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緒 E司

20世紀初頭に開発されたハーパー ・ボッシュ法は，それ以

前には，大半が根粒菌等の特殊な窒素固定生物により植物に

供給されていた反応性のある窒素化合物を，アンモニアとし

て工業生産することを可能にした。この画期的な成功は，窒

素肥料の生産量を飛躍的に増大させ，同世紀において世界人

口を 4倍増させる原動力となった一方，反応性のある大量の

窒素を土壌や湖沼などに放出することとなり，このことが現

在，様々な害を引き起こす原因ともなっている。特に集約的

なシステムにより濃厚に窒素肥料が施用される地域，例えば

米国の コー ンベル 卜や西ヨ ーロ ッパ各地では，肥料に由来す

る硝酸塩が農地から地下水や河川に流出し，飲料水質の悪化

と共に，これらが注ぐ湖沼や湾の富栄養化問題をもたらして

いる (Smil1997)。
わが国においても，硝酸塩による水質汚染問題は 1970年

代より顕在化 してきており，このうち地下水汚染に関するこ

とは環境庁(1993)や熊津(1999)等によってまとめられて

いる。

本報告は，南西諸島の特に低島と称される石灰岩島艇にお

ける地下水硝酸態窒素汚染に闘しその機構，実態，対策等

について示したものである。

水理地質条件

南西諸島はその地形により高島と低島に大別される(目崎

寧 ynaka@nodai.ac.jp

1988)が，このうち地下水系の発達が見られるのは，主に低

島においてである。低島は琉球石灰岩を主な表層地質とする

台地状の地形を呈し，最高標高が 150m程度までの低平な島

唄，あるいは地域(例えば沖縄島南部や石垣島中南部を指す。

以下， 一括して低島という。)で，低島における地下水の酒養

機構は次の 3つに大別される。

第 Iのタ イプは不透水ないしは難透水地質基盤を透水性に

優れた琉球石灰岩が不整合に覆う島唄 ・地域で，宮古島(中

西 2007)，与那国島，沖縄島と石垣島の中南部および喜界島

がその例である。この場合，琉球石灰岩を透過した降水は透

水性の極めて低い島尻層群泥岩層に行く手を阻まれ，石灰岩

の孔隙中に地下水として梱養される。降水の地下水酒養率

は，宮古島(図1)や喜界島では約 40% と推定されている。

第 2は，透水性の高い砂層等の地質基盤の上を石灰岩が覆

う島唄で，多良間島，伊良部島，南 ・北大東島が含まれる。

この場合，琉球石灰岩を透過した降水は，高透水性基盤に浸

入 した海水との比重差により，ガイベン ・ヘルツベルグの法

則に従い，いわゆる淡水レンズとして石灰岩の孔隙中に地下

水が酒養される。降水の地下水漏養率は，多良間島(図 1)で

は約 58%と推定されている。

第 3は地質基盤となる古期岩や火山岩の周囲を石灰岩が取

り囲む島唄で，伊江島，竹富島，波照間島， 沖永良部島およ

び与論島が含まれる。この場合，同上の法則に従い，島周囲

の石灰岩中に地下水が酒養される。

このように，低島では地形が低平であるため，河川が形成

大要は日本草地学会公開シンポジウム (2006年 10月) において発表。本研究の一部は国際農林水産業研究セ ンターのプロジェクト

「亜熱帯島峡における持続的作物生産のための環境管理技術の開発」委託研究費による。
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図 L 全国と宮古島およひ'多良間島の水収支の比較.

注全国と宮古島のデータは沖縄総合事務局(1997)

に， 多良間島のデータは沖縄総合事務局(1990) に

よった.

