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1.1 農業環境モニタリングの目的

〔解説〕

1) 農地や市街地など，面状に薄く広がる負荷源や散在している負荷源を面源という。

2) 面源からの負荷発生を改善するためには，農業活動が河川・地下水の水質に及ぼす影響を科学的に解明

して，関係者へ正確な情報を提供し，互いに共通の認識をもつことが大切である。

3) 面源からの負荷発生を改善する運動には，農業者や地域住民などの関係者が一体となって取り組む必要

があり，地域住民が自ら日常的に水質を調査する方法や，水環境の健全性を判定する指標として植物・

昆虫を利用する方法を確立することも大切である。

〔解説〕

1) 農地における過剰の施肥，家畜排せつ物の投棄，農薬の散布などが農業地域における河川・地下水の水

質を悪化させる原因となっていることから，関連する法令の規定に従った対応が必要である。

2) 1999年11月に，家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（家畜排せつ物法）が施行

され，法律の施行日から５年間は法律に関する一部の規定の適用が猶予されていたが，2004年11月１

日に完全施行された。この法律により，家畜排せつ物の野積みや素堀りが禁止され，堆肥化など適正な

処理を促進するための対策が講じられている。

3) 2001年７月に，水質汚濁防止法施行令が改正され，硝酸性窒素・亜硝酸性窒素が有害物質に追加指定

されて排水規制や地下水浸透規制等の対象になった（文献１）。

〔解説〕

1) 1999年10月に，持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（持続農業法）が施行され，環

境保全型農業を支援する国の事業が展開されている。

2) 各地域で肥料や農薬を削減するための技術開発が行われているが，そのような個別技術が集水域の水質

改善にどの程度貢献し得るかを実証した研究は少ない。その理由として，肥料削減の効果が河川・地下

水の水質に反映されるまでに，数年以上の時間遅れが生じることが指摘されている。

3) 環境保全型農業として推奨されている個別技術を集水域のレベルで実証するためには，河川・地下水水

質のモニタリングとともに，モデルによる解析が欠かせない。

〔解説〕

1) 2005年６月に湖沼水質保全特別措置法が改正され，湖沼に流入する汚濁負荷を削減するための方策が
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Ⅰ-1 農業環境モニタリングの目的と調査手法
農業環境とは，農業を営む場である農地と，農地を取り巻く周辺の環境を指す言葉である。農地にお

ける施肥や農薬散布などの農業活動は，農地そのもののだけでなく，周辺の環境とくに水環境に大きな

影響を及ぼす。このマニュアルでは，河川・地下水の水質や周辺の水環境に生息する水生生物などの保

全のために必要な各種の調査・測定手法，すなわち，栄養塩類・農薬などの環境負荷物質のモニタリン

グとその評価法，それらに関連する土壌，水，水生生物の調査法について解説する。

目的１：農業地域において，面源から流出する栄養塩類や農薬が河川・地下水の水質や水生生物に及ぼ

す影響を科学的に解明し，関係者に正確な情報を提供する。

目的２：過剰の施肥，家畜排せつ物の投棄，農薬の散布などが河川・地下水の水質に及ぼす影響を科学

的に解明し，政策担当者に正確な情報を提供する。

目的３：環境保全型農業として推奨されている個別技術が集水域のレベルで水環境保全の改善に貢献し

ていることを検証し，対策技術の有効性を明らかにする。

目的４：河川・地下水の水質を良くするために，流域全体の管理に役立つ指針を具体的に提言する。

第
Ⅰ
章



2

定められている。農地においては水田の代掻き時の水管理の改善や，施肥基準等に基づいた適正施肥の

実施など，流出負荷の低減を着実に進めていくことが求められている。

2) 農地が面的な広がりを有した発生源であるため負荷状況の把握が困難であり，その精度を向上させる必

要がある。また，対策ごとの効果を適切に把握し負荷削減効果を定量的に評価する必要がある。

3) 事業所などの点源対策として有効な排水規制は面源対策には馴染まない。農業者へ普及・啓発を行わな

ければ汚濁負荷の削減が進まないので，農業者を含めた地域住民による自主的な水質改善への取り組み

が重要となる。

1.2 調査手法

本マニュアルでは，農業活動が農業地域の水質・水環境に及ぼす影響を解明するために必要な各種調査・

測定法を解説する。農地からの汚濁物質の排出負荷量を調査する手法は対象とする空間スケールによって大

きく異なるので，調査の目的に応じて，適切な地域，測定法，観測期間などが選択される必要がある。

〔解説〕

1) ライシメーター，圃場内プロット，１区画水田を用いて，水収支・養分収支を精密に計測することによ

り，肥培管理と発生負荷の関係を解明し，負荷低減に役立つ個別技術の効果を実証することが出来る

（図１の(a)，(b)，図２）。

〔解説〕

1) 農地で自然に発生する負荷量および人工的に発生する負荷量の総量を算出するとともに，農業地域の出

口で水量・水質を調査する（図１の(c)，(d)，図２）。土地利用などの要因が河川水質に及ぼす影響を解

明するためには，上流から下流にかけて３～４の観測点を設置する。また，既存・新設の井戸水質の調

査も有効である。各種の要因が河川水質に及ぼす影響を解明するためには，要因が複雑になり過ぎない

規模の農業地域を選定する必要がある。

〔解説〕

1) 流域内の人口，下水処理，農地面積，肥料使用量，家畜飼養頭数など，各種の統計データを用いて，流

域全体で発生する負荷ポテンシャルを算出する（図１の(d)，図２）。国土交通省・環境省・地方自治体

による河川流量・水質の長期モニタリング・データに基づいて，河川への流達負荷量を算出する。流域

全体で発生する負荷ポテンシャルと河川への流達負荷量を比較することにより，負荷ポテンシャルの算

出法を検証するとともに，河川水質の将来を予測することが出来る。

Ⅰ-1 農業環境モニタリングの目的と調査手法

図1 農地からの汚濁負荷調査法（文献2）
右より，(a) ライシメーター調査，(b) 1区画水田調査，(c) 広域水田調査，(d) 農耕地河川
調査。図中の白い矢印はインプット，黒い矢印はアウトプットを示す。

