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1.農山村における物質循環

農山村における物質循環は，農業生産の変化にと

もない大きく変わってきた。図Ⅲ-22は，第二次世

界大戦前の農山村における，そして図Ⅲ-23は，現

在の農山村における物質移動のイメージ図である。

農山村の空間を，水や大気などの環境と生物からな

る生態系としてとらえ，それぞれの矢印の太さで，

移動する物質の量の大きさを相対的に示した。

水色の四角で示された農山村の環境（水や大気な

ど）から里山へ，光合成に必要な水・日光・二酸化

炭素（CO2）の他，微量ながらも降雨に含まれる無

機態窒素などの栄養塩類が供給されている（矢印1）。

図Ⅲ-22では，里山から都市部に燃料や木材が供給

されていたが，図Ⅲ-23では，里山から都市部への

物質移動はほとんどない（矢印2）。また，里山の木

材や草木は燃料として，あるいは加工されて日用品

として農民に使われていたが，現在はほとんど利用

されていない（矢印3）。

農山村で自給されていた農作物（矢印10）は，

市場に出荷される割合が増加し（矢印5），外部から

の購入が増えた（矢印7）。その割合は，経営規模や

形態により異なる。

農地には，里山と同様，環境からの水・日光・二

酸化炭素と若干の栄養塩類が供給される他，マメ科

の牧草は，空気中の窒素（N）を固定している（矢

印4）。肥料については外部からの投入が増加し（矢

印6），人間の下肥や食品残さ（矢印11）・家畜ふん

尿（矢印18）・里山の落葉や草木（矢印15）の利用

は激減した。多投入農法が普及した結果，環境への

栄養塩類の排出が増加する（矢印20）とともに，人

間の排せつ物・ごみなど（矢印14）や，家畜の排せ

つ物（矢印21）が，環境に負荷を与えている。

家畜の餌は，農作物の残さ（矢印17）・里山の草

（矢印16）・人間生活からの残さ（矢印13）などだ

ったが，現在は，飼料用作物を栽培している農家を

除き，大部分が市場から購入している（矢印9）。元

来，わが国の家畜は主として農作業用として用いら

【5－1】生態系保全からみた評価

バイオマスの利活用に際して，地域の生態系や水環境の保全は，留意事項の一つである。
本章では，安定同位対比を用いた農山村地域の生態系における食物網と物質循環の解析
（5－1），バイオマスの利活用による水質環境への影響の解析（5－2）を行い，農山村の
環境保全のための農業農村基盤整備のあり方について検討する。

生態系・水質環境保全からみた評価第5章
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【図Ⅲー23】現在の農山村における物質移動
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【図Ⅲー22】戦前の農山村における物質移動
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ということわざが示すように，水路や河川には，環

境負荷を軽減する働きがあることが，経験的に知ら

れてきた。このことわざは，水路に生息している微

生物の浄化機能を表していると理解されているが，

それだけではない。

（2）藻類とその役割

水路や河川の底の石を手に取ると，表面にヌルヌ

ルとしたコケのようなものがはえ，小さな虫がうご

めいているのをみることができる。このコケ状の生

物の正体は，藻類である。藻類には，植物プランク

トン・コンブ・アオコの原因となるミクロキスティ

スなど，さまざまな種類のものがある。藻類は，農

山村地域における物質循環に，大きな役割を果たし

ている。

藻類は，水中の二酸化炭素（CO2）を使って光合成

し，水中の窒素（N）やリン（P）などの栄養塩類を吸

収している。自然界では，窒素不足が，植物や藻類

の生長を抑制していることが多い。環境中にこれら

が多く存在すれば成長は早くなり，閉鎖性水域では，

水の華と呼ばれる異常増殖につながることがある。

藻類は，草食の虫たちの餌となる。水路の石の表

面や裏側には，カゲロウ・トビケラ・カワゲラなど

がみられる。そして，彼らはまた，肉食の昆虫や魚

類の餌となる。このような「食う－食われる」の関

係は，生物界のありとあらゆるところで繰り広げら

れており，食物網，あるいは食物連鎖と呼ばれてい

る。藻類はその出発点なのである。

（3）安定同位体比と食物網

藻類が吸収した栄養塩類は，藻類を食べる虫たち

の体組織となる。つまり，植物や藻類に吸収された

物質は，食物網のなかを移動していることになる。

動物は，他者がつくり出した有機物に依存する従

属栄養生物であり，餌として取り入れた物質を体内

で燃焼させてエネルギーに変換している。食物網を，

エネルギーの流れとして理解することもできる。

このような物質の動きを化学的に証明し，解析す

る方法が，安定同位体比である。安定同位体比では，

食物網を解析することができる他，環境中に存在す

る物質の特性も推定することができる。この方法を

簡単に説明する。

物質を構成する原子には，同じ元素番号をもちな

がら，質量数が異なる同位体が存在する。たとえば，

炭素（C）のほとんどは，質量数が12である12Cで占

れたため，ニワトリを除いて食用にされることはほ

とんどなかったが（矢印12），現在の畜産農家は，

すべての生産物を市場に出荷している（矢印8）。

このように，人間生活に必要な物質を通した都市

と農山村の結びつきが強まり，さらに投入される物

質が急激に増加した結果，里山を含めた農山村地域

内の自給・循環システムは崩壊し，物質移動は滞留

した。閉鎖系水域における富栄養化や，畑作地帯に

おける地下水の硝酸態窒素（NO3-Ｎ）汚染など，環

境に対する負荷対策が緊急の課題となっていること

は，改めて言及するまでもない。

従来の農業生産システムでは，農山村内部の発生

物は無駄なく利用されながら循環しており，たとえ

環境に排出されても浄化機能の処理容量に満たな

かった。しかし，近代農法が生産性向上を追求した

結果，浄化・復元能力を超えた負荷を環境に与えて

いる。

2.安定同位体比による農山村生態系の把握

（1）農山村地域の自然循環機能

農山村地域に流入する物質として，肥料がある。

肥料の起源は，江戸時代から広域化し始めており，

当時から，海域を含めた非常に広い空間をバックヤ

ードとしてもっていた（コラム2参照）。物質移動の

スケールは次第に拡大し，現代では，肥料に限らず

動力源としての石油・農業資材など，ありとあらゆ

る物質が，世界中からわが国の農山村に供給されて

いる。

わが国の農山村地域の自然循環機能を圧倒的に上

まわる量の物質が流入していることが，物質滞留の

原因である。自然循環機能については，食料・農

業・農村基本法に，以下のように記されている。

つまり，本法では，人間が自然を利用して農作物

を生産するという，農業が本来もっている自然循環

機能を再評価し，環境負荷の少ない持続的農業の推

進を強化することが目的とされている。

この他にも，農山村地域には，浄化機能があると

いうことが知られている。「水は三尺流れれば清し」

【自然循環機能の維持増進】第三十二条

国は，農業の自然循環機能の維持増進を図るため，農薬及

び肥料の適正な使用の確保，家畜排せつ物等の有効利用によ

る地力の増進その他必要な施策を講ずるものとする。
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められる。この質量数12は，原子核を構成する陽子