されにくいが，地下水が地域の一部あるいは全域に緬養さ

れ，とりわけ第 lタイプの地域では，降水の地下浸透量は豊

富である。例えば宮古島の場合，2，019mmの年降水量(1975-

2005年の平均，宮古島地方気象台調べ)の 4害IJが地下水にな

るとすると，単純計算で，島全域での降水の地下浸透総量は

年に約 1億 3千万トンで，島全域に 4m mの潅がいを 200日

間行える水量に相当する。

他方，い くつかの低島の地下水流域は，第四期に活動した

新しい断層によってブロック化して，小さく分断されている

(古J111981)ため，例えば宮古島の東南部のように閉鎖的で

独立性の高い流域は，いわば天然の巨大なライシメータとし

て，流域内の物質収支や地下水汚染の因果関係等を調査 ・研

究する上で格好の条件を有している。

地下水への硝酸態窒素負荷の基本的機構

上述のように，地下水が酒養される低島では，生活用水を

初めとする用水全般をも っぱらこれに依存してきており，そ

の水量はいくつかの地域で、は極めて豊富である。従って，こ

のような地域では地下水の量的な問題は緊急には生じがたい

と考えてよいだろう。しかしながら，地下水の質的な問題に

関しては，次のような理由(中西 2007)から，常に監視が必

要であると共に，特に硝酸態窒素の負荷を受けやすい。

低島の石灰岩台地や沿岸低地は，地形が平坦であるため全

域的に土地開発が進展してきている。一方， これらの地表面

は同時に地下水の集水域でもあることから，地下水の水質

は，土地利用の状況や生活排水の処理状況等の生活様態に直

接的に左右される。実際に，低島の平地の多くはサトウキビ，

花舟 ・野菜 ・果樹園芸や畜産業に利用される主要な集約的農

業地帯となっているため，地下水は，とりわけ営農に起因す

る物質による負荷を受けやすくなっている。

また次のような機構から，低島の地下水は硝酸態窒素によ

る負荷を受けやすい。まず，窒素が堆肥等の有機態として農

地に施用されても，高温多湿な-海洋性亜熱帯気候下で微生物

による無機化が短期間で進行する。このように生成された，

あるいは化学肥料として施用されたアンモニア態窒素は，台

地上に発達した好気的な土壌中で速やかに硝酸化成作用を受

ける。その結果生じた陰イオンの硝酸イオンは土壌に保持さ

れにくし、。加えて， 多くの低島の農地土壌では，土層が浅く

(30 cm前後)透水性に優れた磯質暗赤色土の摩文仁統が広

く分布するため， 土壌中の硝酸イオンは容易に溶脱され地下

水に至る。因みに宮古地域(現在の宮古島市と多良間村)の

総耕地面積に占める暗赤色土の比率は 90.8%で，そのうち摩

文仁統は 63.1%を占める(国土庁 1984)。

地下水への硝酸態窒素負荷実態

低島における地下水硝酸態窒素濃度の上昇は，例えば各地

の水道関連行政の資料によると 1970年代から観測されてき

ているが，これに関する本格的な調査研究が行われたのは

1980年代末以降である。関連する主な既往報告には，調査対

象とした島唄 ・地域を南西諸島の北から示すと，喜界島(中

西 2003;中西ら 2003a)，沖永良部島(田代 ・谷山 1994，

1995， 2002)，沖縄島南部(中西ら 2005;吉本ら 2007)，宮古

島(宮古島地下水水質保全対策協議会 1990-2006;山本ら

1995 ;近藤ら 1997;中西 ・池間 2001;田代 ・高平 2001;石

田ら 2005)，伊良部島(前掲協議会)，多良間島(前掲協議会;

中西ら2003b)，石垣島(芝野ら 2005;中西ら2007)がある。

これらの調査例か ら判断すると，地下水の硝酸汚染が広域

的に最も進行しているのは，沖縄県で最も集約的な農畜産業

が展開されている沖縄島南部と考えられる。例えば，沖縄島

南部の約 99.4km2を対象とした 1997年 9月から 1998年 8

月までの毎月と 2004年 3月の 2期にわたり地下水の硝酸態

窒素濃度を調べた結果(中西ら 2005)によると，環境基本法

と水道法による基準値 10mg/Lをほぼ恒常的に超えたのは，

各期共に調査された 19地点中 5地点であ った。また最高値

は第 1期が 16.5mg/L，第 2期が 16.2mg/Lで，総平均値は

それぞれ 8.71mg/Lと7.78mg/Lであ った。これ らの結果

は，茶栽培や野菜園芸，酪農が盛んな地域等の状況(熊津

1999)と比べると，汚染程度はやや軽微であることを示して

いる。

しかしながら，水道原水の一部あるいは全量を地下水に依

存し， 地下水硝酸態窒素濃度が上昇傾向にある地域では，河

川水とのブレンド(例えば，沖縄島南部，石垣島)や逆浸透

膜法(例えば，喜界島，伊良部島，多良間島)により硝酸態

窒素濃度を低下させて水道水として配水することを余儀なく

されている。さらに，後述するように，地下水が最終的に流

出する沿岸に発達するサン ゴ礁生態系への悪影響等が地域特

性的な問題として危倶される。

他方，北部に山岳地形，南部に平坦な石灰岩台地を有する

石垣島では，農業に起因する硝酸態窒素の一部は， 山岳に端

を発する河川を経て沿岸に流出している。表 lに，地下水の

硝酸汚染に関係する諸元について，河川発達のない宮古島と

石灰岩台地の谷聞を数本の河川が流れる石垣島とを対比して

示した。これによると，農地面積と家畜間養数に聞きはある

ものの，人為影響による窒素発生総量は石垣島の方が宮古島



282 日本草地学会誌第 54巻第3号 (2008)

表 L 宮古島と石垣島の比較.