手法1：ライシメーター，圃場内プロット，１区画水田を用いて負荷原単位を調査する。

手法２：農業地域において，面源から発生した負荷が河川・地下水の水質に及ぼす影響を調査する。

手法３：統計データを活用して流域全体の負荷ポテンシャルを算出し，河川のモニタリング・データと

比較する。これにより，流域全体の負荷ポテンシャルを検証・評価することが出来る。



3

第
Ⅰ
章



4

1.3 用語解説

1.3.1 用語の定義

用語の定義は田淵・高村（1985）に準拠する（表１）。

1.3.2 流出と流達（文献2）

参考文献

1) 環境省水環境部地下水・地盤環境室監修（2002）：硝酸性窒素による地下水汚染対策の手引，公害研

究対策センター，6-16

2) 國松孝男・村岡浩爾（1989）：河川汚濁のモデル解析，技報堂出版，50-68，97-101

3) 田淵俊雄・高村義親（1985）：集水域からの窒素・リンの流出，東京大学出版会，11-14

菅原和夫（農業環境技術研究所）

河川の水質基準点を通過する負荷�
流出負荷量 = 排出負荷量×流出率�
流出負荷量/排出負荷量（×100）�

表１　用語の定義（文献３）�

発生負荷�
点源�
点源負荷�
面源�
面源負荷�

発生源において発生した負荷で、処理前のもの�
流域に点の形で存在する発生源（工場、事業所、下水処理場など）�
点源から排出される負荷�
流域に面として存在する発生源（森林、農地、市街地など）�
面源から排出される負荷�

排出負荷�
�
排出率�
除去率�
地表排出負荷�
浸透排出負荷�

発生源を処理した後に排出される負荷�
排出負荷量 = 発生負荷量×（1 － 処理施設の除去率）�
排出負荷量／発生負荷量（×100）�
（発生負荷量 － 排出負荷量）／発生負荷量（×100）�
地表水によって面源から排出される負荷�
浸透水によって面源から排出される負荷�

降水負荷�
用水負荷�
面源流入負荷�
差引き排出負荷�

降水によって面源にもたらされる負荷�
用水によって面源にもたらされる負荷�
降水負荷 ＋ 用水負荷�
排出負荷量 － 流入負荷量�

流達負荷�
�
流達率�

最下流点に到達した負荷�
流達負荷量 = 排出負荷量×流達率�
流達負荷量/排出負荷量（×100）�

流出負荷�
�
流出率�

発生源基数�

発生負荷�

原単位�

発生負荷� 流達負荷�排出負荷�

排出率� 流出率� 流下率�

支流� 本流�

発生源� 河川系�

流達率�

Ⅰ-1 農業環境モニタリングの目的と調査手法

流出と流達の定義は必ずしも定まっていないが，汚濁物質が発生源から排出されて川に入るまでの面

的要素を持った過程を流出，対象水域まで到達する全過程を流達とする（図３）。排出負荷のうち，対象

水域の境界に到達する負荷が流達負荷である。

図3 原単位・流達率法による流入負荷の計算過程（文献２）
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2.1水質基準

2.1.1環境基準（文献1，2）

2.1.1.1 人の健康の保護に関する環境基準

〔解説〕

1) シアン，アルキル水銀，PCB等の有害物質８項目に加えて，有機塩素系化合物９項目，農薬など５項目，ベ

ンゼン，セレン，硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素等の５項目，合計26項目について基準値が設定されている。

2) 水銀類とPCBについては，魚介類への濃縮，蓄積などを考慮して基準値が設定されたが，その他の項目

は水道水の水質基準に準じている。

3) 鉛及び砒素について，魚介類への濃縮性に関して引き続き化学的知見の集積に務め，詳細に検討するこ

とが必要とされている。

4) 有機リン農薬（パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン及びEPN）についは，EPN以外はす

でに製造中止になっており，公共用水域では基準値以下しか検出されないため，環境基準から削除され

た。EPNは要監視項目に位置付けられ，必要な監視を行うことが必要とされている。

2.1.1.2 要監視項目

〔解説〕

1) 健康影響等に関する知見を踏まえ，わが国における生産・使用状況，水道水質基準の設定状況，公共用

水域等における検出状況等を勘案して，2004年現在27項目が選定されている。

2.1.1.3 生活環境の保全に関する環境基準

〔解説〕

1) 「環境基準に係わる水域及び地域の指定の事務に関する政令別表」の水域ごとに水域類型と達成期間が

指定されている。

2) 上記政令別表の水域及び地域は，2000年現在37河川（湖沼を含む），10海域に及ぶ。

3) 琵琶湖には湖沼AAと湖沼Ⅱが，霞ヶ浦には湖沼Aと湖沼Ⅲが指定されている。

第Ⅰ章　農業環境モニタリングの基本事項

Ⅰ-2 各種の水質基準と測定方法

水質汚濁に係わる環境基準には，人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）と生活環境の保全に

関する環境基準（生活環境項目）がある。前者は全国の公共水域に一律に適用され，直ちに達成，維持

するべきものとされる。後者については，各公共用水域につき当該公共用水域が該当する水域類型ごと

に，個別の基準値が掲げられている。また，地下水の水質汚濁に係わる環境基準がある。

健康に対する影響や公共用水域等における検出状況などから判断して，水環境の汚染を通じて人の健

康に影響を及ぼす恐れがあり，水質汚濁に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずる必要があると考え