と中性子の個数の和が12（それぞれ６個ずつ）であ

ることを意味する。

自然界には，同じ炭素という元素でありながら，

中性子が７個の炭素と８個の炭素が，わずかながら

存在する。質量はそれぞれ13，14であるため，それ

ぞれ13C，14Cと表される。
14Cは放射性同位体である。この半減期が5730±40

年であることを利用して，遺跡などの年代測定など

に用いられている。13Cは，放射線を出さず放射壊変

しないため，安定同位体と呼ばれる。
13Cは，自然界の炭素の1.1%を占め，大気中や水中

の二酸化炭素（CO2）にも含まれる。この少しだけ

重い炭素の含まれる割合（＝安定同位体比：δ（デ

ルタ）13Cで表される）は，餌となる生物と上位消費

者の間で，ほとんど変わらないという性質がある。

つまり，δ13Cを調べると，何を食べたか（あるいは，

何を食べた何を食べたか）を知ることができる（δ
13Cの値が高いほど，重い炭素の13Cが多いことを表

している）。
14Nがほとんどを占める窒素（N）についても，少

しだけ重い15Nが存在する。食物網では，炭素とは異

なり，上位消費者の窒素の安定同位体比（δ15N）は

約３‰（パーミル）高くなる。つまり，15Nの割合が

増え，少し重くなるという性質がある。

これらのことから，δ13Cからは，食物網の起源に

関する情報を，δ15Nからは，栄養段階に関する情報

を得ることができるのである。

漓δ13C

植物は，光合成回路の違いにより，イネを含むほ

とんどの植物が属するC3植物と，サトウキビ・トウ

モロコシ・エノコログサなどが属するC4植物などに

分かれる。C4植物は，進化した植物と考えられ，効

率的な光合成をする。

C3植物のδ13Cは，-35～-25‰，C4植物のδ13Cは，

-15～-10‰程度，藻類のδ13Cは，-23‰～-12‰を示す。

筆者が，農山村地域の植物や藻類のδ13Cを測定した

結果によると，C3植物は-33～-27‰，C4植物は-15～

-11‰，藻類で-20‰前後を示すことが多かった。

動物のδ13Cは，これら植物の，δ13Cの違いを反

映する。たとえば，C4植物を食べた動物のδ13Cは，

C3植物を餌とした動物より高い。藻類のδ13Cは，C3

植物より高いことから，水中の生物のδ13Cを分析す

れば，生物の有機物起源が藻類なのか否かを知るこ

とができる。

滷δ15N

降雨に含まれる窒素のδ15Nは低く，マイナス値を

示し，河川を流下するほど人間を含む生物の影響を

受けて高くなるのが一般的である。これは，水中の

生物が影響する他，合流する下水など，排水のδ15N

が高いことによる。畜舎からの排水のδ15Nは，非常

に高い値を示すことがある。なお，この値は窒素濃

度と無関係であり，「窒素の性質（経歴）」を表す数

値である。δ15Nが高くても生物に害があるわけでは

ない。

魚類は，食物網の上位に位置することが多いため，

δ15Nは，8～10‰を示すことが多い。環境に含まれ

る窒素のδ15Nが高ければ，食物網を支える生産のδ
15Nが高くなるため，この値はさらに高くなる。

3.安定同位体比による
食物網・物質循環の解析事例

岩手県の国営農地再編整備事業（ほ場整備事業）

いさわ南部地区において，安定同位体比を用いて，

食物網と物質循環の解析を行った63)。

（1）いさわ南部地区の概要

いさわ南部地区は，北上川支流の胆沢川がつくり

出した扇状地で，胆沢平野の南端に位置する。この

地方は日本三大散居として広く知られ，キヅマと呼

ばれる屋敷林は，独特の景観を形成している。また，

ギバチやスナヤツメなどの希少種を含む多様な生物

が，生息している。

このため国は，ほ場整備の実施に当たって，景観

と生態系の保全に努めることを前提とした，下記の

基本整備コンセプトを設定した。

◎水辺環境の保全・再生

◎緑地環境の保全

◎農耕地環境の保全・再生

◎水辺と緑地のネットワークの形成

本地区の受益地は，河岸段丘上部に位置しており，

標高は110～210m，受益面積は707ha，東西約10km，

南北約４kmにわたっている。

地区のほぼ中央を流下している幹線排水路の原川

の排水量は，4.9m3/秒である。ギバチなどの保護を

はかるため，原川の一部区間を現況のまま保全し，

改修区間のなかには，二面張り工法が導入されてい

る。二面張り区間の落差工は，水生生物の移動を阻

害しないよう，階段式落差工が採用された。計画さ
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は，河畔林に遮られ，光合成に十分な日光が水面に

