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秋田県の農地における堆肥由来の亜鉛負荷量の

推定と負荷軽減の可能性

佐藤雄太＊　谷口吉光＊＊　中野芳雄＊＊　尾崎保夫＊＊

〔キーワード〕こ堆肥，重金属，亜鉛，負荷量，農

地土壌

1．はじめに

近年，家畜排泄物の適正処理や資源循環型農業の

推進などから，堆肥を利用した減化学肥料栽培が普

及しつつある．しかし，家畜排泄物を原料とする堆

肥には銅や亜鉛などの重金属が含まれていること

が報告されており，農地土壌への重金属の蓄積・農

作物への悪影響が懸念されている（高田2004，折

原ら2002，森ら2004，萩山ら2005）．家畜排泄

物由来の堆肥に重金属が含まれる主な理由として，

家畜の増体促進効果を期待して飼料中に添加され

ることがあるほか（高田2004），カドミウムや鉛

が付随的に飼料などにも含まれることがあげられ

る（森ら2004）。これらの重金属は人問の健康に

悪影響を与える可能性がある（樋口2003）．また，

鉱業が盛んだった地域では，土壌の重金属含有量は

比較的高いと推察される．椎川ら（1991）は詳細な

調査にもとづき，秋田県において土壌中の重金属含

有量の分布に鉱業の影響が見られることを指摘し

ている．

　本稿では，以上の問題意識にもとづき，秋田県を

対象として農地における家畜排泄物堆肥由来の重

金属の収支を推定し，負荷軽

減の可能性を検討した．指標　　　　　　　　表1

となる重金属として亜鉛を

いること（管理基準が乾土1kg当たり亜鉛120mg

以下と定められている）一，②農地における窒素収支

の推定は三島（2002）や生雲（2003）によって報告

があるが，重金属収支に関する報告は少ないこと等

である．

2．家畜排泄物堆肥由来の
　　亜鉛負荷量の推定

（1）調査対象地域の決定
秋田県（2003）が行った堆肥化施設に対するアン

ケート調査結果によると，堆肥の販売地域は市町村

およびJA管内までが32．7％，他市町村まで38．5％，

他県まで5．8％，無回答23．1％となっている．この

ことから，調査対象地域（以下「地域」）として市

町村では範囲が狭すぎると考え，地域を秋田県の8

つの行政地域（鹿角，北秋田，山本，秋田，由利，

仙北，平鹿，雄勝）とした．各地域の面積や家畜飼

養頭羽数は表1の通りである，

（2）農地における亜鉛収支の推定方法

　農地における亜鉛収支を推定するために図1のよ

うなモデルを作った．これをもとに，以下の式によ

り1）～7）までの項目の値を推定した。

1）堆肥

　Mzn＝Σ（MA＋MA÷10）×O．8×Mz…式1

　　　　　調査対象地域別の面積および家畜飼養頭羽数鬼
（東北農政局秋田統計・情報センター，秋田県農畜産振興課，秋田県酪農連盟）

選んだ．亜鉛を選んだ理由は，

①土壌中の重金属の指標と

してr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j（環境

庁水質保全局長通達）で監視

上有効な物質と認められて

地域農地面積辮罷不作付地乳用牛繕響肇頭羽議（頭羽装卵鶏
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図［璽］囲匝暉團
表3　地域別育成牛の割合
（秋田県酪農連盟2003）