られる物質に対して基準値が定められた（表１）。

人の健康の保護に関連する物質ではあるが，公共用水域等における検出状況等からみて，直ちに環境

基準とはせず，引き続き知見の集積に努めるべき物質として設定された（表２）。

河川，湖沼，海域ごとに利水目的に応じた水域類型を設けて，pH，BOD，COD，SSなどの基準値が

定められている。また，富栄養化を防止するため，湖沼及び海域について全窒素及び全リンに係る環境

基準が定められている。さらに，2003年には，水生生物の保全の観点から，全亜鉛に係る環境基準が設

定されている（表３）。
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Ⅰ-2 各種の水質基準と測定方法

2.1.1.4 地下水の水質汚濁に係る環境基準

〔解説〕

1) 1998年に水質汚濁防止法が改正され，有害物質を含む水の地下への浸透が禁止されるとともに，計画

的な水質監視が行われている。

2) 1999年に水質汚濁防止法が改正され，硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が地下水の環境基準に追加指定さ

れている。

2.1.2 水道水の水質基準（文献2，3）

〔解説〕

1) 2003年の新省令（厚生労働省令第101号）においては，50種類の項目に通し番号を付け，それぞれの

基準値と検査方法が明記された。

2) 新省令の表の１から30までが「健康に関連する項目」，残りの31から50までが「水道水が有すべき性

状に関連する項目」である。

3) 新省令では，大腸菌，ホウ素，1,4－ジオキサン，クロロ酢酸，ジクロロ酢酸，臭素酸，トリクロロ酢

酸，ホルムアルデヒド，アルミニウム，ジェオスミン，2－メチルイソボルネオール，非イオン界面活

性剤，全有機炭素が追加された。

4) 新省令では，大腸菌群，1,2－ジクロロエタン，1,1,2－トリクロロエタン，1,3－ジクロロプロペン

（農薬），シマジン（農薬），チウラム（農薬），チオベンカルブ（農薬）が除外された。

5) 消毒副生成物に関しては，トリハロメタン類以外にもハロ酢酸等の問題や新たな化学物質による問題が

提起されていることから，21番のクロロ酢酸から28番のブロモジクロロメタンまで，総トリハロメタ

ンを含む有機化合物について基準値が設定された。

2.1.3 農業（水稲）用水基準（文献2）

〔解説〕

1) 水稲栽培の潅漑用水として維持することが望ましい水質を示したものであり，農林水産省農村振興局に

よって定期的な観測・監視が行われている。

2.1.4 排水基準（文献1，2）

〔解説〕

1) 水質汚濁防止法による排出水とは「特定施設を設置する工場又は事業所（特定事業所）から公共用水域

に排出される水」のことである。

2) 旧法の指定水域制度が廃止され，全水域を対象とする一律の排水基準が設定されている。

3) 国の設定した排水基準では不十分と認められる地域において，都道府県が条例でより厳しい排水基準

地下水の水質汚濁に係る環境基準は，人の健康を保護する上で維持することが望ましい水質を示した

ものであり，上記2.1.1.1と同じ環境基準が定められた（表１）。

水道水の水質基準は，厚生労働省が所管する水道法の規定に基づき一生涯飲用しても健康に影響を及

ぼさない水質を示したものである。健康に関連する項目と，水道水が有すべき（生活利用上あるいは水

道施設の管理上，障害が生ずるおそれのない）性状に関連する項目とに分かれる（表４）。

1970年に農林省公害研究会が農業用水の水質に係る環境基準の基礎資料とするため，水稲を対象とし

て策定した基準である（表５）。

排水基準には，環境大臣が省令で定める排水基準（一律排水基準）と，都道府県が条例で定める排水

基準（上乗せ基準）の２つがあり，水質汚濁防止法上はいずれも「排水基準」と呼称される。
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（上乗せ基準）を設定していることがある（2.1.4.3）。

2.1.4.1 人の健康の保護に関する一律排水基準

〔解説〕

1) 公共用水域へ排出される排水の水質は，排水口から合理的距離を経た公共用水域においては，約10倍

程度に希釈されるのが通常であると想定し，環境基準の10倍値が採用されている。

2.1.4.2 生活環境項目に関する一律排水基準

〔解説〕

1) 一日当たりの平均的な排出水の量が50 m3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用され

る。

2) 生物化学的酸素要求量（BOD）についての排水基準は，海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排