届かず，藻類生産量が少なかったためと推察される。

Sta.7における食物網では，渓流と同様に，陸起源の

有機物が藻類に替わる重要なエネルギー源になって

いると考えられる。

付着物の地点別ごとのδ15Nと，硝酸（NO3-）・ア

ンモニア（NH4+）の濃度を，図Ⅲ-25に示す。山林

からの流出の影響を受けるSta.1の硝酸濃度およびδ
15Nは低い。Sta.2から硝酸濃度とδ15Nが漸増したの

は，水田排水と集落の生活雑排水が流入しているた

めと考えられる。

硝酸濃度は，Sta.4より下流側でさらに上昇し，

Sta.6で最大値を示したが，δ15Nは，Sta.4で最大値と

なっており，ピークのずれがみられた。このピーク

のずれは，Sta.4より下流の環境の影響と考えられる。

Sta.4より下流側で流入するのは水田排水のみであ

り，水田排水に含まれる硝酸態窒素（NO3-N）のδ
15Nは，生活雑排水より低い。また，化学肥料は，空

気中の窒素から生成されるため，δ15Nはゼロに近い。

流入する排水の違いにより，硝酸濃度が上昇した一

方で，δ15Nは低下したと考えられる。

以上のことから，集落から排出されたδ15Nの高い

窒素は，藻類によって吸収されたと考えることがで

きる。この窒素は，付着物を餌とする無脊椎動物を

経由して，食物網のなかで伝達されている。このこ

とは，後述する幅広水路における食物網解析で明ら

かとなった。

（3）幅広水路における食物網

幅広水路の食物網を構成する主要種として，石の

付着物の他，トビケラ・ドジョウ・アブラハヤを選

び，δ13Cとδ15Nを計測した。

幅広水路では，水深・流速に多様性がみられる。

特に流速は，トロ場（深みのある水がゆっくり流れ

れた落差工のうち１箇所は，1/20の急勾配で流下さ

せる急流落差工に変更されている。また，この下流

には，生物の生息地確保などを目的として，幅広水

路と呼ばれる拡幅部が設置された。

本地区の用水はパイプライン化されるため，ため

池などの水源は不要になる。しかし，ため池は，魚

類や水生昆虫類の重要な生息地として機能している

ため，９箇所のため池が現況のまま保全されること

になっている。

（2）付着物の安定同位体比

石の付着物の炭素（Ｃ）と窒素（Ｎ）について，

安定同位体比の特性を検討した。石の付着物は，生

産者としての機能をもち，水生昆虫類の餌となって

いる。

付着物は，原川のほぼ全川の７地点で採取し，上

流から順にSta.1，Sta.2･･･とした。このうち最下流

に位置するSta.7は，河畔林が生い茂る区間にあり，

現況保全されることになっている地点である。

顕微鏡で観察したところ，付着物は主に，付着珪

藻と植物遺体などの腐植であるデトリタス（有機堆

積物）であった。Sta.7では，珪藻など，藻類の占め

る割合が小さかった。

調査地点別の付着物のδ13Cを，図Ⅲ-24に示す。

Sta.7を除く地点のδ13Cは，C3植物と藻類の中間を示

しており，一方，Sta.7のδ13CはC3植物に近い。

渓流のように，樹林に覆われて日光の不足する環

境では藻類の生産が乏しいため，無脊椎動物は，陸

上植物の残滓を破砕して餌としたり，この残滓を他

の無脊椎動物がこし集めて餌としていることが多

い。このため，森林を流れる小渓流は，エネルギー

を外来性有機物に依存した従属栄養システムになっ

ている64)。

Sta.7の付着物のδ13Cが他の地点より低かったの
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【図Ⅲー24】付着物の安定同位体比

2.0

0.0
Sta.1 Sta.2 Sta.3 Sta.4 Sta.5 Sta.6 Sta.7

1.0

3.0

4.0

5.0

-5.0

0.0

5.0

10.0硝酸 

付着物 水 

アンモニア 

NO3-,NH4+(mg/ℓ) δ15N(‰)

【図Ⅲー25】付着物と水の窒素安定同位体比
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水域に流入した陸上植物由来の有機物が，水路内

で貯留されることによって，一次消費者の利用可能

な時間と利用機会が増加することが分かる。流速の

多様性には，山林と水路内生物の物質循環上の連続

性を強化する働きもあると考えられる。

一方，水生動物は，洪水時だけではなく平水時に

も流下することが知られている。同一種であっても，

幅広水路で生育した個体と，δ15Nの低い上流域で生

育した後に，幅広水路に流下した個体との間には，

δ15Nに差がある可能性がある。

このことは，アブラハヤの解析結果も傍証となる。

すなわち，δ13C=-25.8‰，δ15N=7.2‰のアブラハヤ

は，明らかに他の個体の安定同位体比よりもδ13C・

δ15Nとも低く，別の場所で成長した後に幅広水路の

個体群に加わったと考えられる。

原川の上流部は山林に近く，また，δ15Nを排出す

る集落や大規模な畜舎などは見当たらないため，食

物網のδ13C・δ15Nは低いと考えられる。このアブ

ラハヤは，原川の上流で生育した後に，降下した可

能性がある。

さらに，ドジョウを含めた魚類２種の安定同位体

比の分布状況に，左下がりの傾向がみられる。これ

は，幅広水路が，上流から流下してきた魚類の生息

地となっていることを示唆している。

守山65)は，ウグイには，広範囲を移動する性質を

もつ個体と，狭い範囲で移動する個体が存在する可

能性を指摘したうえで，鬼怒川水系谷川（栃木県）

での産卵行動に参加した他水域からの移入個体数の

割合を，1.3%と推計している。よく移動する個体は，

個体群間の遺伝子を交流させる役割を担っている可

能性がある。これらの移動的個体は，移動しない個

体とは異なる食物網にあると考えられることから，

アブラハヤの例のように，δ13C・δ15Nが異なるか

もしれない。

（4）ヒゲナガカワトビケラ属による物質移動

トビケラ・カワゲラ・カゲロウなど，水生の無脊

椎動物は，水域における生産者から高次消費者に物

質とエネルギーを受けわたす，物質循環における橋

わたし役を担っている。農業用用排水路に健全な食

物網を構築するには，無脊椎動物が生息できる環境

を創出することが必要だと考えられる。

水生の無脊椎動物は，水質の変化に敏感な種が多

く，また，造網型・固着型・匍匐型・携巣型・遊泳

型・掘潜型といった多様な生活型に分かれるため，

る場所）や抽水植物群落のなかでは小さくなり，流

心付近とはかなり様相が異なる。

幅広水路で採取された生物などの安定同位体比

を，図Ⅲ-26に示した。δ13Cは約-22‰となり，δ15N

が階層構造を示したことから，同じ食物網にあると

推察される。

また，集落の生活雑排水の流入により高くなった

付着物のδ15Nが，食物網全体のδ15Nを上昇させて

いることが分かる。このことは，幅広水路の食物網

と，地区内のため池である西風（ならい）堤の食物

網（図Ⅲ-27）とを比較すると明らかである。西風堤

の食物網は，δ13C，δ15Nとも幅広水路より低く，

C3植物と人間など生物の影響をほとんど受けていな

い窒素（Ｎ）に依存していることを表している。

幅広水路の付着物のδ13Cについては，最高で-20.1

‰，最低で-26.3‰と，6.2‰の差が生じた。低い値を

示したのは，流れのほとんどないトロ場で採取した

付着物である。

流速とδ13Cとの間には有意な相関がみられた。流

速の小さな所では，上流から流入した陸上植物由来

の有機物が沈澱して，付着物に占める割合が大きく

なるため，δ13Cが低くなったものと思われる。

0.0

5.0

10.0

15.0

-35.0 -30.0 -25.0 -20.0 -15.0

アブラハヤ 
ドジョウ 
トビケラ類 
付着物 

δ  N(‰)15

δ  C(‰)13

【図Ⅲー26】幅広水路の食物網を表すδ13C-δ15Nマップ

0

-5

5

10

15

-35 -30 -25 -20 -15

マツモムシ 
タニシ 
動物プランクトン 

付着物 
トンボ類（幼生） 
トビケラ類 
カエル類（幼生） 

δ  N(‰)15

δ  C(‰)13

【図Ⅲー27】西風堤の食物網を表すδ13C-δ15Nマップ
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すでに羽化を始めていたものと思われる。さらに，