地域 目成牛の割合
6）農地 7）蓄積

図1亜鉛フローのモデル（tZn／年）

　MA＝Σ（MB×Mc×MD）…式2

　ME＝MF－MF×MG…式3
　MZn＝生産される堆肥に含まれる亜鉛量（tZn／年）

　MA＝畜種別家畜排泄物量（t／年）

　Mz＝畜種別堆肥亜鉛含有量（g／t）

　MB＝畜種別家畜飼養頭羽数（頭羽）

　Mc＝畜種区分別飼養頭羽数の割合（表2参照）

　MD＝家畜排泄物量（t／頭羽／年）

　ME＝未経産牛（14カ月以上）

　MF＝未経産牛小計

　MG＝育成牛（14カ月未満）の割合

　※ただし，畜種別家畜飼養頭羽数はr第50次秋田農林

水産統計年報」，r豚，鶏の頭数調査結果」，「平成15年度

酪農家名簿（ハンドブック）」を用いた．畜種別家畜飼養

頭羽数は年間の飼養頭数とした．畜種の区分は表2のよう

にし，畜種区分別飼養頭羽数の割合はr畜産統計」，r平成

15年度酪農家名簿（ハンドブック）」を利用した（表3）．

　未経産牛（14カ月以上）の乳用牛の頭数は式3

から推定した．家畜排泄物量（t／頭羽／年）は築城・

原田（1997）を用いた．畜種別堆肥亜鉛含有量は折

原ら（2002），を用いた（表4）．堆肥化に当たって

は畜種別家畜排泄物量の10分の1（乾物重）の副資

材を添加することとし，堆肥化過程での総乾物分解

率は20％とした．地域内で発生した家畜排泄物は，

鹿角

北秋田
山本
秋田
由利

仙北
平鹿
雄勝

0．5358

0．4469

0．4729

0．5502

0．5297

0，4795

0．4957

0．6049

表2　畜種区分別の頭数の割合（畜産統計の区分別の
頭数／総飼養頭羽数）　（農林水産省統計部2004）

表4　畜種別堆肥の亜鉛含有量
　　　　　　（折原ら2002）

亜鉛含有量（一1（DW））

牛糞堆肥
豚糞堆肥

257．99

629．89

堆肥としてすべて地域内の農地に施用することと

した．

2）農作物主産物の収穫
　CZn＝ΣCY×Cz…式4

　Cz．一農作物の収穫に伴う亜鉛持ち出し量（t　Zn／

年）

　CY＝農作物主産物収穫量（t／年）

　Cz＝農作物主産物中の亜鉛含有量（g／t）　（表5

参照）

　※ただし，農作物主産物収穫量と農地はr第50次秋田

農林水産統計年報」および農林水産省を，農作物別の亜鉛

濃度はr五訂食品成分表」およびr日本標準飼料成分表

（2001年版）」を用いた．農作物の収穫に農作物残渣等の

副産物を含めなかったのは，副産物は地域外へ持ち出され

る可能性が少ないと考えたためである．

　　表5　農作物主産物中の亜鉛含有量
（科学技術庁資源調査会2000，’中央畜産会2003）

畜種 区分；畜産統計の区分 割合
農作物

亜鉛含有量
　　　　　農作物　（gt

1）

亜鉛含有量
　（gt－1）

　　　未経産牛小計；未経産牛＋2歳
　　　育成牛（14カ月未満）
乳用牛未経産牛（Mカ月以上）
　　　搾乳牛；搾乳牛
　　　乾乳牛・乾乳牛

0．2611

表3

・式8
0。6508

0．0866

　　　乳用種；乳用種
肉用牛2歳未満；雌1歳未満
　　　　＋雌1歳＋雄1歳未満＋雄1歳
　　　2歳以上・雌2歳以上＋雄2歳以上

0．155

0．4264

0．4185

　　肥育豚；肥育豚
豚
　　繁殖豚；子採り用雌豚
　　　　＋種雄豚＋その他

0。8308

0．1692

採卵鶏雛；ひな（6カ月未満）

　　　成鶏・成鶏雌（6カ月以上）

0．／885

0．8114
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3）雨

Rz。＝RL×Rz×RF…式5
R．z．＝降水中に含まれる亜鉛量（t　Zn／年）

RL＝農地面積（ha）

Rz＝雨水中亜鉛濃度（g／m3）

RF＝年間降水量（m3／ha）

6）農地 7〉蓄積16．98～17．05

※ただし，雨水中亜鉛含有量は4．46×10－5g／m3（津村・

山崎1998）とし，年間降水量は1．713×104m3／ha（秋田

地方気象台）とした．

4）灌概水
Izn＝IR×lz×lw×10 6…式6
1z．＝灌概水中に含まれる亜鉛量（t　Zn／年）