出水に限って適用し，化学的酸素要求量（COD）についての排水基準は，海域及び湖沼に排出される排

出水に限って適用する。

3) 窒素含有量についての排水基準は，環境大臣が定める湖沼，海域及びこれらに流入する公共用水域に排

出される排出水に限って適用する。

4) 燐含有量についての排水基準は，環境大臣が定める湖沼，海域として環境大臣が定める海域及びこれら

に流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

2.1.4.3 都道府県が条例で定める上乗せ排水基準

〔解説〕

1) 上乗せ基準は，水質汚濁に係る環境基準が定められているときは，それが維持されるために必要かつ十

分な程度の許容限度とする。

2) 上乗せ排水基準を定めるときは，あわせてその対象となる公共用水域の区域の範囲を明確に定めなけれ

ばならない。

3) 上乗せ基準の設定は，一律排水基準の対象物質または項目に限定される。

2.1.4.4 都道府県が条例で定める横乗せ排水基準

〔解説〕

1) 都道府県が地方自治法の定めるところにより制定する固有条例の守備範囲であり，上乗せ基準とは無関

係である。

2) 滋賀県の富栄養化防止条例に伴う窒素・燐の横乗せ排水基準は，「湖沼に係る窒素・燐の一般排水基準」

として，水質汚濁防止法に取り込まれた。この窒素・燐の基準値は，一般の家庭排水の汚濁程度とする

水質汚濁に係る環境基準のうち，人の健康の保護に関する環境基準値の10倍の数値を排水基準とする

（表６）。

都道府県は，国が設定した一律排水基準では不充分と認められる水域については，条例でより厳しい

排水基準を上乗せすることができる。

都道府県は，一律基準の有害物質又は健康項目以外にも，有害物質又は健康項目を指定して排水基準

を設定することができる。

生活環境項目の基準値は「家庭汚水の水質と同程度の汚水ならば公共用水域の持つ自然浄化力により

浄化される」として設定されている。なお，この基準は下水道法による公共下水道の簡易処理場の放流

水の基準と同一である（表７）。
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との考え方に基づいている（表８）。

2.2 測定方法

2.2.1 単位（文献4，5）

〔解説〕

1) 質量分率（g/kg，mg/kgなど）や質量濃度（g/L，mg/Lなど）で表すことが多い。

2) 質量分率を比率（‰，ppm，ppbなど）で表すこともある。

3) 当量数（グラム当量（eq/L），ミリグラム当量（meq/L）など）で表すこともある。アルカリ度のよう

に必ずしも内容の明らかでないもの，硬度のように（Ca2+＋Mg2+）の合計量として求めた場合に適し

た表し方である。

4) 溶液1 kg中の溶質のmg当量をepm（equivalents per million）として表すこともあるが，比率を表

すppmとまぎらわしく，誤解される恐れがある。

5) 電気伝導度はジーメンス毎メートル（S/m）で表される。なお，従来用いられてきたmS/cmをSI単位

に換算するとdS/mになる。

2.2.2 測定値の表し方（文献5）

〔解説〕

1) 蒸留残留物の場合，ろ過した試料水について蒸発残留物を測定した場合は溶解性蒸発残留物，懸濁物質

を含めた場合を全蒸発残留物というように，はっきり区別して表す。

2) ケイ酸の場合，全ケイ酸，比色ケイ酸のいずれを測定したか，はっきり区別して表す。

3) 鉄の場合，鉄（Ⅱ）イオン（2価鉄），鉄（Ⅲ）イオン（３価鉄），懸濁物質中の鉄など，種々の形態で

存在するので，Fe2+，Fe3+，（Fe2+＋Fe3+），Fe（酸可溶性）のように表す。地下水については， 還元状

態が進行するので2価鉄と全鉄の区別が重要になる。

4) 窒素化合物の場合，NO3－とNO3－N，NH4+とNH4－Nは別なものであり，イオンの量なのか窒素の量

なのかを，はっきり区別して表す。

5) カルシウム・マグネシウムの場合，Ca2+，Mg2+のように表す。

6) アルカリ度，酸度は測定条件を明らかにするため，pH4.8アルカリ度，pH8.3アルカリ度，pH4.8酸度，

pH8.3酸度などの表し方をとるか，測定条件を付記する。

7) CODの場合，酸化剤の種類や懸濁物質の有無などの測定条件を明らかにするため，COD（Mn）T，

COD（Cr）T，COD（Mn）F，COD（Cr）Fなどの表し方をとる。

2.2.3 測定値の信頼性（文献5）

〔解説〕

1) 蒸発残留物は各成分の和とほぼ等しいはずである。実際には，主要成分であるNa+，K+，Ca2+，Mg2+，

Cl－，SO42－，HCO3－，SiO2の８成分をmg/Lで表した数値の和と，溶解性蒸発残留物（mg/L）を比較

する。

Ⅰ-2 各種の水質基準と測定方法

単位及び記号は，JIS Z8203に規定するSI基本単位，補助単位，組立単位，SI接頭語を用いて表す。

測定値は分析の方法によってその内容が異なることがあるので，何を測定したのかをよく分かるよう

に表現する。

測定値が信頼できるかどうか，すなわち，操作に誤りがなかったか，装置が故障していなかったか，

計算ミスがなかったかどうかを確かめなければならない。
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2) 溶液中ではイオンの電気的中性が保たれるのでΣ陽イオンとΣ陰イオンはほぼ一致するはずである。陽