ヒゲナガカワトビケラは年２世代であること，すで

に相当の個体が魚類に補食されたと考えられること

から，１年間にヒゲナガカワトビケラによって固定

される窒素は，さらに多いことになる。

4.農業農村整備事業と物質循環

本節で述べてきたように，生物による物質の吸

収・移動は，環境負荷を軽減する働きをもつ。物質

は，重力によって標高の低い方向に移動するため，

水域に集積する。閉鎖系水域において富栄養化が進

むのは，このためである。魚類などは重力に逆らっ

て移動し，またヒゲナガカワトビケラのような昆虫

類は，羽化後の飛翔によって物質を運搬する。水域

の生態系による重力に逆らった物質移動は，地球上

の物質循環において，特異な役割を果たしている。

（1）近代的な農業水路の問題点

重要な水生生物の生息地だった農業水路は，農業

の生産性向上を目指す旧農業基本法農政のもとで変

貌を遂げた。水路は，最小断面最大流速で流下させ

ることが，設計思想とされてきた。生物が生息する

環境として近代的な水路がもつ問題点は，以下の通

りである。

【流速が大きいこと】

魚類が瞬間的に出せる遊泳速度を，突進速度とい

い，体長×10（cm/秒）とされている。つまり，体

長10cmのウグイの突進速度は，100cm/秒=1.0m/秒

となる。しかし，これより大きな流速のコンクリー

ト水路は珍しくない。しかも，魚類は常に突進速度

で遊泳できるわけではなく，長時間出せる速度（巡

航速度）は，体長×2～4cm/秒とされている。流速

の大きなコンクリート水路は，次世代を担う稚魚の

生育環境としては，適切でない。

【瀬と淵がないこと】

魚類は，洪水時の避難や採餌に，瀬や淵をうまく

利用しているが，同一断面で流下する三面張り水路

では，流速や水深の差がほとんど生じないため，瀬

や淵は存在しない。二面張り水路で土砂が堆積して

瀬や淵が形成されていると，さまざまな生物がみら

れることが多い。

【落差工などが生物の移動を妨げること】

魚類が飛び越えられない落差工は，生息域をせば

め，個体群を分断する。近年，魚類が遡上可能なよ

生息状況は，水質・流速・底質に影響を受ける。

そこで，原川における水生の無脊椎動物の分布状

況と環境特性の関係を検討し，物質循環に果たして

いる役割解明の手がかりを得るため，ヒゲナガカワ

トビケラ属幼虫（以下，ヒゲナガカワトビケラ）の

生息調査を行った。

無脊椎動物の代表種に本属を選んだ理由は，下記

の通りである。

◎原川における無脊椎動物の優占種であり，かつ大

型であるため，食物網における餌資源としての役

割が大きいと考えられる。

◎幼虫がほぼ年間を通じて生息している。

◎植物食であるため，植物が取り込んだ物質の移動

を，より鋭敏に表すと考えられる。

◎属までの分類が容易である。

調査は2003年6月に行い，原川全川のほぼ200mご

とに，ヒゲナガカワトビケラの有無を調べた。また，

最も多く生息していた幅広水路の個体数を概算する

ため，水路の横断面×上下流方向１mのコドラート

を合計10箇所設け，生息個体数を計測した。

ヒゲナガカワトビケラは，原川の階段式落差工の

詰栗石部・急流落差工・幅広水路・現況保全水路で

確認された。底質がコンクリートやシルトなどの細

粒土部分では，確認できなかった。これは，生活型

が礫を網で固着させるタイプであるヒゲナガカワト

ビケラが，営巣できなかったためと考えられる。

生息数調査の結果，生息密度が最大のコドラート

で18.5匹/m2（生体重で7.4g/m2）となった。最大値

を示した地点の水路床は，直径20～50cm程度の巨礫

で覆われており，ヒゲナガカワトビケラは，これら

の巨礫に中礫を網で結びつけて営巣していることが

確かめられた。

幅広水路全体における生息個体数は，約5,800匹

（生体重：約2,200g）と推計された。御勢66)によると，

ヒゲナガカワトビケラの食物摂取量は，96mg/日で

ある。これより，幅広水路に生息するヒゲナガカワ

トビケラは，１日当たり550ｇの流下物を餌にして

いると推計される。昆虫のタンパク質含量率はかな

り高く，多くの種で乾燥重量の60％以上であり67)，

タンパク質の窒素含有率は，16%程度である。

これらの値を用いると，調査時点のヒゲナガカワ

トビケラは，約33ｇの窒素（Ｎ）を体内に含んでい

たと試算される。

調査時点ですでに，一部のヒゲナガカワトビケラ

が蛹化していたことから，当地における越冬世代は
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事業実施を実験，事業後のモニタリングを仮説の検

証ととらえ，モニタリングの結果にもとづいて仮説

に修正を加え，改修などを行う「順応的管理」の考

え方が，広く受け入れられている。保全対策が対象

とする生物界は，微妙なバランスの上に成りたって

いることから，修正作業を受け入れ，補足的事業を

円滑に実施できるシステムづくりが必要である。

つぎに，餌資源の問題である。特定種が保護され

るとしても，餌がなければ生活環を完結させること

はできない。水路内で食物網が再構築されることが

不可欠であるが，そのような水路設計は行われてい

ない。水域には，畜産施設・集落・水田からの排水

に含まれる栄養塩類の他，陸上植物の分解物など，

さまざまな物質が流入している。健全な生態系のな

かで，食物網が多くの種や個体で構成されるように

なれば，生物による吸収と物質循環が活性化する。

このとき，もともと里山などで植物が生産していた

有機物のみならず，人が直接的・間接的に環境に排

出した物質をも，生物界を支えるバイオマス資源と

してとらえることができるようになるのである。

図Ⅲ-28は，土水路における生物を媒介とした物

質循環の模式図である。生物を媒介とする物質循環

を活性化させるためには，水域内および水域と陸域

の境界における連続性を確保すること，栄養塩類を

吸収する付着藻類が生育できること，陸上植物由来

の有機物が貯留されること，これらを餌とする無脊

椎動物などが生息できることなどが必要である。

今後の水路整備は，このような観点を含めて設計

されることが重要になる。筆者らが，栃木県市貝町

のほ場整備事業小貝川沿岸Ⅰ期地区の現況水路に礫

や玉石を投入したところ，付着藻類や有機物の腐食

の蓄積が確認された。また，礫・玉石の表面などで

うに改良された落差工がみられるようになったが，

それでも，底生魚・甲殻類・貝類などの遡上は，不

可能なことが多い。

【底質が単純であること】

コンクリートは平滑であるため，ほとんどの水生

昆虫の生息に適していない。一般的なコンクリート

水路に生息できる動物は，堆積物のなかに生息して

いるユスリカやミミズなどで，その種類は限られて

いる。生物群集が乏しければ餌が不足し，上位の消

費者の生活環を完結させることができない。

この他にも，水生昆虫は水辺の湿った土で蛹にな

る種が多いため，成虫になることができないなど，

コンクリート水路は，生物の生息場としては過酷な

環境であるといえる。

（2）農業農村整備事業における環境への配慮

土地改良法の改正により，農業農村整備事業は，

環境との調和に配慮して実施することとされ，各地

で，生態系保全のための取り組みが行われている。

三面張りをやめ，二面張りや土水路に変更する事例

も多い（なお，前述のいさわ南部地区は，法改正前

の着工事例である）。

各地で建設された施設は，一定の事業効果をあげ

ると思われるが，さらに考慮しなければならない点

もある。

まず，モニタリングが不足しないようにすること

が重要である。個々の施設について竣工後にモニタ

リングをすることは可能であるが，生態系保全施設

としての機能が設計通りに発揮されないことも珍し

くない。これは生態系の動的な特性ゆえに，ある意

味で当然なのだが，担当者を戸惑わせることになる

だろう。生態系保全では，管理や事業の計画を仮説，

降雨・大気降下物 

鉛直浸透 

吸収 

水平浸透 

水生昆虫の羽化 

生物の移動 

藻類による同化 

水域食物網へ 

陸域食物網へ 

山林・水田・人家等からの 
有機物．栄養塩類流出 

【図Ⅲー28】土水路における生物を媒介とした物質移動
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種変換方法が地区の水質環境におよぼす影響を，マ