IR＝水稲作付面積（ha）

Iz＝灌概水亜鉛濃度（g／m3）

Iw＝灌概水量（m3／ha／年）

※ただし，水稲作付面積はr第50次秋田農林水産統計

年報」を用いた．灌瀧水亜鉛含有量は8．84×10一4g／m3（津

村・山崎1992）とし，灌慨水量は1．5×104m3／ha（能登

2004）　とした．

5）化学肥料

Fz．＝FN×100／15×Fz…式7

Fz．＝化学肥料に含まれる亜鉛量（t　Zn／年）

FN＝地域別化学肥料窒素施用量（t　N／年）

Fz＝化学肥料亜鉛含有量（g／t）

※ただし，化学肥料窒素施用量は秋田県内の施用基準を

主に用いた佐藤の推計（佐藤2005）を用い，化学肥料の

窒素含有量は化成肥料を想定し15％とした，化学肥料亜

鉛含有量は59。17g／tとした（樋口2003）。

6〉農地

秋田県内で栽培されている30種類の農作物の作

付面積．

7）蓄積

Azn＝Mz、十Rz．＋Iz．＋Fz．一Czn…式8

Az．＝地域別亜鉛蓄積量（t　Zn／年）

3．結果

図2　鹿角地域の亜鉛フロー（t　Zn／年）

6）農地 7）蓄積58．92～60．73

（1）鹿角地域と秋田県の農地におけ
　る亜鉛フローの比較
　以上の方法で，秋田県全体と県内8地域の推定を

行ったが，紙数の制約からすべての結果をここに示

すことはできないので，最も特徴的だった鹿角地域

の結果を秋田県全体と比較する形で紹介したい（他

の結果については佐藤（2005）参照）、

図3　秋田県の亜鉛フロー（t　Zn／年）

鹿角地域の亜鉛フローを図2に示す．鹿角地域の

亜鉛フローでは，堆肥由来の亜鉛のインプットが

17。32t　Zn／年と亜鉛のインプットのほぼすべて

（98．2～98．6％）を占める．雨，灌瀧水，化学肥料

の亜鉛のインプットはあわせてもインプット全体

のL3～L7％とごくわずかである（亜鉛のインプッ

ト値に若干の幅があるのは化学肥料の施用基準に

幅があるためである．以下同じ）．ha当たりの堆肥

由来の亜鉛インプット量は3．23kg　Zn／ha／年であっ

た．農作物の収穫に伴う亜鉛持ち出し量は0．59t

Zn／年で，これがインプット全体に占める割合は

3．2％となった．ha当たりの農作物の収穫に伴う亜

鉛持ち出し量は0．11kg　Zn／ha／年となった．

　一方，秋田県全体の農地の亜鉛フローでは，堆肥

由来の亜鉛のインプットは66．03tZn／年となり，亜

鉛のインプットの90．3～92．6％を占める（図3）．

鹿角地域に比ぺると堆肥由来の亜鉛のインプット

が占める割合は低くなっている．堆肥由来の亜鉛の

インプットを秋田県の作付面積で割った値は
0．54kg　Zn／ha／年となる．雨，灌概水，化学肥料の

亜鉛のインプットの合計量は5．26～7、07t　Zn／年と

なり，亜鉛のインプット全体に占める割合は7．4～

9．7％となる．雨，灌概水，化学肥料の亜鉛のイン

プットの合計量を秋田県の作付面積で割った値は

O，04～0．06kg　Zn／ha／年となる．農作物の収穫に伴

う亜鉛持ち出し量は12．37tZn／年となり，秋田県の

作付面積で割った値は0，！0kg　Zn／ha／年となった．

農作物の収穫に伴う亜鉛持ち出し量は作付面積で

割った場合には鹿角地域も秋田県も変わらないと

いえる．

l

／
灘
ll

l
li

「
魁

li

ll！

I

l…

l
ll唱

』1

l



492 農業および園芸　第82巻　第4号　　（2007年）

　20．00

　18．00

　16．00

塒14・00

＞12．00
N
ご10．00
嘱
無8・00

囲6．00

　4．00

　2．00

　0．00

圏採卵鶏（種鶏除く）

國豚
□肉用牛

團乳用牛

（2．50

鮭
≧2．00

撃’
面1．50

⇒

翌

ρLOO
鞄
無0．50

圏

　0．00

鹿角　北秋田山本　秋田　由利　仙北　平鹿　雄勝

躍水稲　　圏牧草　鵬ダイズ
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図5　収穫に伴う農地からの農作物別亜鉛持ち出し量

