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協力：「農業・農村域を発生源とする亜鉛等重金属の水域生態系に与える
リスクの評価」研究グループ

【環境省公害防止等一括計上研究課題(H20‐23)】



本発表に関連するトレードオフ関係

１．農地での有機物利用に伴う功・罪

２．農地を介する有機性資源の循環(?)利用に
伴う功・罪伴う功 罪



農地での有機物利用におけるトレードオフ関係

プラスの効果
Ⅰ植物養分としての効果

マイナスの効果（多量施用による）
１．窒素過剰(C/N比の低い堆肥)

（直接的効果）
１．多量要素の給源
２．微量要素の給源
３．緩効的・持続的・累積的効果

炭酸ガスの給源

高濃度の無機態窒素による濃度障害
作物体中の硝酸態窒素濃度の上昇
硝酸態窒素の流亡による地下水汚染

２．窒素飢餓(C/N比の高い堆肥)
有機化による窒素飢餓４．炭酸ガスの給源

５．生育促進物質

Ⅱ土の物理的・化学的性質の改善
（間接的効果）

有機化による窒素飢餓

３．生育阻害物質(副資材を多量に含む未
熟堆肥、嫌気的に発酵した堆肥)
副資材中の育成阻害物質

１．土壌団粒の形成

孔隙分布、透水性、保水性、通気性
易耕性、耐食性の改善

２．陽イオン交換容量の増大

嫌気的発酵で生成された生育阻害物質

４．土壌の異常還元(未熟堆肥)
土壌の還元による根の障害
土壌中での生育阻害物質の生成

キレート作用
３．活性アルミナの抑制

リン酸の固定防止・有効化
４．緩衝能の増大

Ⅲ土の中の生物相とその活性の維持・

５．ミネラルの過剰(特定のミネラルを多量に
含む堆肥)
作物中のミネラルバランスの変動

土壌中での銅・亜鉛の蓄積Ⅲ土の中の生物相とその活性の維持・
増進（間接的効果）

１．中小生物・微生物の富化・安定化
２．物質循環能の増大
３．生物的緩衝能の増強（有害微生物の突発的増殖防止

土壌中での銅 亜鉛の蓄積
６．土壌の物理性の悪化(未熟堆肥・オガク
ズ堆肥)
土壌の圧密化３．生物的緩衝能の増強（有害微生物の突発的増殖防止

４．有害物質の分解・除去 保水性の悪化

農地外での環境汚染の懸念？



農地を介する有機性資源の循環(?)利用における
トレードオフ関係トレ ドオフ関係

プラスの面 マイナスの面プラスの面

• 資源の有効利用

• 廃棄物の減量化

マイナスの面

• 不要成分の持ち込み・蓄積

→農地の汚染 汚染源化• 廃棄物の減量化 →農地の汚染、汚染源化

• 環境汚染・負荷物質の拡散



亜鉛は、生体の必須元素亜鉛は、生体の必須元素

• ヒトでは、鉄の次に多い必須微量元素
（約33 体重65k で2 1 ）（約33ppm、体重65kgで2.1g）

☆100種類を超える酵素の構造形成や維持に関与

☆成長、発育、受精能力などの制御や、食物消化や核酸合成

☆推定平均必要量 （ ）☆推定平均必要量：8（6）mg/日
推奨量 ：9（7）mg/日
上限量 ：30（30）mg/日
（成人男性、かっこ内は成人女性、厚労省(2004)）

☆過剰摂取で過剰症、摂取不足で欠乏症

• 人体への亜鉛の供給源は食物人体への亜鉛の供給源は食物
☆世界的には、20億人が亜鉛欠乏気味の食生活

☆毎年80万人の子どもが亜鉛欠乏が原因で死亡

• 健全な植物（地上部）では、25‐150ppm
☆過剰障害：クロロシス☆過剰障害：クロロシス

☆欠乏障害：生育不良



水生生物に対する亜鉛の生態毒性水 物 対する亜鉛 態毒性

• 主として遊離体(Zn2+)による

☆急性毒性： 合
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☆慢性毒性：より低濃度 図．水生生物種ごとの急性毒性値(LC50, EC50)
のプロット(NEDOと産総研,2008を改変)

「水生生物保全のため」の水質環境基準の設定（H15）「水生生物保全のため」の水質環境基準の設定（H15）



亜鉛の水質環境基準
生活環境項目の一つ

河川・湖沼で0 03mg/L以下 海域では0 01 または0 02 mg/L以下河川・湖沼で0.03mg/L以下、 海域では0.01、または0.02 mg/L以下

参考：健康項目(カドミウム、鉛、ヒ素0.01mg/L以下、水銀0.0005mg/L以下)

(環境省,2003)



亜鉛発生量と公共用水域への排出量の見積もり

NEDOと産総研(2008)を改変

(2002年度)

土壌由来の亜鉛負荷について
・「水環境への亜鉛負荷源として最大」「水環境への亜鉛負荷源として最大」
(US EPA, 1980)

