湾流域の物質循環制御のうえで農地の土壌管理、養分管理技術

の開発・改良のニーズは高い。 

 農地に投入された窒素やリンは、地下浸透、地下水流出、中間流出、表面流出など様々な経路で流出

するが、窒素とリンでは流出特性も異なり、流出経路となる農地、地下水、河川それぞれの過程におい

て種々の問題を生じている。これらの栄養塩の流出実態、流出負荷量を評価する上で水質モニタリング

が必要であるが、さらに流域物質動態モデルの適用によって水質汚濁要因の解析や環境保全型農地管理

技術の水質改善効果を明らかにできれば、物質動態の理解も深まる。モニタリングデータを用いて水質

将来予測を行うことができれば、施策の目標設定や普及技術の選択に有効であり、農業者の環境保全型

農業への取組に対するモチベーション向上も期待できる。 

 本報告では、スケールと流出過程の順を追って、愛知県の農業地帯で実施してきた水質モニタリング

の実例を紹介し、環境保全型農業推進における物質動態モデルの活用のための一助としたい。 

 

図１ 三河湾における透明度の推移（愛知県, 2011b） 



２ 農地から地下水への硝酸態窒素の流出 

 流域の農地からの窒素の流出負荷の実態は、産地圃場で詳細、高密度に調査することが難しいことか

ら、愛知県では毎年 2〜3 品目の主要野菜類について県内の代表的産地を選定して施肥実態の把握と養

分吸収量の調査を実施してきた。露地野菜では多くの場合 1 作あたり 10kg/10a 以上の余剰窒素が発生

している（図2）。余剰窒素は土壌から溶脱されて地下水や河川の窒素濃度を高める原因となるので、い

かにこの余剰窒素を減らすかが、技術開発のうえで重要である。そこで、農試内の圃場では、地域の代

表的な作付け体系を対象として標準的な施肥管理に

おける養分動態を調査するとともに、窒素負荷低減

技術を導入した試験区を設定し、その余剰窒素・溶

脱窒素量低減効果の評価を進めている。 

 圃場試験で窒素流出を調べた一例として、渥美半

島に比較的多くみられるキャベツ-スイートコーン

体系の黄色土露地野菜畑で、堆肥施用と化学肥料削

減を組み合わせた試験の結果を図 3、4 に示す。窒

素肥料をキャベツ：30 kg/10a、スイートコーン：25 

kg/10a 施用する堆肥無施用区を対照として、牛ふん

堆肥区（3t/10a）と豚ふん堆肥区（2t/10a）を設け

図3  家畜ふん堆肥連用畑における地下1 mへのNO3
--Nの溶脱(糟谷ら,2011)

注）採水はキャピラリーライシメータ（面積 0.18m2、壁高 60cm のものを採水面が地下 1m となるよ

うに設置）による。 

図2 主要な露地野菜の施肥窒素量と窒素吸収量 

  （愛知県, 2011a） 

図4 余剰窒素量と溶脱窒素量の関係 



た(堆肥はキャベツ作前の 8月に施用)。両堆肥区では、試験開始後 3年間は窒素減肥を行わず、4 年目か

ら、収量を維持できるように養分収支を考慮して徐々に窒素減肥を進めた。窒素減肥は、5 年目には牛

ふん堆肥区でキャベツ:３ kg/10a、スイートコーン:10 kg/10a、豚ふん堆肥区で同じく 5 kg/10a、11 

kg/10a まで可能となっている。 

 家畜ふん堆肥区では減肥を行わない場合、窒素溶脱量は夏期に多くなる傾向であったが、減肥を開始

してからはスイートコーン作に対する窒素肥料投入を大幅に減じたため、窒素溶脱量は化学肥料を標準

量施用する堆肥無施用区と同レベルに抑制できた。積算値でみた余剰窒素量と溶脱窒素量の間には、今

のところ、正の相関が認められる（図 4）。傾きの違いは土壌中の窒素含量の変動に合致するものである。 

 このような、地域の標準的とみなされる条件下で行われた養分収支や窒素負荷削減技術の効果は、ひ

とまず、地域の代表値として扱うが、特に野菜作

では品目、資材の種類・投入量等が様々であるこ

とを考えると、モデルによって養分動態が記述さ

れ、再現性が確保されれば、技術の効果の評価が

明確になり、より汎用性は高まると考えられる。 

 