イオンとしてNa+，K+，Ca2+，Mg2+，陰イオンとしてCl－，SO42－，HCO3－（またはアルカリ度）につ

いてmeq/Lで表した数値の和を計算して比較する。（Σ陽イオン－Σ陰イオン）/（Σ陽イオン＋Σ陰

イオン）×100の値が２～５%以内に収まるのが望ましい。

3) 一般の水では，電気伝導度と蒸発残留物の間にほぼ一定の関係があることが知られている。電気伝導度

から推定した蒸発残留物の値と実測値を比較する。

4) 鉄，マンガン，亜鉛，アルミニウム，銅などの水酸化物を生成するような金属成分は，溶液のpHによ

って溶解度が大きく異なる。溶液のpHと溶解度積から推定した溶解度と実測値を比較する。

2.2.4 水質分析（文献4，5）

〔解説〕

1) JIS K0101工業用水試験法（日本規格協会，1998）：文献４を参照。

2) JIS K0102工業排水試験法 （日本規格協会，1998）：文献４を参照。

3) JIS K0125用水・排水中の揮発物性有機化合物試験方法（日本規格協会，1995）：文献４を参照。

4) 水質汚濁に係わる環境基準について（環境省，2003）：http://www.env.go.jp/water/mizu.htmlを

参照。

5) 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省，2003年）：

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/index.htmlを参照。

6) 水質調査作業規程準則（総理府令第103号，2000）：http://www.e-gov.go.jp/を参照。

2.2.5 人の健康の保護に関する環境基準の測定方法 （文献6）

〔解説〕

1) 環境基準に示された測定方法は， 地方公共団体等多くの機関で利用されるため，特殊な測定方法では

なく技術的に安定している測定方法である。

2) 項目の評価は，全シアンを除き年間平均値で行われることになったので，年間平均値を算定できるよう

に測定する必要がある。このため， 定量限界を原則として基準値の1/10とすることを目安として測定

方法を選定している。

3) GC－MS法，電子加熱原子吸光法（フレームレス原子吸光法），ICP発光分析法など，最新の機器分析

法を積極的に採用している。

4) 地方公共団体等が従前から使用している分析機器でも測定できるよう，試験操作等を検討した結果，

１つの項目について複数の測定方法を選定している。

5) 項目の増加に伴う負担を軽減するため，多成分同時分析が可能になるよう配慮している。

2.2.5.1 揮発性有機化合物（項目番号：9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，22）

〔解説〕

水質分析は各種の公定法に準拠して実施する。

水質環境基準の達成状況を判断するために，公共用水域の測定方法が明確に定めてられている。個々

の項目の測定方法は，試験操作等が日本工業規格に定められているものについては該当する項目を示す

ことにより，また，定められていないものについては，告示に付表として試験操作等を掲げることによ

り定められている（表1）。

有機塩素系化合物を中心とした物質であり，ベンゼン，1，3-ジクロロプロペンが含まれる。揮発性が高

いので，パージ・トラップ法またはヘッドスペース法で抽出し，GC－MS分析法またはGC法で定量する。

第
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1) 分離用カラムにはキャピラリーカラムを用い，検出器として塩素系に感度の高い電子捕獲型検出器