図4　堆肥に含まれる地域別・畜種別亜鉛量

（2）堆肥中の亜鉛年間含有量の地域
　別推定
　1年間に生産される堆肥中に含まれる亜鉛量を地

域別・畜種別に推定した結果を図4に示した．地域

別の堆肥亜鉛量が最も多くなったのは鹿角地域で，

17．32tZn／年となり，鹿角地域で毎年生産される堆

肥に含まれる亜鉛量は秋田県全体の26．23％を占め

る．畜種別に見ると，鹿角地域は豚由来の堆肥中に

含まれる亜鉛量の占める割合が非常に大きく，鹿角

地域の堆肥中に含まれる亜鉛量の88．91％を占める．

　次に堆肥中に含まれる亜鉛量が多くなったのは

平鹿地域で，10．08tZn／年となった（O。69kgZn／ha／

年）．平鹿地域も豚由来の堆肥中に含まれる亜鉛量

は平鹿地域の堆肥中に含まれる全亜鉛量の78．86％

と多く，鹿角地域と同様の傾向を示した．

　北秋田地域も堆肥中に含まれる亜鉛量が多く

なった．しかし，鹿角地域や平鹿地域と異なり採卵

鶏由来の堆肥中に含まれる亜鉛量が多く5．01t　Zn／

年となり，採卵鶏由来の堆肥中に含まれる亜鉛量は

堆肥中に含まれる全亜鉛量の53．52％となった．

　堆肥中に含まれる亜鉛量が最も少なかったのは

秋田地域で3．74t　Zn／年となった．秋田地域は堆肥

中に含まれる亜鉛量が全畜種で少なく，堆肥中に含

まれる亜鉛量が最も多い採卵鶏でも1．58t　Zn／年と

なった．堆肥中に含まれる亜鉛量が最も少ない秋田

地域は，作付面積が27，849haと最も大きいため，

ha当たりの堆肥由来の亜鉛インプット量は0．13kg

Zn／ha／年と少なくなった．秋田県全体の堆肥由来の

亜鉛量は66．03t　Zn／年となった（ha当たり0．54kg

Zn／ha／年）．

（3）農作物の収穫に伴う農地からの
　亜鉛持ち出し量
　地域別の農作物の収穫に伴う亜鉛持ち出し量が

多かったのは仙北地域や秋田地域で，それぞれ

2．97t　Zn／年，2．71t　Zn／年となった．逆に少なかっ

たのは，鹿角地域や雄勝地域で0．59t　Zn／年，0．91t

Zn／年となった．地域別の農作物の収穫に伴う亜鉛

持ち出し量を作付面積で割った値は，由利地域が最

も多く0．12kg　Zn／ha／年で，逆に少なかったのは，

北秋田地域，山本地域，平鹿地域でいずれも0．09kg

Zn／ha／年となった．作付面積当たりの値はすべての

地域で0．10kg　Zn／ha／年前後であった．農作物別の

収穫に伴う農地からの亜鉛持ち出し量を図5に示し

た、ここでは農作物の収穫に伴う亜鉛持ち出し量が

多い上位4種の農作物を示し，下位26種の農作物

による吸収量の合計値を「その他」とした．鹿角地

域では永稲と牧草の収穫に伴う亜鉛持ち出し量は

ほぼ同じだが，その他の地域では水稲の収穫に伴う

表6　地域別亜鉛蓄積量

地域　　　（tZn／年）　　　（kgZn／ha／年）

最低　　最高　　　最低　　最高

鹿角

北秋田

山本

秋田

由利

仙北

平鹿

雄勝

16．98

8．77

4．67

2．19

3．58

6。69

9．44

6．63

17，05

8．94

4，86

2．61

3．76

7．07

9．68

6．77

3．17

0．74

0．35

0．08

0．26

0。25

0．64

0．70

3。18

0．75

0．37

0．09

0．27

0．27

0．66

0．72

計58．9260．730．48＊0．50＊
＊平均値
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亜鉛持ち出し量が多い．水稲と牧草の収穫に伴う農