３ 地下水の硝酸態窒素濃度 

 地下水の硝酸態窒素は、平成 11 年に環境基準

化されて以来、毎年、全環境基準項目中で最大の

基準超過率のまま推移している。愛知県環境部の

100 地点前後のメッシュ調査でも、毎年１〜４の

超過地点が見られている。農業地帯における地下

水質の保全は、そこに暮らす農業者の健康や良好

な生活環境を確保する観点から極めて重要であ

り、地下水流出による窒素負荷が及ぼす河川、海

域の生態系への影響を考慮すれば、さらに多くの

重要な意義を有していると言えよう。 

 愛知県では 1990 年代に農業用地下水の水質特

性を調査する中で、硝酸態窒素の高濃度化につい

ても実態を把握し、その支配因子を明らかにした。

すなわち、井戸の深さ（図５）と土地利用（図 6） 

および地下水の酸化還元電位（Eh）が硝酸態窒素

濃度に影響する因子として抽出された（糟谷ら, 

1994）。特に、Eh は地下水の中で脱窒による硝酸

態窒素の消失が起きるかどうかを示す因子であ

り、Eh が概ね 250 mV 以下の地下水では、土地

利用が何であれ、硝酸態窒素の高濃度化は進んで

いない（図 7）。一方、Eh の高い地域で地上が野

菜畑など窒素負荷の大きい土地利用がなされて

いる場合に硝酸態窒素濃度が高くなっている。 

 Eh が 250 mV 以下で硝酸態窒素濃度が安定的

図５ 井戸深さ別の硝酸態窒素濃度の頻度分布 

図6 井戸周辺の土地利用別の硝酸態窒素濃度
  の頻度分布（糟谷ら，1994） 

図7 地下水の酸化還元電位と硝酸態窒素濃度の関係 
   (糟谷，2012) 