（ECD）を用いる。ジクロロメタンについては，ECDの感度が低いので水素炎イオン化検出（FID）を

用いる。

2) これらの物質は極めて揮発性が高いので，測定は試料採取後直ちに行う。直ちに測定が行えない場合は，

揮発性有機化合物による汚染がない４℃以下の場所に保存する。

2.2.5.2 農薬類 （項目番号：19，20，21）

〔解説〕

1) １，３-ジクロロプロペンは揮発性が高いので有機塩素系化合物と同様に測定する。

2) GCの検出器としては，シマジンはアルカリ熱イオン化検出器（FTD），チオベンカルブはFTDまたは

ECDを用いる。

2.2.5.3 無機化合物（項目番号：1，3，4，5，6，7，23，25，26）

〔解説〕

1) カドミウム及び鉛は，ICP発光分析法やICP-MS法により同時に定量できる。

2) 砒素及びセレンは，還元して水素化物に変えた後，原子吸光法またはICP-MS法で定量する。

3) 総水銀及びアルキル水銀の測定法から，使用頻度の低いアルキル水銀の薄相クロマト分離原子吸光法が

廃止された。

2.2.5.4 その他（項目番号：2，8）

参考文献

1) 環境法令研究会編集（2003）環境六法（平成15年版），中央法規，1281-1653

2) 水ハンドブック編集委員会編（2003）水ハンドブック，丸善，169-180，229-231，420-446，681-

688

3) 松田和久（2004）水道水質基準の見直し等を踏まえた今後の水道事業体の水質管理について，水環境

学会誌，27(1)，24-30

4) 日本規格協会（2005）：JISハンドブック53，環境測定Ⅱ（水質），596-815，816-858，1349-1483

5) 日本分析化学会北海道支部編（1994）：水の分析第４版，化学同人，1-38

6) 片山信浩（1993）：新たな人の健康の保護に関する環境基準の測定方法，水環境学会誌，16(4)，231-

234

菅原和夫（農業環境技術研究所）

Ⅰ-2 各種の水質基準と測定方法

農薬４物質のうち，１，３-ジクロロプロペンは揮発性が高いので，有機塩素系化合物と同様の方法で

測定する。これ以外の農薬はジクロロメタンで抽出するか，もしくは固相カラムに吸着後アセトンで抽

出する。シマジン及びチオベンカルブはGC-MSまたはGCで，揮発性の低いチウラムについてはHPLC

で定量する。

従来の測定法である吸光光度法，原子吸光法，GC法（アルキル水銀）に加えて，電子加熱原子吸光法

（フレームレス原子吸光法），ICP発光分析法，ICP-MS法で定量する。

シアンについては名称を「全シアン」と変更したが測定法は従前どおり，PCBについても従前どおり

の測定法で行う。
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3.1 汚濁負荷量の推定法（文献1）

3.1.1 原単位

〔解説〕

1) 産業分野の技術革新，生活水準や習慣の変化などを原単位に反映させなければならない。

2) 集水域における汚濁負荷発生量の推定精度は，各発生源の原単位の精度によって大きく左右されるので，

前もってその精度を十分検討してから適用しなければならない。必要があれば，当該流域で実測すべき

ことはいうまでもない。

3) 降雨時の流出量をも評価しようとする場合は，原単位も降雨流出が評価されているものを適用すべきで

ある。逆に当該河川の流出負荷のデータが降雨時を含まない低平水時の流出データである場合は，原単

位も降雨流出を含まないものを選択しなければならない。

4) 原単位は年間平均値として表現されている場合がほとんどである。したがって，短期間の水質や負荷量

の変動を予測する場合には，先行無降雨期間における堆積・貯留を考慮しなければならない。

5) 農地などの地理的条件，土壌条件，植生条件，気候的・季節的条件，人為的管理条件などに大きく影響

される発生源については，それらの条件に対応した原単位を整備していく必要がある。

6) 汚濁成分の生物利用活性・沈降性などはそれらの化学・物理形態によって異なる。また，沈降成分の再

溶出などは対象水域の富栄養化状況などによって異なる。

3.1.2 排出負荷量の推定

〔解説〕

1) 主な点源として，生活排水，工場・事業所排水，畜舎排水などを対象とする。

2) 点源から発生した汚濁負荷は，通常，各種の排水処理施設で浄化されてから河川へ流出する。従って，

目的の流域での排出負荷量を推定する場合には，各処理施設での排出率が必要になる。

3) 生活排水の基数として，総人口，下水道人口，合併処理浄化槽人口，し尿単独処理浄化人口，し尿処理

第Ⅰ章　農業環境モニタリングの基本事項

Ⅰ-3 汚濁負荷の推定法と地下水の水質解析法

汚濁負荷量は発生源の種類（点源か面源），時刻（昼間か夜間），天候（平水時か降雨時）などによっ

て大きく異なるので，発生源ごとの汚濁負荷量を継続して実測するのが基本となる。しかし，目的の流

域の汚濁負荷量を評価する場合，すべての発生源について継続して汚濁負荷量を実測するのは難しい。

ここでは，「河川汚濁のモデル解析（國松・村岡，1989）」に準拠して，発生源別の原単位から流域の汚

濁負荷を推定する方法を説明する。

大規模な事業所，下水処理場，し尿処理場などの大発生源や，参考にすべきデータがない発生源につ

いては，発生量を実測する。小規模な事業所や家庭排水のように個々に大きな違いがないと考えられる

発生源については，文献値や過去の実測データを発生源別に整理しておく（単位はg/日またはkg/年）。

これを汚濁負荷発生原単位あるいは単に原単位と呼ぶ。

流域の排出負荷量は次式に従って推定する。

Le ＝ ΣLi ＝ Σαi×fi ×pi ………………………………………………… (1)

Le：総排出負荷量

Li：発生源iの排出負荷量

αi：発生源iの排出率，（１－浄化率）

fi：発生源iの基数

pi：発生源iの原単位

第
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人口，自家処理人口，雑排水人口を調査する。また，生活排水の原単位は食物と洗剤類の収支から推定

する。

4) 工場排水の基数として，製品出荷額のデータが産業統計として公表されている。また，工場排水の原単

位は製品出荷額あたりのデータから推定する。

5) 家畜の基数として，飼養頭数や処理処分形態のデータが地方自治体に揃えられている。また，畜舎排水

の原単位は文献値に基づいて推定する。

6) 主な面源として，大気降下物，降水，森林，農耕地，市街地などを対象とする。

7) 面源からの流出は雨水によって起きるために，特に，降雨初期に高濃度の流出が発生する，一降雨につ

いては降水の総流出量によって総流達量が異なるなどの理由により，定量化は困難である。しかし，調

査事例が積み重ねられているので，それらのデータを活用することが出来る（表１）。

3.1.3 汚濁負荷の流達

〔解説〕

1) 単位流域区分を市町村の境界などで設定する。

2) 単位流域区分ごとに，発生源の種類別に排出負荷量を計算する（上記の(1)式に従って計算）。

3) 単位流域区分ごとにまとめた排出負荷量に流達率を乗じて，個々の流域区分に由来する流入負荷量を計

算する。

4) 個々の流域区分に由来する流入負荷量を目的とする流域全体で集計して，人為発生源に由来する流入負

荷量を算定する。

5) 最後に自然（山林など）の負荷量を加算して，当該水域への流入負荷量を求める。

Ⅰ-3 汚濁負荷の推定法と地下水の水質解析法

各発生源の排出地点から河川に流出するまでの間（流出過程）と，その流出地点から目的とする下流

地点まで流下する間（流下過程）に，汚濁物質の流出は自然浄化や人為操作によって複雑に変化する。

それぞれの過程を評価した流出率と流下率が必要であるが，実際には流出過程と流下過程を分離せず，

一括して流達率として評価される。河川水質の管理を考える場合には，目的とする下流地点は本流の水

質基準点である。しかし，湖沼，内湾などへの汚濁物質の到達を考える場合には，発生源から当該水域

まで到達する全過程を流達とする。

当該水域への流入（流達）負荷量は次式によって求める。

La ＝ Σi（βi×Σj Li,j）＋ Lb ……………………………………… (2)