クロに解析する方法を紹介する。また，バイオマス

の利活用を通して，より積極的に水質環境の改善を

はかるための提言を行う。

2.バイオマス利活用が水質環境におよぼす
影響の解析方法

（1）解析の対象

本解析では，供給されるバイオマス原料を畜産ふ

ん尿とし，畜産ふん尿の堆肥化・メタン発酵・炭化が，

水質環境へどの程度の影響をおよぼすかを，地区の

特性や再生資源の農地施用状況ごとに推定する。

解析のためには，比較対象を明確にしておく必要

がある。一つ目は，畜産ふん尿の変換方法の違い，

二つ目は，再生資源である堆肥・液肥・土壌改良材

（炭）（以下，堆肥等と記す）の農地への施用量の大

小である。解析では，窒素（Ｎ）を評価項目として

いる。なお，バイオマス原料として，生ごみや汚泥

なども，本節の応用として取り扱うことができる。

（2）仮想地区の設定

解析の方法を分かりやすく示すため，仮想地区と

して，図Ⅲ-29に示すように，流域の中流域に位置

し，耕種農業と畜産が展開されている農山村地域の

市町村を想定した。上流の流域面積はAb（km2），比

流量はQb（m3/秒/km2）とする。地区面積は10,000ha

とし，うち水田がAp（2,000ha），畑地がAf（2,000ha）

で，牛がX頭飼育されているものとする。降雨量は

Ｒ（㎜/年），畑地における地下浸透量はＩf（㎜/年）

とする。

採取された昆虫類のδ13Cは，この付着物に近く，単

純ながらも食物網が形成されていると推測された。

農山村地域で発生した有機物を生物界に手わた

し，資源として利用するための方策は，若干の配慮

や工夫から始めることができる。

1.バイオマス利活用と水質保全

水質保全は，山と海をつなぐ健全な物質循環，清

らかで安全な水域の確保，生き物との共生68)などの

点において重要である。水質保全に向けた対策とし

て，ほ場レベルでは，営農上の工夫や努力69)が重要

となり，濁水対策・緩効性肥料の適用・局所施肥・

節水が主だったものである。また，耕作放棄地への

資源作物の作付，稲ホールクロップサイレージと堆

肥の交替による耕畜連携，生物窒素固定の促進，ク

リーニングクロップの作付も有望である。地域レベ

ルでは，循環灌漑の実施，用排水路・河川・ため池・

湖沼の直接浄化，富栄養化した湖沼の水の灌漑用水

としての積極的活用による資源回収70)などがある。

循環灌漑のエネルギー源として，バイオマスエネル

ギーや小水力エネルギーが利用できれば，より望ま

しい。

地域の水質環境の保全に関する研究は，水質解析，

水処理・浄化，生態系保全などの面からアプローチ

がなされてきた。水質解析に関する研究は，窒素

（N）・リン（P）・COD（化学的酸素要求量）などを評

価指標とし，面源や点源からの負荷流出や，水域内

での物質動態に焦点が当てられてきた71)。水の流動

を表す方程式に，生物反応を組み入れた解析も行わ

れている。水処理・浄化に関する研究としては，自

然浄化機能の解明や，直接浄化手法の開発などがあ

る。また，生きものの保全の視点から，水環境の管

理を扱う研究が急増している。

バイオマスの利活用についても，人間によるバイ

オマスの輸送・変換・利活用が，ほ場レベルおよび地

域レベルの水質環境に影響をおよぼす。増島72)は，

農地における物質循環と環境問題を分かりやすく解

説し，農地に多量に投入されている各種資材の流出

が外部不経済を発生させていることを指摘している。

本節73)では，農山村地域の市町村を仮想地区とし

て設定し，既存の知見を総合して，畜産ふん尿の各

【5－2】バイオマス利活用が
水質環境へおよぼす影響

降雨 
R(㎜/年)

地下浸透量If(㎜/年） 
〈地下水のNO3-N濃度Cufは？〉 

畑地 

水田 

〈地区〉（10,000ha） 
牛　X頭 

（Af=2,000ha） 

（Ap=2,000ha） 

〈地表水のT-N濃度変化△Cspは？〉 

〈背後流域〉 

Qb(m3/s/km2） 

Ab(km2） 

【図Ⅲー29】仮想地区のイメージ



こで，肥効率とは，化学肥料の肥効を100とした場

合の堆肥等の肥効である。水質環境への影響は，主

として，変換過程における水域への直接流出負荷量

と，堆肥等の畑地への施用による溶脱量の変化で評

価する。堆肥等は，地区内の農地で全量が用いられ

るものとする。

その他の解析条件については，つぎの通りとする。

（3）解析条件設定の考え方

本節で用いている主な記号の意味は，表Ⅲ-22に

示す通りである。

畜産ふん尿の変換が，地区の水質環境におよぼす

影響を評価するためのモデルを，図Ⅲ- 30に示す。

ここでは，定常状態を想定する。ただし，堆肥等の

肥効率（re）のみは，経年変化するものとする。こ
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背後流域面積（km2） 