面積 最高地点 森林率
人口

農地面積 家畜 農業産出額

(km2) (m) (%) (ha) 肉用牛 豚 (千万円)

宮古島 159.11 113 15.6 49，020 7.117 12，347 824 1.171 

石垣島 228.94 526 37.3 45，705 5，460 24，850 5，367 1，037 

相対比 1.44 4.65 2.39 0.93 0.77 2.01 6.51 0.89 

資料・沖縄県， r宮古概観J，r八重山要覧J，共に平成 18年3月.
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図 2. 宮古島と石垣島における地下水硝酸態窒素濃度の比

較(中西ら2007).

注・宮古島のデータは 2003年 1月-2006年 12月

に，石垣島は 2004年8月-2006年 11月に計測さ

れた値の平均値を用いた.

より卓越すると推定される。 しかしながら図 2に示すよう

に，地下水の硝酸態窒素濃度は両島共に 4-6mg/Lの濃度域

の地点が最も多かったが，宮古島ではそれ以上の濃度域の地

点が約 45%を占めたのに対し，石垣島ではそれ以下の地点

が約 46%を占め，この点で対照的な結果が示された(中西ら

2007)。このように石垣島のような地域では，主に石灰岩台地

で展開される農畜産業に起因する硝酸態窒素の一部は地下水

に溶脱されるのではな く，河川経由で海へ流出していると考

えられる。

地下水硝酸態窒素の由来

南西諸島の地下水に含まれる硝酸態窒素の起源を推定した

報告には，まず窒素安定同位体比を測定した結果を用いた例

がある(山本ら 1995;中西ら 1995;近藤ら 1997;中西ら

2005)。

次に原単位法を用いた例として，田代 ・谷山 (2002)は，

沖永良部島の中 ・東部に位置する 11地区を対象に推定した。

その結果，地下水への窒素負荷量のうち，肥料に起因する割

合は 44-68%で，同様に，畜産廃棄物 13-33%，生活排水 10

28%，その他 2-9%と推定した。

また中西 (2002)は， 1989-1998年の宮古島全域を対象とし

て原単位法により推定した(図 3)。その結果，1998年におい

て，宮古島の全陸地(約 160km2
) に負荷された総窒素量は

1，926 tで，そのうち肥料として負荷された比率は 44.4%で，

同様に家畜ふん尿 35.5%，生活排水 11.8%，自然、循環 (酸性

降下物を含む)8.3%と試算された。また周年における地下水

への窒素負荷量は 960tで， 比率は肥料 35.6%，家畜ふん尿
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図 3. 原単位法による宮古島の地下水への窒素負荷寄与率

の推定(中西 2002).
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31.4%，生活排水 16.4%，自然循環 16.6%と推定された。

以上の例が示すように，硝酸態窒素による地下水汚染が進

行している低島では，地下水中窒素の大半が営農に起因する

ものであり，具体的には，過剰あるいは不適切な時期に施用

された肥料と，適切に処理されず野積み等にされる家畜ふん

尿に含まれる窒素が主な起源であると考えられる。

耕種農業による負荷と対策指針

南西諸島の低島において，耕種農業に起因する硝酸態窒素

による地下水への負荷実態を把握するためには，主幹作物で

あるサ トウキビ栽培農地からの溶脱を評価する必要がある。

沖縄県におけるサトウキビの栽培面積は，県内の総耕地面積

39，300 haに対し 19，700ha(50.1%，平成 17年)を占めている

(沖縄県 2008)。

そこで県内サトウキビ栽培面積の約 4割を占め，栽培型の

大半が夏植えである宮古島を対象に，農家聞き取りにより施

肥の量と時期，肥料の種類を調べ，この栽培実態と地下水硝

酸態窒素濃度の変化との関係を調べた(中西 2001)。その結

果，夏植えサトウキビ栽培における施肥窒素量は l作当り

203 kg/haで県の指針量 (240kg/ha)と比べて少なかった。

ところが施肥時期は，約 18か月にわたる栽培期間の初期 5

か月ほどに短期集中しており，また使用肥料の主体は水溶性

(速効性)肥料であることが判明した。 このような施肥方法

は，生長初期のサトウキビには過剰で，余剰の窒素分は雨水

に洗脱され地下水を汚染することが容易に予想される。
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事実，図 4に示すように，宮古島の野城湧水では，夏植え