La：流入（流達）負荷量

Li,j：流域区分iにおける発生源jの排出負荷量

βi：流域区分iからの流達率

Lb：自然の負荷量
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3.2 窒素負荷原単位法（文献3）

3.2.1 施肥

3.2.2 家畜排せつ物

〔解説〕

1) 家畜排せつ物量と窒素含有率を実測値に基づいて窒素負荷量を求めるのが望ましいが，困難な場合には

（Uaj × Haj）を（家畜排せつ物の窒素原単位×飼養頭数）で置き換える（表２）。

2) 1999年11月に，家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（家畜排せつ物法）が施行

されたことから，いわゆる野積み・素堀り等の不適正処理は減少傾向にある。それゆえ，現地調査によ

り，事業所ごとに家畜排せつ物の排出率を求める必要がある。

3) 家畜排せつ物を堆肥化するなどして，農地で有効利用している場合は(8)式に従う。

3.2.3 生活排水

〔解説〕

1) 単独処理浄化槽排水及び雑排水の原単位は，調査地の実情に応じた数値を使うことが望ましいが，ない

場合は表3に示す値を用いる。

3.2.4 商工業排水

Ⅰ-3 汚濁負荷の推定法と地下水の水質解析法

「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係わる地下水汚染調査マニュアル（環境省，1999）」に準拠して，硝

酸性窒素の地下水への流入を原単位法により推定する方法を説明する。

施肥による土壌への窒素負荷量は次式から算出する。

Nfy  ＝ Σ（ Ufi × Afi）…………………………………………………………… (3)

Nfy：施肥による年間窒素負荷量（kg/年）

Ufi：土地利用iの施肥窒素量（kg/ha/年）

Afi：土地利用iの耕地面積（ha）

畜産事業所から土壌への窒素負荷量は次式から計算する。

Nay ＝ Σ（Uaj × Haj × γaj）………………………………………………… (4)

Nay：家畜排せつ物の処理に伴う土壌への年間窒素負荷量（kg/年）

Uaj：事業所jにおける家畜排せつ物の発生負荷量（kg/年）

Haj：事業所jにおける家畜排せつ物中の窒素含有率

γaj：事業所jにおける家畜排せつ物の排出率

生活排水（し尿・雑排水）の地下浸透による土壌への窒素負荷量は次式から計算する。

Nsy ＝ Usy  × Pu ＋ Msy × Pm………………………………………………… (5)

Nsy：生活排水による年間窒素負荷量（kg/年）

Usy：単独処理浄化槽排水の原単位（kg/人/年）

Pu：単独処理浄化槽排水の地下浸透処理人口（人）

Msy：雑排水の原単位（kg/人/年）

Pm：雑排水の地下浸透処理人口（人）

商工業排水の地下浸透による土壌への窒素負荷量は次式から計算する。

Ncy ＝ Σ（Uck × Nck）……………………………………………………… (6)



〔解説〕

1) 事業所別の排水量および排水中窒素濃度の実測値に基づいて窒素負荷量を求めるのが望ましい。

3.2.5 硝酸性窒素の地下水への流入

〔解説〕

1) 溶脱率は，土壌に負荷された窒素が硝酸イオンや亜硝酸イオンの形態で地下水へ流入する割合であり，

作物の種類，土壌の種類，施肥法などの条件によって異なる。

2) 溶脱率の設定に当たっては，調査地域の実情に応じた適当な値を選定する（表４，表５を参照）。

3) 降水量と地下浸透量の関係は次式で表される。

P（降水量） ＝ E（蒸発散量） + Rs（表面流出量） + Rg（地下浸透量）

4) 降水浸透率（δp ＝ Rg/P）の全国平均値は0.22であるが，降水浸透率は対象地域の不透水性面積によ

って異なる。武蔵野台地では，降水量を1500 mm/年，不透水性面積の割合を40％とした場合には，

地下浸透量は420 mm/年（降水浸透率：0.28）となる。また，不透水性面積の割合を80％とした場合

には，地下浸透量は140 mm/年（降水浸透率：0.093）となる。

25

硝酸性窒素の地下水への流入には，人間活動に起因するものと自然的原因によるものがあり，それぞ

れ(7)式と(8)式から年間窒素流入量を計算する。

Nart ＝ Nfy × α ＋ Nay  × β ＋ Nsy × γ ＋ Ncy × δ……………………(7)

Nart：人間活動に起因する年間窒素流入量（kg/年）

α，β，γ，δ：窒素負荷源の種類別の溶脱率

Nnat ＝ N c× P  × A × δp ÷ 100……………………………………………… (8)

Nnat：自然的原因による年間窒素流入量（kg/年）

N：自然地下水中の硝酸性窒素濃度（mg/L）

P：降水量（mm/年）

A：調査範囲の面積（ha）

δp：降水浸透率

Ncy：商工業排水による年間窒素負荷量（kg/年）

Uck：事業所kにおける排水の地下浸透量（m3/年）

Nck：事業所kにおける排水中の窒素濃度（kg/ m3）
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Ⅰ-3 汚濁負荷の推定法と地下水の水質解析法
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Ⅰ-3 汚濁負荷の推定法と地下水の水質解析法