  の変換方法による廃棄量（kgN/年） 

  の変換方法による水域への流出量（kgN/年）（Wd＋Wp＋Wf） 

畜種  のふん尿に含まれる窒素量（kgN/頭羽/年） 

畜産ふん尿に含まれる総窒素量（kgN/年）TLw＝Σ（Lw ×L ） 

畜種  の頭羽数 

牛飼養頭数（頭） 

変換方法 

  の変換方法による変換過程での窒素揮散量（kgN/年） 

変換過程での揮散率（ふん尿発生過程での揮散を含む）（％） 

農地への施肥基準量（kgN/ha/年） 

農地への化学肥料施用量（kgN/ha/年） 

  の変換方法による他用途利用（kgN/年） 

  の変換方法による再生資源の農地への施用量（kgN/年） 

堆肥等の窒素含有率（乾物当たり）（％） 

堆肥等の代替率（施肥基準に示された窒素量のうち， 
堆肥等による割合）（％） 

農地への堆肥等の施用量（kgN/ha/年） 

堆肥等の含水率（％） 

堆肥等の肥効率（化学肥料の作物への肥効を100とした場合の 
堆肥等の肥効（％）（連用により経年変化） 

Z

W

Lw

TLw

L

X

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

Vd

Fs

Fc

O

F

rn

rc 

Fm

rw

re

注：農地を水田と畑地に区分する場合は，水田にp，畑地にfの添字を加える。 

 i

i

i i

i

i

畑地からの溶脱量（kgN/ha/年） 

溶脱率（畑地への化学肥料施用量に対する溶脱量）（％） 

降雨による流入負荷量（kgN/ha/年） 

農地からの窒素揮散量（   の変換方法による堆肥等の農地施用の 
影響を含む）（kgN/ha/年） 

灌漑用水による農地への持込み量（kgN/ha/年） 

空中窒素固定量（kgN/ha/年） 

作物による窒素吸収量（作物ごとの積算値）（kgN/ha/年） 

作物残さの農地還元量（作物ごとの積算値）（kgN/ha/年） 

水田からの地表排水負荷量（kgN/ha/年） 

畑地からの地下浸透量（mm/年） 

背後流域からの流入比流量（m3/秒/km2） 

農地への窒素蓄積または収奪量（kgN/ha/年） 

降雨量（mm/年） 

地区内水田面積（ha） 

地区内畑地面積（ha） 

水田からの地表排水負荷による全窒素（T-N）増加濃度（mg/ℓ） 

畑地からの地下排水負荷（溶脱）による硝酸態窒素（NO3-N） 
濃度（mg/ℓ） 

Df

r

Rn

Vg

In

Nfix

Uh

j j

l

Ur

Dp

If

Qb

△S

R

Ap

Af

Ab

△Csp

Cuf

rv

【表Ⅲー22】解析に用いた主な記号の意味

TLw

畜産ふん尿 

〈他用途〉 Uh
収穫 

Ur
残さ 

Df
(畑地)

溶脱 
〈水域〉 

〈水域〉 

Dp
(水田)

排水 

〈揮散〉 
〈農地〉 

蓄積または収奪量 

肥効率 

化学肥料 

作物 
地下浸透量 
If(mm/年)

Cuf(mg/ℓ)

△Csp(mg/ℓ)

地下水 

地表水 

堆肥 
液肥 

土壌改良材 

Fc (kgN/ha/年)

△S (kgN/ha/年)

Fm (kgN/ha/年)

re
流入比流量 
Qb(m3/s/km2)

降雨 Rn(kgN/ha/年) 
灌漑 In(kgN/ha/年) 
窒素固定 Nfix(kgN/ha/年)

〈廃棄〉 〈水域〉 

ⅰ堆肥化 
ⅱメタン発酵 
　(水処理型) 
ⅲメタン発酵 
　(液肥活用型) 
ⅳ炭化 

 

Oj Vd j

〈揮散〉 
Vg j

Wfj

Wpj

Fj

変換方法 j

WdjZ j

【図Ⅲー30】畜産ふん尿の変換にともなう窒素の流れ（評価モデル）



ⅲのメタン発酵（液肥利用型）では，消化液の99％

が農地施用され，残りは水域へ排出されるとする。

ⅳの炭化では，畜産ふん尿の種類・炭化温度・炭

化の方法により，生成物が大きく異なる74)。木質系

バイオマスから木酢液をつくるような場合は，ガス

を冷却して生成される木酢液の収率が50％におよぶ

こともあるが，通常の炭化では，揮散割合が最も大

きい。畜産ふん尿は含水率が高く，生の状態では鶏

ふん以外は炭化に適さず，牛ふんなどでは，一度乾

燥させたものが材料として用いられる。

上記ⅰ～ⅳの方法別の畜産ふん尿に含まれる総窒

素量（TLw）の仕向け割合を，表Ⅲ-23のように設定

する。ⅰの堆肥化の場合には，農地に施用される堆

肥中の窒素量（Fm）は，0.01TLw×（100－rv）となる。

澆 農地への施用および窒素収支

農地への窒素肥料の施用基準は，地区や作目によ

って大きく異なる。特に，畑地での変化幅が大きい。

水田の施肥基準量（Fsp）を約80kgN/ha/年，畑地の

施肥基準量（Fsf）を100～1,000kgN/ha/年とする。

また，堆肥の施用量（生重量）は，水田が約5ｔ

/ha/年，畑地が0～40t/ha/年とする。堆肥の含水率

（rw）を50%，窒素含有率（rn）を1.9％とすると，た

とえば，５ｔおよび20ｔの堆肥には，それぞれ

47.5kg，190kgの窒素が含まれていることになる。農

地の初期条件としては，施肥基準量のすべてに化学

肥料が用いられ，物質収支の平衡状態が保たれてい

るものとする。

化学肥料を堆肥等で代替できる割合，つまり代替

率（rc）は，施肥設計により０～100％の範囲で変化

する。堆肥の肥効率（re）は，10～80％と変化範囲

が大きい。牛ふん堆肥で約30％，豚ぷん堆肥で約

50％，乾燥鶏ふんでは約70％といわれている。

堆肥等を施用した農地からの脱窒量（窒素ガスと

しての揮散）は，十分な知見が整理できていないこ

とから，化学肥料のみを施用する農地からの脱窒量

と差がないとする。水田からの脱窒量（Vgp）は，

36kgN/ha/年（一定値）とする。畑地からの脱窒量

漓畜産ふん尿の排出量

畜種別のふん尿排出原単位の詳細については，第

Ⅴ部第１章を参照頂きたい。本節の解析では，牛ふ

ん尿の排出原単位として，50kgN/頭/年を用いる。

滷畜産ふん尿の変換方法

畜産ふん尿の変換方法としては図Ⅲ- 30に示す，

ⅰ堆肥化・ⅱメタン発酵（消化液は水処理して放

流）・ⅲメタン発酵（消化液は液肥として農業利

用）・ⅳ炭化を想定する。消化液は，散布できる農

地があればⅲのように液肥として利用されるが，農

地がない場合には，ⅱのように水処理をして放流さ

れる。

ⅰの堆肥化過程では，水分が減少するとともに，

窒素（Ｎ）の一部が揮散する。揮散率（rv）および

揮散の形態（窒素ガス・一酸化二窒素・アンモニア）

は，飼養形態・堆肥化の条件・堆肥化の方法により

異なる。揮散率は，20～40％程度である。これには，

畜舎内での揮散が含まれる。たとえば，牛のふん尿

排出原単位を50kgN/頭/年，揮散率を40％とすると，

牛一頭から生産される堆肥に含まれる窒素は

30kgN/年となり，1.0ｔの窒素を含む堆肥を製造す

るために必要な牛の飼養頭数は，33.3頭/年となる。

乾物当たりの堆肥の窒素含有率（rn）を1.9％，牛ふ

ん堆肥の含水率（rw）を50%とすると，1.0ｔの窒素

を含む堆肥の生重量は，105ｔとなる。

ⅱのメタン発酵（水処理型）では，消化液は前処

理として固液分離される。その分離割合は，可溶化

されるアンモニア態窒素（NH4-N）の割合により異

なる。また，水処理のレベルは，放流水に対する水

質汚濁防止などによる水質規制の設定状況にあわせ

られる場合が多い。ここでは，固液分離により80％

が液体として分離され，水処理（脱窒率を94％とす

る）されるとする。水処理の過程で生成される汚泥

は，原料として前段のメタン発酵に戻されるとする。

固液分離された固体（20％）は汚泥として回収され，

その1/4は農地施用，3/4は産業廃棄物として廃棄さ

れるとする。

第Ⅲ部／バイオマス利活用システムの評価視点

TLw 
（発生） 

ⅰ堆肥化 

ⅱメタン発酵(水処理型)