サトウキビ植え付け時期の直後から地下水の硝酸態窒素濃度

が急上昇することが認められている。また図 5は，宮古島に

似た営農状況にある喜界島の例であるが，この地点において

も地下水の硝酸態窒素濃度の変化は，図 4同様，夏植えサト

ウキビへの施肥時期と連動していることが示されている。

このようなことから，低島において耕種農業に由来する硝

酸態窒素による地下水負荷を低減させるには，まず第 lにサ

トウキビ栽培における施肥効率を向上させることが重要と考

えられる。具体的には，特に夏植えサトウキビ栽培において，

肥料成分が効率的に吸収利用されるよう，栽培期間の中・後

期へ施肥時期を移行させることや肥料の種類を緩効性肥料へ

切り替える等があげられる。

家畜飼育による負荷と対策指針

低島は一方で肉用牛の繁殖を目的とした畜産の盛んな地域

でもある。家畜飼育に起因する窒素が地下水を汚染する経路

としては，第 1に適切に管理されない家畜ふん尿に含まれる窒

素杭雨水等により地下水へ溶脱される場合が考えられる。

表 2に宮古地域における肉用牛飼養農家を規模別で示し

た。これによると，多良間村では全村面積に対し， 1.69頭/ha

まで肉牛の飼養密度が高まっている。このような密度は，家

畜ふん尿の農地還元利用等の適正処理を地域内のみで行うこ

とが困難であると推測され，適切な対処がなされない場合，

深刻な環境問題を引き起こしかねないレベルと考えられる。
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に加筆).

注図中の矢印は夏植えサトウキビの植え付け時期
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他方，平成 11年に「家畜排せっ物の管理の適正化及び利用

の促進に関する法律」が施行されたが，例えば宮古島では規

制対象外となる農家が多い。宮古島本島部(現在の宮古島市

から旧伊良部町を除く地域)では上述した法律の規制外とな

る10頭未満の伺養規模農家数が 67.3%を占める(表 2)。家

畜ふん尿を起源とする地下水汚染の防止を徹底させるには，

これら小規模農家における適正管理や農地還元対策がひとつ

の課題となろう。

家畜飼育に伴う硝酸態窒素による地下水への負荷の第 2の

経路は，飼料作物に胞される肥料に起因する場合である。近

年，南西諸島ではコントラクターの導入 ・普及により，組飼

料を栽培する農地が増加しており，例えば宮古地域の場合，

飼料作物の作付面積は 1991年に 675haであったのが 2006年

には 1，048ha (総耕地面積の 8.9%)に達しており，とりわけ

多良間村では 953haの耕地面積中， 230 ha (24.1%)を占め

ている(沖縄県宮古支庁 2007)。また温暖な気候条件下で周

年的に飼料作物の栽培が可能で，収穫回数に応じた施肥が行

われるため，年間の施肥窒素量は一般の畑地に比べかなり高

くなっていることが推測される。

表 3に，宮古地域において 1年間に販売された肥料に含ま

れる窒素量を計算した結果と，肉用牛から排池されるふん尿

中に含まれる窒素量との対比，ならびに施肥窒素量を示し

た。 これによると，宮古島本島部の施肥窒素量は 134kg/ha

で，サトウキビ栽培農地が多くを占める実状を反映した値で

あるのに対し， 多良間村ではその 1.6倍の 214kg/haとなっ

ている。この状況は，上述した多良間村における飼料作物の

作付面積率の高さが関係しているものと思われる。また販売

肥料中の窒素量に対する，原単位法で推定された肉牛ふん尿

中の窒素量の比率は，多良間村では 94.7%に達している。

このように多良間村のような場合には，サトウキどと共に

飼料作物に対する施肥効率の向上と，肉用牛ふん尿を堆肥化

して，化学肥料に代替するかたちで飼料作物畑等への還元利

用を促進することが肝要と考えられる。中西ら (2003b)は，

1996-2003年において多良間島の地下水水質を調査した結果

から，島中央部の地下水硝酸態窒素濃度は恒常的に 10mg/L

を超している実態を示したが，島周辺部においても，淡水レ

ンズにおける海水希釈率で掛け戻せば本来中央部同等の濃度

レベルであることが推測される。
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図 5. 喜界島の A地点における地下水硝酸態窒素濃度の推移.
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表 2. 宮古地域における肉用牛飼養の規模別状況と飼養密度(平成 17年度). 