29

3.2 地下水の水質解析法

〔解説〕

1) ヘキサダイアグラムやキーダイアグラムを作成し，地形図や帯水層を示す断面図に重ね合わせて，そ

の地点別変化や時系列変化から硝酸性窒素の供給源を推定することができる。

2) 地下水水質の主な測定項目について濃度相関マトリックスを作成し，硝酸性窒素と相関の高い項目を

明らかにする。

3.2.1 ヘキサダイアグラム（文献3）

汚染された地下水の水質と自然状態の地下水の水質を比較して，汚染の程度や原因を解析するために，

ヘキサダイアグラム，キーダイアグラム，濃度相関マトリックスなどを用いる。

地下水中の主な溶存イオンの当量値（meq/L）を３本の水平軸上にプロットし，各点を直線で結んで

図形を作る（図１）。

図1 ヘキサダイアグラムの例
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〔解説〕

1) 水平軸の中心より左側に陽イオン，右側に陰イオンをプロットする。

2) 最上段にNa+，K+，Cl－を，中段にCa2+，とHCO3－を，下段にMg2+，SO42－，NO3－をプロットし，必

要に応じてNO3－を強調する（黒い部分）。

3) 森林を集水域とする溜池のヘキサダイアグラムから，自然状態のSO42－，NO3－，Ca2+，Mg2+は低いこ

とが分かる。

4) 茶園を集水域とする溜池と茶園湧水のヘキサダイアグラムの形状は極めて類似しており，SO42－，NO3－，

Ca2+，Mg2+が高いことから，茶園への施肥が汚染源と考えられる。

5) 飲用井戸と茶園湧水のヘキサダイアグラムの形状も類似しているが，低pHのためHCO3－が低い。

3.2.2 キーダイアグラム（文献3）

〔解説〕

1) ダイアモンドの右半分に炭酸塩由来のイオン（Ca2+，Mg2+，HCO3－）を，左半分に肥料や土壌改良資

材等から溶出するイオン（Na+，K+，Cl－，SO42－，NO3－）を当量（%）で表す。

2) 一般的に，人為的影響を受けない場合はアの方向に，人為的影響を受ける場合はイの方向に変化するこ

とが多い。すなわち，農地に施用された肥料や畜産廃棄物に由来する硝酸イオン，硫酸イオンが優勢な

組成に変化していく。

3) 人為的な地下水質汚染の指標となる硝酸イオン，硫酸イオンは，河川から涵養される伏流水を除くと，

地下水中にはもともと少ない。

Ⅰ-3 汚濁負荷の推定法と地下水の水質解析法

地下水水質の測定値を，ダイアモンド型図形の各辺の目盛りが溶存イオン群の当量（％）を表すグラ

フにプロットして作成する（図２）。

図2 キーダイアグラムの例
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3.2.3 濃度相関マトリックス（文献3）

3.3 硝酸性窒素による地下水汚染の事例

3.3.1 濃度相関マトリックス（文献5）

〔解説〕

1) NO3－－N，SO42－とCa2+，Mg2+の間の相関が高いのは，土壌の酸性化を防ぐ目的で苦土石灰を多量に

施用したためと考えられる。

2) Ca2+，Mg2+とアルカリ度の相関が低いのは，これらの陽イオンの供給源が炭酸塩鉱物の溶出によらず，

施肥等の影響を強く受けていることを示している。

地下水中の各成分の相関係数を一覧表にしたものであり，各成分間の相関係数の大小から汚染原因を

推定することができる。

1970年代後半から，岐阜県の各務原台地では地下水中の硝酸性窒素濃度が上昇し，一部の地域では水

道水の基準値を上回り，簡易水道の水源が廃止される事態に至った。地下水の涵養源調査，水質調査な

どが行われた結果，汚染原因は台地東部のニンジンを主作物とする畑作地帯で施用された窒素肥料の地

下浸透であることが判明した。台地の表層１～２mは厚層の黒ボク土で覆われており，その下層に砂礫

層が10～50mも発達して良好な帯水層を形成している。明瞭な粘土層（不透水層）の見られない典型的

な不圧地下水地帯である。

測定対象とした12項目の中で，pHと亜硝酸性窒素を除く各成分の濃度相関マトリックスを作成した結

果，NO3－－Nと高い相関を示した項目はCa2+，Mg2+であった。一方，Ca2+，Mg2+と窒素肥料の主成分で

あるSO42－と間に高い相関が 認められたが，アルカリ度（HCO3－）との相関は低かった（表６）。

表6 主要成分の濃度相関マトリックス
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3.3.2 水質キーダイアグラム（文献5）

3.3.3 減肥対策（文献5）

Ⅰ-3 汚濁負荷の推定法と地下水の水質解析法

1990年７月の141地点の測定結果をもとに水質キーダイアグラムを作成した結果，陽イオンでは

Ca2+－Mg2+，陰イオンではCl－－SO42－－NO3－系が50%を超える地点が圧倒的に多く，NO3－－N濃度が

低下したにもかかわらず，肥料の影響を受けて水質が変化したしていることが分かった（図３）。

農業関係者の普及活動により，ニンジンの１作当たりの窒素施肥量は，1970年当時の256kg/haから

1991年には153kg/haまで減少した。一方，1994年の水質調査におけるNO3－－Nの平均濃度は5.9

mg/Lであり，1990～1991年の調査結果，6.5mg/Lと比較すると約10%の濃度低下が見られ，汚染軽

減に向かっていることが示された。

図3 水質キーダイアグラム（1990年7月）
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