ⅲメタン発酵(液肥活用型)

ⅳ炭化 

1.0

1.0

1.0

1.0

0.01rv

0.75

0.0

0.8

0.01(100-rv)

0.05

0.99

0.1

0.0

0.05

0.01

0.0

0.0

0.15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

Vd  
（揮散） 

j Wd  
（流出） 

j Z  
（廃棄） 

j O  
（他用途） 

j F  
（農地施用） 

j
再資源化方法（  ） j

【表Ⅲー23】畜産ふん尿に含まれる窒素の変換方法別仕向け割合
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推計したもので，作物と地区の違いにより10～

300kgN/ha/年となっている。

西尾の方法76)77)を参考にすると，「化学肥料相当施

肥量－作物持ち出し量－脱窒量」を溶脱量とするこ

とができる。化学肥料相当施肥量（x）は，化学肥

料施用量（Fcf）と堆肥等の施用による化学肥料相当

の肥効量（0.01Fmf×re）の和とする。この量は，施

肥基準量と等しくなることが望ましい。施肥基準量

を超えると，過剰施肥ということになる。「作物持

ち出し量」は，作物による吸収量（Uhf）と作物残さ

の農地還元量（Urf）の差とする。この「作物持ち出

し量」は，市場への出荷量と農家の自家消費量であ

る。西尾77)は，xと窒素利用率y1（＝Uhf/x），xと作物

単収y2について，図Ⅲ-31に示すような関係をとりま

とめている。施肥量の増大とともに窒素利用率は低

下し，単収を最大にする最適施肥量（たとえば，Fs）

が存在するというものである。さらに，環境保全の

立場から，少し収量を落としてでも施肥量をFTまで

下げることが望ましいと主張されている。たとえば，

FT＝0.8Fsとし，畑地からの溶脱量を小さくしようと

いうものである。

澁地下水の硝酸態窒素（NO3-N）濃度（Cuf）

畑地からの溶脱による地下水の硝酸態窒素濃度

（Cuf）は，畑地からの溶脱量を地下浸透量（If）で割

り，単位換算して，式（３）で求める。ここで求め

られるのは，正確には溶脱水に含まれる全窒素（T-

N）濃度であるが，地下水の硝酸汚染のポテンシャ

ルを推定するという観点から，定常状態の場合，こ

の値を地下水の硝酸態窒素濃度と置き換える。ただ

し，この値は地区の地下水質を表しているものでは

ない。畑地以外の負荷の小さい地目からの地下浸透

により，地区の地下水硝酸態窒素濃度は，一般的に，

式（３）で求められる値より小さくなる。畑地から

の地下浸透量（If）は，「降雨量＋灌漑量－蒸発散

量－表面流出量」である。

（Vgf）は，5～30kgN/ha/年とする。なお，農地から

の一酸化二窒素発生量は，施用した窒素1kg当たり

0.006kgN2O-N程度75)とわずかであるため，脱窒量を

窒素揮散量とする。

水田における窒素固定量（Nfix p）は，38 kgN/ha/年

（一定値）とする。畑地における窒素固定量（Nfix f）は，

作物の種類により大きく変化する。このため，10～

200 kgN/ha/年とする。

水田からの地表排水量（Dp）は，潺で述べるよう

に35kgN/ha/年とする。畑地からの溶脱量（Df）は，

計算により求める。10～600kgN/ha/年程度になると

予想される。

作物による吸収・収穫量（Uh）と作物残さの農地

還元量（Ur）も，作物の種類によって大きく異なる。

その量は，農地における窒素収支に大きな影響をお

よぼす。

畑地における窒素収支は，式（１）で表現される。

ここで，Infは畑地における灌漑用水による農地への

持ち込み量（kgN/ha/年）である。

潺水田からの地表排水負荷量（Dp）

水田からの地表排水負荷量については，さまざま

な調査報告がある。水田は，水質に関するバッファ

ー機能が大きい。ここでは，解析を複雑にしすぎな

いために，35 kgN/ha/年（一定値）を用いる。

潸畑地からの溶脱量（Df）

畑地からの窒素の溶脱量を一つの原単位で示すこ

とはできない。式（１）よりDfは，定常状態を想定

し，△Ｓ＝0であるとすると，式（２）で表される。

簡易的には，畑地からの溶脱量は，施用量に溶脱

率（r褄）を掛けて求められることが多い。溶脱量

は，20～40％と報告されており，化学肥料由来の溶

脱量と堆肥等由来の溶脱量の和として求める。施用

する堆肥等からの溶脱量は，「0.01Fmf×re」に0.01r褄

を掛けて求める。第Ⅰ部で紹介した「バイオマス資

源利用診断モデル」の解析ソフトで準備している，

溶脱量データベースを用いる方法もある。この値は，

既存の研究成果とDNDCモデルによる計算結果から
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Fcf＋Fmf＋Rn＋Inf＋Nfix f＋Urf＝Vgf＋Uhf＋Df＋△Ｓ

･････式（１）

Df＝Fcf＋Fmf ＋Rn＋Inf＋Nfix f+Urf－Uhf－Vgf

･････式（２）

窒
素
利
用
率
 (y1)

y1

y2
単
収
 (y2)