に低い地下水、すなわち窒素浄化機能を有する地質が面的に広がっている地域もある。例えば、矢作川

下流域の岡崎平野にはEh が低く硝酸態窒素濃度の低い地下水がまとまって分布している（図 8）。岡崎

平野の沖積層は最終氷期にできあがった谷地形の上に、１万年前から縄文海進を経て徐々に堆積の進ん

だものである。沖積層の厚さ、つまり最終氷期に

できあがった地形が地質の酸化還元状態に影響

し、現代の地下水の硝酸態窒素濃度にかかわった

のではないかと推測する。 

 このような Eh の十分に低い地下水に、地上か

ら浸透した硝酸態窒素が地下水に達した後に消

失する例を図 9に示す。沖積水田の上に客土して

造成した茶園直下の深さ 2〜3 m の層では、地下

水位にかかわらず年間を通じてEhが 400 mVか

ら 250 mV 程度まで低下し、茶園から浸透流出し

た硝酸態窒素は、この層でほぼ完全に消失してい

る。帯水層土壌に脱窒活性も認められ、深さ 2 m

より 3 m の方が高かった。このように沖積地には、

地下環境が還元的で脱窒が働くことにより窒素

を浄化する機能が備わっていることがある。 

 また、洪積台地-沖積低地の境界では、洪積地で

浸透した地下水が沖積地へ流れ込む場所で局所的

に脱窒が起きるケースがある。矢作川下流域での

観測例を図 10 に示す（Eguchi et al.，2009）。地

下水水頭の観測から、沖積層の下の洪積層の深さ

図9 沖積地の茶園地下水における鉛直方向の水質変化（糟谷ら，2007） 

図 10 矢作川下流域の水田下の地下水における NH4
+, NO2

-, 
NO3

-, δ15N値の鉛直分布（Eguchi et al., 2009）

図8 矢作川下流域浅層地下水の硝酸態窒素濃度 
  （糟谷ら，2010b） 



2.5 m に硝酸態窒素高濃度の被圧地下水が潜り込み、それが上方の還元的な沖積層に湧昇している。この

地下水流動に伴って、深さ2 mでは硝酸態窒素濃度が急激に減少し、ばらつきは大きいものの亜硝酸態窒

素のピークが認められ、δ15N値は大きな値を示した。硝酸態窒素濃度の低下する深さ2 mの帯水層土壌

はTC含量が高く、脱窒活性は207.8 ng g-1-DW h-1で、上下の層より 2桁も高いことが示されている（恒

川ら，2006）。これらの結果から、深さ 2.5 m の洪積層の被圧地下水が上方の沖積・還元層に流入して

深さ 2 m の位置で脱窒が起きていると評価した。 

 以上のように、地下水の硝酸態窒素濃度は、脱窒が起きるかどうか、すなわち地下水の酸化還元状態

によって大きく異なる。地下水水質の実態を評価する上では、このような観点から、まず硝酸態窒素汚

染に対する脆弱性を整理することが重要である。硝酸態窒素汚染が問題となるのは、脱窒の進まない酸

化的な地下水に大きな窒素負荷がかかる場合であると言えよう。 

 

４ 河川への窒素、リンの流出 

 地下水はやがて河川に流出する。野菜畑地

帯では、平水時の河川水のイオンバランスは、

地下水流出をよく反映している。一方、降雨

出水時には土壌侵食を伴う表面流出により

懸濁性物質の濃度が高くなる。このように流

量や水質が大きく変動する河川で物質動態

を明らかにするためには、一般に、高頻度の

調査が必要であり、サンプリングには多くの

労力を要する。また出水時の調査は、命にも

関わる危険を伴う。しかし、近年では、自動

採水器の活用により、安全に調査計画に合致

した高頻度のサンプリングが可能となった

（坂西ら，1998）。 

 愛知県でも、自動採水器を用いて野菜畑が

流域の 5 割を占める河川で 2 年間にわたっ

て調査を実施した。ここでは、その調査結果

から、窒素、リンの流出特性について述べる。 

 

１）野菜畑地帯の地下水流出による河川の窒

素高濃度化 

 水の移動に伴い容易に浸透流出する硝酸態窒素は、発生負荷量の大きい野菜畑地帯の河川では平水時

に濃度が高く、直接流出の割合の多くなる降雨時には濃度は低下する（図 11、表 1）。硝酸態窒素濃度

変動は、土壌起源を示唆するSiO2、塩類濃度指標のEC、肥料成分のCa2+、Mg2+、K+、SO4
2-とよく同調する

（図 11）。この河川での調査例では、硝酸態窒素流出負荷量は平水時の負荷が 9 割以上を占めた（表 2）。

硝酸態窒素高濃度化が進行している河川流域では農地の養分管理により窒素の地下浸透抑制に努力を傾

注することが重要であるといえる。また、硝酸態窒素流出負荷量の 9 割以上が平水時の負荷であったこ

とは、このような窒素濃度の高い河川では、平水時の基底流出の調査だけで、窒素負荷量のほぼ全体の把

握が可能であることを示唆する。 

図11 降雨出水時の水質変動の一例（糟谷ら，2010a） 



 

 