・「河川水濃度の急激な上昇要因とはなりにくい」
・面的に偏在
・土壌粒子は速やかに沈降し、底質に堆積
・土壌粒子からの亜鉛の溶出は少ない



農地土壌への亜鉛供給源農地土壌への亜鉛供給源

資材としての投入

☆肥料、とくに汚泥肥料・・・未評価

☆家畜ふん（堆肥） ・・・一部、評価済み

☆亜鉛を含む農薬 ・・・PRTR法対象物質は評価済み

意図しない混入意図しない混入

☆降雨、降下物 ・・・農地も含めて、評価済み

PRTR：化学物質排出把握管理促進法
亜鉛の水溶性化合物(ZnSO4, ZnCl2)、ジネブ、マンゼブ、ジラム、ポリカーバメート、プロピネブ



農地土壌を亜鉛のフローに加えると農地土壌を亜鉛のフ に加えると



日本の廃棄物、生物系廃棄物の発生状況
年(1998年)

廃棄物全体の4割、有機性廃棄物の7割が下水汚泥と畜産関連廃棄物廃棄物全体の4割、有機性廃棄物の7割が下水汚泥と畜産関連廃棄物

下水汚泥
部が 肥料や堆肥として

般廃棄物（生ゴミ 木竹類）家畜ふん尿・

下水汚泥
(23%) 一部が、肥料や堆肥として

農地に投入・利用

一般廃棄物（生ゴミ・木竹類）

下水汚泥

家畜ふん尿、畜産物残さ

食品産業汚泥、動物性残さ

家畜ふん尿・
畜産物残さ

(21%)

建築発生木材、バーク、木くず等

浄化槽汚泥、生し尿

農業集落排水汚泥

わら類

生物系廃棄物以外

生物系廃棄物(約2.8億トン、60%)

廃棄物全体(約4.6億トン、100%)
(Chino, 2000 など)



汚泥肥料を通じた農地への亜鉛負荷
表.汚泥肥料の生産量2007年（ポケット肥料要覧2008）

• 汚泥肥料等で、普通肥料全体の13%の生産量

（うち７割が汚泥発酵肥料）

• 汚泥発酵肥料中の亜鉛濃度 : 890ppm (170‐2500ppm)*
汚泥肥料による亜鉛 農地 投入量 ト• 汚泥肥料による亜鉛の農地への投入量 ：610トン～

水分： 50%以下(任意の品質基準)
*斎野・森田(2001)



家畜排せつ物、化学肥料による農地への亜鉛負荷
(Mishima et al., 2005)

• 家畜排せつ物 (1998年度)家畜排 物 ( 年度)
排出量 : 2863 トン

堆肥中に含まれる量 : 1551トン
排出 堆きゅう肥 廃棄

乳用牛 683 436 248
肉用牛

亜鉛(トン)

廃棄される量 : 1312トン 肉用牛 572 302 270
豚 983 208 774
採卵鶏 489 475 15
ブロイラー 136 131 5

• 化学肥料 (1998年度)
酸を含む 学 料由来 鉛負荷

イラ
合計 2863 1551 1312

リン酸を含む化学肥料由来の亜鉛負荷 : 213トン

亜鉛濃度 生産量 亜鉛含有量
(mg/kg) 百万トン トン

過リン酸石灰 94.7 253.1 24.0
重過リン酸石灰 110.3 25.9 2.9
熔成りん肥 87.4 127.3 11.1
高度化成肥料 69 1* 2400 9 166 0

リン酸質肥料

高度化成肥料 69.1 2400.9 166.0
普通化成肥料 76.8* 117.0 9.0

合計 212.9
*代表値

複合肥料



農地は、亜鉛のストックヤード



「農業・農村域を発生源とする亜鉛等重金属の水域生態系
に与えるリスクの評価」に与えるリスクの評価」

【環境省公害防止等一括計上研究課題(H20‐23)】



土壌中の亜鉛濃度
• 地殻中の濃度： 73ないし80 ppm (g/kg)

(Rudnick and Fountain, 1995; Taylor and McLennan, 1985)

• 土壌の管理基準値： 120 ppm
(環境庁(1974)農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準について )

地点ごとに大きなばらつき• 地点ごとに大きなばらつき
鉱山廃水や工場排水

自動車からの煤塵自動車からの煤塵

（農業資材からの混入）

図．北海道の未耕地土壌の土壌群別亜鉛濃度(北海道立中央農試(1994)を改変)



河川水質調査
◎名古屋

◎豊橋◎豊橋

梅田川
梅田川支流の阿羅田川
赤黄色土地帯赤黄色土地帯
流域面積3.2km2

約半分が露地野菜畑(キャベツ)
畜産も盛ん(豚4500、牛580、鶏14000)畜産も盛ん(豚4500、牛580、鶏14000)



平水時平水時

ゲリラ豪雨時の様子(2007.7.25)