化学肥料相当施肥量（x） 
FT FS

【図Ⅲー31】施肥量と作物の窒素利用率・単収の関係



たとえば，Apを2,000ha，Qbを0.03m3/秒/km2とす

ると，△Cspは，Abが100km2，1,000km2（地区面積の

10倍），3,000km2のとき，それぞれ0.74mg/褄，

0.074mg/褄，0.025mg/褄となる。

一方，降雨量を1,800mm/年，水田への用水量を

1,500mm/年，降雨および用水の全窒素を，それぞれ

1.0mg/褄，1.3mg/褄とすると，水田における差し引

き排出負荷量（＝Dp－Rn－Inp）は，-2.5kgN/ha/年と

なる（Inpは，水田における灌漑用水による農地への

持ち込み量（kgN/ha/年））。仮定条件での計算に過

ぎないが，マイナスの値となったことは，水田がわ

ずかばかり窒素浄化型に機能していることを表して

いる。ⅱ・ⅲの場合には，Wdjが負荷量として加わ

る。たとえばⅱの場合，Wd2（＝0.05TLw）は，Lw＝

50kgN/頭年，X＝1,000頭とすると2,500kgNとなり，

水田からの負荷量の3.6%に相当する。

（2）地下水の保全目標からみた再生資源の施用量

および家畜飼養頭数の限界

定常的な地下水の硝酸態窒素濃度の限界値を，

Cuf limit（mg/褄）以下にすることを考える。Cuf limitを

10mg/褄，Ifを500・1,000・1,500mm/年とすると，式

（３）を変形した式（５）より，畑地からの溶脱量の

限界値（Df limit）は，それぞれ50・100・150kgN/ha/

年となる。

堆肥の施用可能量（Fmf max）は，式（６）で示すよ

うに，Fsfとreおよびrcで決まる。施肥基準量のすべ

てを堆肥で供給する場合は，100Fsf／reとなる。式

（６）のなかで，Df limitは式（５）により規定されるの

で，式（６）は，施肥基準量（Fsf）を見直す必要性

を検討することになる。いいかえれば，本節の２項

（３）潸で述べたように，収量を犠牲にしても環境保

全を重要視するような営農体系を採用する場合（図

Ⅲ-31のFsをFTに変えるなど）が検討できる。

牛の限界飼養頭数（X limit）は，式（７）で決まる。

たとえば，水田および畑地の面積が各2,000haの仮想

地区で，畜産ふん尿に含まれる窒素量Lw＝50kgN/

頭/年，rv＝40％，Fsf＝200kgN/ha/年，ec=100%，

3.解析結果

以上のような解析方法によって，畜産ふん尿の変

換が地区の水質環境に与える影響を，種々の条件下

で比較する。ここでは，農地から水域への流達率は

100％とし，水域内での水質変化は考慮しない。

（1）畜産ふん尿の変換方法の違い

各々の変換方法による水域への負荷量は，表Ⅲ-

23より，つぎのようになる。

同じ収量の作物を得るために施用する「化学肥料

相当施肥量」が同一と考えると，各々のDfは同値で

ある。なぜなら，堆肥等の施用量とその連用年数に

応じて化学肥料施用量が減じられるなら，Dfは変化

しないからである。生産される堆肥等の窒素含有量

0.01TLw×(100－rv)(=Fm)に0.01reを掛けた値が，農地

への施肥基準量（Fs）を上まわったときのみ，化学

肥料の全量を堆肥に置き換えても農地でまかないき

れないということになる。

地表排水負荷量は，水田からの負荷量（Dp）と，

変換過程での流出負荷量（Wdj）の和である。Dpは

解析条件の設定により，一定である（Dp＝35

kgN/ha/年）。したがって，水田からの地表排水負

荷による全窒素増加濃度（△Csp）は，Wdjの大小，

Ab，Qbに支配される。１日が86,400秒，１年が365日

なので，年間流量は，Qb×Ab×86,400×365m3である。

水田からの年間負荷量は，水田面積Ap×Dpとなる。

ⅰ・ⅳの場合には，Wdj＝0であるから，水田からの

地表排水負荷が全窒素（T-N）濃度上昇への寄与と

なり，式（４）で近似できる。
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Cuf(mg/褄)＝100×(Df／If) ･････式（３）

Df limit＝0.01Cuf limit×If ･････式（５）

Fmf max＝Df limit－Fcf－Rn－Inf－Nfix f－Urf＋Uhf +Vgf

＝rc×Fsf／re ･････式（６）

ⅰ堆肥化：Df＋Dp

ⅱメタン発酵（水処理）： 0.05TLw＋Df＋Dp

ⅲメタン発酵（液肥活用型）：0.01TLw＋Df＋Dp

ⅳ炭化：Df＋Dp

ΔCsp（mg/褄）

=1,000×( Ap×35)／( Qb×Ab×86,400×365)

=0.00111×Ap／(Qb×Ab) ･････式（４）

(単位をm3から褄に換算するために1,000を掛けている)



4.水質環境の改善に向けた提言

バイオマスの利活用を通して，より積極的に水質

環境の改善をはかるための提言を述べる。

一つ目は，環境に軸足をおいた基盤整備手法に関

するものである。バイオマス利活用の推進に限定し

ても，堆肥や液肥などの輸送や貯蔵，有害物質除去

や環境負荷軽減のためのバイオレメディエーション

を意識した設備が，組み込まれる必要がある。

二つ目は，バイオマスの多段階利用システムと農

業集落排水処理の組み合わせに関するものである。

農山村地域におけるバイオマスの変換としては，堆

肥化・メタン発酵・炭化の組み合わせが中心になる

と思われる。このなかで，有用物質やエネルギーの

生産および利用がなされるが，炭素（C）・窒素

（N）・リン（P）などの100％回収は不可能である。変

換の方法による物質の動態は，第Ⅱ部第２章の試算

や，本節のような解析により推計される。水質保全

のためには，常識的なコストで回収しきれないもの

について，液体の形で農業集落排水処理施設が受け

入れ，地区の水循環に戻す方法が適切といえる。図

Ⅲ-33は，そのイメージ例である。筆者らの予見で

は，全窒素濃度で40mg/褄程度の資源未回収液を，

集落排水処理施設で受け入れるのが妥当と思われ

る。この値は，農業集落排水の，原水のオーダーで

ある。この場合，人間の生活廃水の原単位を300褄/

人/日とし，一般的といわれている1,000人規模の農

業集落排水処理施設で，１割の余裕がある場合には，

30 m3/日までは受け入れ可能となる。

Fmp＝47.5kgN/ha/年とすると，最大牛飼養可能頭数

は，re＝20・40・70%のとき，それぞれ69,800頭・

36,500頭・22,200頭となる。

水質保全のためには，目標とした収量を確保した

上で，水田からの地表排水負荷による全窒素増加濃

度（△Csp），および地下水の硝酸態窒素濃度（Cuf）

を最小にする施肥設計が必要になる。化学肥料と堆

肥等の施用量を，作物の最適吸収パターンにあうよ

うに施用することが基本である。しかし，堆肥・液

肥・化学肥料とも施用頻度には常識的な回数があ

り，また，完全に吸収させることはできない。土壌

微生物を介する窒素（Ｎ）の動態を，単純な式で表

現することは困難である。作物に必要な窒素量を，

堆肥等と化学肥料の適切な組み合わせにより供給す

るとすれば，堆肥等の連用によりreが次第に上昇す

るので，施肥量は図Ⅲ-32のようになる。土壌肥料

分野を中心とする研究の進展により，環境保全型農

業を実現しやすい時代に入りつつある。
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X limit＝{Fmp＋100Fsf／re }×2000／{0.01Lw×（100－rv）}

･････式（７）
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【図Ⅲー32】堆肥等と化学肥料併用の経年変化のイメージ

木質系バイオマス 

畜産ふん尿 
汚泥 
生ごみ 

固体燃料・土壌改良材・脱臭剤・調湿剤・ 
防除剤・インテリア素材 

（炭化） 

（メタン発酵） 

炭 

木酢液 防除剤 

消化液の濃縮（蒸発）に活用 

炭へ吸水させて付加価値をもつ固体肥料 

濃縮液肥（耕種農業・施設園芸用） 

集落排水処理施設 

（資源未回収液） 

熱・風 

消化液 

メタン（エネルギー源） 

【図Ⅲー33】メタン発酵と炭化の組み合わせによる有用物質の生成および環境負荷軽減
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本章で紹介されている 

稲葉光國（著）「有機農業と米づくり」では， 

基盤整備が土壌微生物や水田内外の環境へ 

間接的に負の影響をもたらしてきたことを問い直し， 

自然の循環機能を活かした有機稲作を提言しています。 

詳しくは，筑波書房までお問い合わせください。 

TEL：03-3267-8599　e-mail：tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp 

http://www.tsukuba-shobo.co.jp/index.htm