農家戸数(戸， %) 飼養頭数(頭， %) 地域面積 飼養密度

10頭未満 10頭以上 5十 10頭未満 10頭以上 計 (A) (ha， B) (A/B，頭/ha)

宮古島本島部 757 (67.3) 368 (32.7) 1.125 3，549 (30.4) 8，123 (69.6) 11，672 16，515 0.71 

旧伊良部町 9 (56.3) 7 (43.8) 16 58 (23.4) 190 (76.6) 248 3，859 0.06 

多良間村 38 (31.7) 82 (68.3) 120 216 (5.8) 3，493 (94.2) 3，709 2，190 1.69 

資料沖縄県宮古支庁 (2006)をもとに作成.

注沖縄県全体の飼養密度は 0.35頭/ha

表 3. 宮古地域における肉用牛ふん尿と販売肥料中窒素量の比較(平成 17年度).

肉用牛 ふん尿中量 肥料中量 A/B 施肥窒素量 (kg/ha)

(頭)1 (Nt， A)2 (Nt， B)3 (%) 対全域 対作付面積

宮古島本島部 11 ，672 583.6 1， 026.5 56.9 62.1 134 

旧伊良部町 248 12.4 324.2 3.8 82.7 196 

多良間村 3，709 185.5 195.9 94.7 89.4 214 

1沖縄県宮古支庁 (2006)をもとに作成

2肉用牛ふん尿中窒素の原単位を 50kg/頭/年として求めた.

3宮古島地下水水質保全対策協議会 (2007)をもとに作成.

石灰岩島嶋における地下水保全の地域特性

南西諸島の低島において，地下水硝酸態窒素の高濃度化は

第 lに水道原水の質的な劣化を意味する。このことは地域住

民の健康問題に，少なくとも水道原水としての浄化コストに

関係することから，地下水の水質保全は重要な地域課題のひ

とつで、ある。ただし，硝酸塩の飲用による人間の健康被害に

ついては，その科学的な実証・根拠がなく，場合によってはか

えって健康を促進するという見解も示されている (L'hirondel. 

L'hirondel 2002)。

しかし高濃度の硝酸塩を含む地下水が飲料水として不適

ではないとしても，このような地下水が引き起こす環境問題

は別に扱われる必要がある。

本報告で示した南西諸島を対象とした調査結果によると，

人為的な影響がほとんど無いと考えられる地域の地下水中硝

酸態窒素濃度は 1-2mg/L程度以下である。 したがって現況

としては，自然本来に比較して少なくとも数倍程度の硝酸態

窒素が地下水等の環境に放出されていることになる。

このように，高濃度に放出された硝酸塩による環境影響が

危慎されるが，とりわけ南西諸島では地下水が最終的に流出

する沿岸に発達するサンゴ礁生態系への影響が問題となろ

う。本生態系は本来貧栄養海域に適応すべく，サンゴと共生

する褐虫藻による光合成産物を栄養基盤として成立した生態

系である。そのような海域に流出する富栄養水は本生態系に

どのような影響を及ぼすのか。サンゴ礁生態系は魚場であ

り，マリンスポーツや憩いの場であり，また大気中炭酸ガス

の固定の場でもある。その劣化は甚大な損失である。いずれ

にしても地下水の汚染は，その流出先の環境にも影響を及ぼ

すであろうことに注意を払う必要がある。

他方，石灰岩島l興においては通常， リン酸は地下水から高

濃度には検出されない。これは，肥料や家畜ふん尿，生活排

水等に含まれるリン酸が地下浸透する際，石灰質の土壌や地

質中に豊富に存在する Caイオンと結合してク溶性の CaHP04

か不溶性の Ca3(P04)2という形態で固定されることが原因

と考えられる。この点も石灰岩島艇における地下水環境問題

に関わるひとつの特性であろう。

また南西諸島の特に低島では，地表に負荷された物質が溶

脱されて地下水に至るまでの時聞はきわめて短いと考えられ

る。この時間差は，土壌や石灰岩の密度や厚さ等に左右され

ようが，図 4-5で見たように，ほほ、即時的な反応を示す地域

もある。この特性はまた，小さな島唄では通常，硝酸態窒素

による地下水汚染に関する被害者と加害者は同一であるこ

と，そしてその対策効果も早急に現れやすいことを意味して

いる。

総じて地下水に負荷される窒素は，元来は営農上の無駄に

よって生じている。無駄な時期に無駄な量の肥料を作物に施

す。循環させれば地力改善や作物栄養となる家畜ふん尿を無

駄に流す。このような無駄を軽減するだけでも，地下水の水

質は随分改善されよう。人間活動の中で最も多くの水を消費

する農業が，地下水等の水質を悪化させているのは皮肉なこ

とであり，世界的な水不足が予想される昨今において，その

修正は喫緊の課題のひとつである。
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