地からの亜鉛持ち出し量を合わせるとすべての地

域で各々の地域の農作物の収穫に伴う亜鉛持ち出

し量の9割を超える。

（4）地域別の農地への亜鉛蓄積量
　地域別の亜鉛蓄積量を表6に示した．亜鉛蓄積量

が最も多くなったのは鹿角地域で，16．98～17．05t

Zn／年（3．17～3．18kg　Zn／ha／年）となった。一方，

地域別の亜鉛蓄積量が最も少なかったのは秋田地

域で，2．19～2．61tZn／年（0．08～0．09kgZn／ha／年）

となった．鹿角以外の地域は単位面積当たりの亜鉛

蓄積量は1kg　Zn／ha／年以下となったが，すべての

地域で農地に亜鉛が蓄積することが示唆された．

4．考察

（1）秋田県における堆肥由来の亜鉛
　蓄積の地域別特徴とその要因
秋田県の地域別の堆肥由来の亜鉛蓄積量は鹿角

地域で最も多く，3．17～3．18t　Zn／ha／年となった．

これは次の要因があると、思われる．第1に豚の家畜

飼養頭数が多いことである．鹿角地域の年間の豚の

飼養頭数が89，392頭と見込まれ，これは地域別に

見ると最も多い・鹿角地域の堆肥亜鉛量はそのほと

んどが豚に由来しており，他の畜種由来の堆肥亜鉛

量が10％程度である．第2の要因として農作物の作

付面積が少ないことがあげられる．鹿角地域の農作

物の作付面積は5，360haと地域別に見ると最も小さ

い．そのため，作付面積が小さいと単位面積当たり

の負荷量も大きくなるため，亜鉛蓄積量が多くなる。

作付面積と堆肥亜鉛量の関係は他の地域も同様で，

仙北地域においても養豚が比較的盛んで堆肥亜鉛

量も豚由来のものが比較的多いが，農作物の作付面

積が26，454haと多いため，亜鉛蓄積量が低く見積

もられた．亜鉛蓄積量が最も小さくなった地域は秋

田地域で，亜鉛蓄積量が0．08～0．09t　Zn／ha／年と

なった．秋田地域では堆肥亜鉛量がO．13t　Zn／ha／

年と少なく，これは作付面積が27，883haと多いこ

とと関連していると思われる．これらのことから，

亜鉛蓄積量は，堆肥亜鉛量と農作物作付面積に影響

を受けると考えられる．

　秋田県の地域別に亜鉛蓄積量を推定したが，窒素

の負荷量の推定（秋田県2003，佐藤2005）と同様

に秋田県内でも偏りはあるが，すべての地域で農地

へ亜鉛の蓄積があることが推察された．亜鉛等重金

属の蓄積は除去が困難であるため長期的な視点で

蓄積防止を図り，これらの偏りは是正する必要があ

る．このためには，まず圃場レベルでの重金属蓄積

量の調査を行い，現状を把握し，農家ごとの家畜ふ

ん堆肥等の活用策を考えていかなければならない．

しかしながら，秋田県内の農地すべての調査・分析

を行うためには，多大な労力を要する．そのために，

実際の分析を行い対策を講じながら，地域別に亜鉛

等重金属の持ち込み量と各農作物による亜鉛等重

金属の持ち出し量を詳細に推定・解析することによ

り未然に過剰な蓄積を防ぐことが大切である．本稿

では，堆肥利用におけるマイナスの側面を主に取り

上げたが，堆肥等有機性資源は土壌の物理性などの

改善のために必要であり，農業生産には欠かすこと

のできないものである．今後，さらなる調査・研究

や技術開発をもとにして，堆肥のプラス・マイナス

の両面を考慮しながら，堆肥を施用する地域の実情