２）懸濁態リンの表面流出 

 図 12 に示すとおり、野菜畑地帯の河川に

おいては、窒素が常時流出しており平水時の

流出負荷が大きいのと対照的に、土壌に保持

されているリンは、50 mm d-1を超えるまと

まった降雨時だけにSSに同調する流出ピー

クが認められた。すなわちリンは土壌侵食に

伴う懸濁態としての流出割合が高い（表2）。

TP に占める懸濁態リンの割合は平水時には

2 割程度であったが、河川流量増大時には 9

割に達した。流域から河川への負荷量の把握

にあたって、窒素が平水時の調査でほぼ把握

できたのと異なり、リンでは降雨時の調査が

不可欠であることが改めて示された。 

 懸濁態リンは直ちに生物に利用されるこ

とはないものの、輸送された水域での還元溶

出の可能性等を考慮すれば、閉鎖性水域の富

栄養化抑制のために農地からの流出制御は

重要である。 

 SS 濃度とリン濃度の間には、強い相関が

認められるため（図 13）、SS の流出が再現

表1 流出状況別の窒素、リン、懸濁物質の平均濃度（糟谷ら，2010a） 

図12 野菜畑地帯の河川の窒素、リン、SS比負荷量の推移

   （糟谷ら，2012a） 

表2 基底流出および直接流出別にみた窒素，リン，SS比負荷量（上段）と総量に占めるその割合（下段）
                                      （糟谷ら，2010a） 



できれば、リンの流出負荷の推定も可能と考えられる。 

 この調査では、流域全体の流出負荷を明らかにしたが、水

田、林地、畑等の土地利用別の負荷割合は不明である。河川

の水質保全のためには、今後、それぞれの土地利用別の負荷

が全体の河川水質にどのように反映しているかを明らかに

して養分管理を検討する必要があろう。 

 

５ 環境保全型施肥技術の導入による水質改善効果の予測 

 硝酸態窒素は主として土壌から地下水を経由して河川

に流出するため、流域内の窒素負荷の影響は平水時の河

川水質に平滑化されて現れると言えよう。そこで、河川

水窒素濃度を指標として評価をしながら、流域レベルで窒素負荷低減に取り組むことが有意義である。

例えば、静岡県では、茶園の施肥削減を進める過程において、河川水、湧水、井水の硝酸態窒素濃度

を長期間モニタリングし、施肥削減による水質改善効果を明らかにしている（高橋ら，2009）。この

ように施策や普及の効果を数値化して示すことは、それらの有効性を検証し発展・継続させるうえで

非常に有意義である。 

 さらに、技術を導入した場合の河川水質を事前に想定することは、施策立案や普及目標の設定の際

に有効と思われる。現在、取り組んでいる研究（実用技術開発事業（23022））では、渥美半島の農業

地帯の平水時河川水窒素濃度と土地利用の関係を整理し、窒素収支から河川水質を予測する方法の確

立をめざしている。 

 渥美半島の農業地帯では、河川水の DTN の 93 %が硝酸態窒素として存在し、硝酸態窒素濃度は、

Ca2+、Mg2+、SO4
2-濃度および畑地率との強い正の相関関係で特徴づけられた。硝酸態窒素濃度は畑地

率を説明変数とする回帰式で表されるが、ばらつきも大きい（図 14）。また、水田灌漑期より非灌漑

期の方が傾きが大きくなっている。この回帰式の傾きを、Woli et al.(2002)はインパクトファクターと

呼んでいるが、インパクトファクターは流域の余剰窒素量で回帰されることが示されている（Woli et 

al.，2002、波多野，2005）。水質改善の方向は、このインパクトファクターを小さくすることである。

図 14 におけるばらつきの主因が余剰窒素量の違いで説明できれば、個々の農業技術の窒素収支を明

らかにすることによってインパクトファクターに技術の効果を反映させることが可能になると考え

られる。 

 

図13 SSと懸濁態リン濃度の関係 

  （糟谷ら，2012a） 

図14 渥美半島の河川における全畑地率と河川水硝酸態窒素濃度の関係（糟谷ら，2012） 
   全畑地＝野菜畑＋樹園地＋茶園＋施設＋牧草地 とした。



６ おわりに 

 環境保全型農業は流域、地域レベルで面的に広く実践することが重要である。その際、導入技術の効

果を検証し将来水質を予測するうえで、精度が多少悪くても、パラメータが入手しやすく、ツールとし

て利用しやすいモデルが有意義である。今後、物質動態を支配する要因の抽出や用いるデータの空間的、

時間的代表性などを考慮したモニタリング方法も含めてモデルの発展が期待される。 
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