降雨時の河川水中のSS・亜鉛
河川水中の亜鉛濃度の高い時間は、降雨中のごく短時間

←流域土壌面からのSS、亜鉛の流出の影響

亜鉛濃度は 環境基準値を超え 最高150 bまで上昇亜鉛濃度は、環境基準値を超え、最高150ppbまで上昇
溶存態はわずかで、ほとんどが懸濁態→ 水生生物への直接的な影響は小さい？
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公共用水域への影響
梅田川の流出先 渥美湾の東奥部梅田川の流出先：渥美湾の東奥部

◎名古屋

渥美湾
この海域に流出

◎豊橋

梅田川

三河湾

伊勢湾

海水中では、顕著な汚濁は認められていない
全亜鉛濃度 <10ppb程度*（環境基準は、10ないし20ppb）

(*愛知県環境部、2002‐2008)



海域堆積物の亜鉛濃度分布
（地球化学図、産総研地質調査総合センター）

この海域に流出
155‐173ppm

農地から流出した亜鉛の影響？
今のところ堆積物からの亜鉛の溶出は顕著ではないが・・・



農地での有機物利用におけるトレードオフ関係

プラスの効果
Ⅰ植物養分としての効果

マイナスの効果（多量施用による）
１．窒素過剰(C/N比の低い堆肥)

（直接的効果）
１．多量要素の給源
２．微量要素の給源
３．緩効的・持続的・累積的効果

炭酸ガスの給源

高濃度の無機態窒素による濃度障害
作物体中の硝酸態窒素濃度の上昇
硝酸態窒素の流亡による地下水汚染

２．窒素飢餓(C/N比の高い堆肥)
有機化による窒素飢餓４．炭酸ガスの給源

５．生育促進物質

Ⅱ土の物理的・化学的性質の改善
（間接的効果）

有機化による窒素飢餓

３．生育阻害物質(副資材を多量に含む未
熟堆肥、嫌気的に発酵した堆肥)
副資材中の育成阻害物質

１．土壌団粒の形成

孔隙分布、透水性、保水性、通気性
易耕性、耐食性の改善

２．陽イオン交換容量の増大

嫌気的発酵で生成された生育阻害物質

４．土壌の異常還元(未熟堆肥)
土壌の還元による根の障害
土壌中での生育阻害物質の生成

キレート作用
３．活性アルミナの抑制

リン酸の固定防止・有効化
４．緩衝能の増大

Ⅲ土の中の生物相とその活性の維持・

５．ミネラルの過剰(特定のミネラルを多量に
含む堆肥)
作物中のミネラルバランスの変動

土壌中での銅・亜鉛の蓄積Ⅲ土の中の生物相とその活性の維持・
増進（間接的効果）

１．中小生物・微生物の富化・安定化
２．物質循環能の増大
３．生物的緩衝能の増強（有害微生物の突発的増殖防止

土壌中での銅 亜鉛の蓄積
６．土壌の物理性の悪化(未熟堆肥・オガク
ズ堆肥)
土壌の圧密化３．生物的緩衝能の増強（有害微生物の突発的増殖防止

４．有害物質の分解・除去 保水性の悪化

農地外での環境汚染の懸念



有機物利用に伴うトレードオフ関係を克服する有機物利用に伴うトレ ドオフ関係を克服する

１．土壌中の成分濃度の適正管理
☆モニタリング

安価
On site

☆投入資材の含有成分に注意を払う
（☆有機物中の不要成分濃度の低減化）
☆不溶化・固定化（還元状態、資材）個

人

On site
土壌資源の保全

２．土壌からの流出管理
☆表面流去の発生抑制

土壌資源の保全

☆土壌の流出抑制
土壌侵食要因の改善：地表面勾配、土壌被覆、畝方向、植生帯の利用

☆休耕期間中の裸地化、堆肥の山積みの回避

３．流出成分の河川などへの流達管理
☆沈砂地、遊水池、（人工）湿地の利用（堆積と維持管理）

団 ☆排水路等に堆積した土砂の除去

４．流出先・堆積の場での水質汚濁管理

地
域
、
集

団

☆底泥の浚渫
☆有害成分の除去・固定（還元条件）Off site

高価

地



本発表のまとめ本発表のまとめ

• 農地は 有機性廃棄物の循環(?)利用の構成要素• 農地は、有機性廃棄物の循環(?)利用の構成要素

• 有機質資材には高濃度の亜鉛が含まれるものもある• 有機質資材には高濃度の亜鉛が含まれるものもある
土壌中亜鉛濃度の上昇

• 土壌中亜鉛は 降雨時に公共用水域に流出（特に豪雨時）土壌中亜鉛は、降雨時に公共用水域に流出（特に豪雨時）
浮遊性画分が多い

• 河川を通じて下流まで輸送され（、堆積し）ている
農地土壌が公共用水域の亜鉛汚染源？

土壌の亜鉛濃度を高めない管理が望まれる• 土壌の亜鉛濃度を高めない管理が望まれる

謝辞：「農業・農村域を発生源とする亜鉛等重金属の水域生態系に与える
リスクの評価」研究グループ諸氏には、データの提供ほか発表について有
益な示唆をいただきました。感謝申し上げます。