に合わせた有機性資源活用の方策を模索していく

必要があるのではないかと考える．

（2）秋田県の農地における堆肥由来
　の亜鉛負荷軽減の可能性
　秋田県は豚の飼養頭数が多く，養豚業が鹿角地域

や平鹿地域など一部の地域に集中している．豚の飼

養頭数は鹿角地域と平鹿地域で秋田県全体の58％

を占める．そのため，豚に対して集中的な対策を講

じることにより，当該地域および秋田県全体におけ

る堆肥亜鉛量が削減できる可能性がある．豚糞の亜

鉛等重金属含有量を低減する方策として，豚の飼料

にフィターゼを添加することにより，発育に悪影響

を及ぼさずに亜鉛排泄量を低減できる可能性が示

されている（増田ら2003）。堆肥の流通・有効活

用を円滑に進めるためには，堆肥中の重金属含有量

を低減することが堆月巴の供給する立場にある畜産

関係者に求められる．

　また，農地における亜鉛蓄積量を低減させる方策

として作付面積を増加させ農作物による持ち出し

量を増やすことが考えられる．しかし，単位面積当

たりの亜鉛吸収量の多い農作物を不作付け地に作

付けした場合でも，農作物による亜鉛持ち出し量の
’
大
幅 な増加は望めない．加えて，農作物による農地

からの亜鉛持ち出し量は本稿の現状の推定による

と0．09～O，11kg　Zn／ha／年と地域聞差は少ない．こ



494 農業および園芸　第82巻　第4号　　（2007年）

のことから．作付けしている農作物の種類が異なっ

ても農地からの亜鉛吸収量には大差はないことが

推察される．よって，亜鉛吸収量の多い農作物を作

付けした場合においても，農作物による農地からの

亜鉛持ち出し量には限界があると思われる．これら

のことから，農作物を作付けすることによって亜鉛

蓄積量を低減させる方策は難しいと思われる．

5．まとめ
　秋田県における農地に対する堆肥由来の亜鉛負

荷量を推定した．その結果以下のことが明らかと

なった．

　①秋田県における堆肥由来の亜鉛負荷量は
66．03t　Zn／年（O．54kg　Zn／ha／年）と推定された．

堆肥由来の亜鉛負荷量は畜種により大きく異なり，

豚由来のものが最も多く，全体の60．92％を占めた．

堆肥由来の亜鉛負荷量が，最も多かったのは鹿角地

域で17．32t　Zn／年（3．23kg　Zn／ha／年），最も少な

かったのは秋田地域で3．74tZn／年（0．13kgZn／ha／

年）となった．この差は家畜飼養頭羽数，畜種およ

び作付面積に由来すると推察された．

　②農作物は，地域間で作付けしている作物の種類

や割合が違うが，単位面積当たりの農作物主産物に

よる亜鉛の持ち出し量はO．09～0．11kg　Zn／ha／年と

現状ではほぽ同じであることが示唆された。このこ

とから，地域別の農作物の収穫に伴う農地からの亜

鉛持ち出し量の差は，作付面積によるものと推察さ

れた。

　③秋田県の農地における亜鉛蓄積量は58．92～

60。73t　Zn／年（0，48～0．50kg　Zn／ha／年）と推定さ

れた．地域別の亜鉛蓄積量が最も多かったのは鹿角

地域で16、98～17．05tZn／年（3．17～3．18kgZn／ha／

年）で，豚由来の堆肥亜鉛量が影響すると思われた。
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