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シンポジウム論文

環境科学会誌23(4) : 259-267 (2010) 

中国農村地域における窒素ブローの変動

および水環境への影響評価

劉 最*.t・王 勤学付

摘要

中国農村地域を主なフィールドとして 食生活や農作や人間排泌物の排出ルートなどの

人間活動およびその変化が農業生態系の水・物質循環に及ぼす影響を統計資料と現地調査

などによって，定量的に解明した。その結果，長江流域の農業系と生活系から水域への窒

素輸出総量は 1980年の1.98Tg…Nから守 1990年の 3.03Tg-N. 2000年の 4.50Tg-Nにま

で増加した。 1980年の窒素排出源は主に下流流域に集中していたのに対し. 1990年代に

は中流流域まで. 2000年には中下流を中心として周辺へと広く拡大した。化学肥料使用

量の急増および肥料利用効率の低下が河川窒素負荷量の増加の主な婆悶であった。また，

現地調交の結巣によると，人間の排汲物の環境への潜在愛素負荷量として，都市部で、は年

間l人当たりおよそ1.02kg-Nが土壌へ. 5.49 kg-Nが水域へ，農村部では年間 l人当た

りおよそ 4.33kg-Nが土壌へ. 1.60 kg-Nが水域へ排出されることとなる。さらに，経済

の発展や都市化の進展が農村地域における肉類の消費量を増加させたり，地域内の人間排

地物の土壌還元率を減少させたりしている一方，水域排出率を増加させたり，化学肥料や

県外からの輸入飼料に依存するようにさせたりしていることも明らかとなった。化学肥料

施用量の減少，利用効率の増加および排池物などの有機物の循環再利用は河川富栄養化を

抑制するための重要な鍵となる。

キーワード:窒素フロー，現地調査，人為活動，農業生態系，水環境問題
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1.はじめに

8億人を持つ中国農村地域では晶家宝主主将が

2006年に，政府活動報告において. I社会主義新農

村建設jを手堅く推進すると強調したように，農

村地域の都市化がさらに加速すると予想される O

FA02006年の統計データを見ると，中障の農村は

世界耕地の 7%にすぎず，世界 20%の人口を養うた

めに，世界の 33%の化学肥料が使われている。こ

のうち作物に吸収されるのは 30%以下であるので，

化学肥料の 7割以上が環境負荷ということになる。

また，中国の農村では世界の年間豚肉生産量の 5割

を占める 5千万トン以上の豚が飼養されている。畜

産飼養場は排水処理施設が不備で. COD (化学的

酸素要求景)でみた資産排法量は，畜産だけで中国

の工業部門による COD排j世最に匹敵する勢いで増

えている。こういった開題は単に中国国内の環境問

題だけではなく，地球規模の環境問題になりつつあ

るO 長江における流量や議素負荷量の長期変動は，

夏季の東シナ海大陸榔域における表層塩分の低下

傾向，表層低塩分水中の DIN濃度の上昇に影響し

ているという研究報告もあるj)。このような状況下

で中国農村地域の変化をリアルタイムに把握しモ

デリングすることにより，蜜素負荷量の変動が環境

に与える彩響を評価し，現場に相応しい対策の立案

を検討して将来のシナリオ予測できる研究開発を

行うことが緩めて重要だと考える。

2010年 l月22日受付.2010年6月l日受・理

近年中国では急激な経済成長とともに食生活は大

きく変化し穀物を中心とした従来型から肉食を中

心にする先進国型に移りつつあり，肉類蛋白質の摂

*名古屋大学，〒 464-8601愛知県名古屋市千稜区不老町D2-1(510) 
**国立環境研究所，〒 305-8506茨城県つくば市小野川 16-2
t Corresponding author: liu.chen@b.mbox.nagoya-u.ac必
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取量の増加によって，人間の排泌物に含まれる窒素

含有量が増加している O しかし下水処理施設が未

整備であるため，大部分の生活用水は処理せずに直

接河川へ放出されており，それに伴う窒素汚染が懸

念される。また，肉類の生産は作物よりもエネル

ギーの転換効率が{尽く，その生産には大量の穀物

を必要とする.さらに，家音節養規模の拡大により，

家畜の排j世物が増加し河川の窓素負荷量を増加さ

せる原因となる。したがって，生活パターンの変化

が地域の炭素・窒素などの物質循環のバランスを崩

し環境資源へ大きな影響を与える可能性が考えら

れる。しかし現存の統計資料では，人間生活(食

物消費状況や排池物の排出ルールなど)の変化につ

いて地域ベースの信頼性の高い統計データがない

ため，窒素循環モデルにおける各パラメータ(例え

ば，一人当たり窒素治費量，人間の排准物による環

境への窒素負荷量など)は決定できず，生活パター

ンおよびその変化を窒素フローに反映することが

できない。人間生活の現状，すなわち，人間の食物

消費により年間にどれぐらいの窒素が摂取され，人

間の排洗物がどれぐらい河川へ流出しどれぐらい

有機肥料として土壊へ遊元したか，また，食生活や

農作や人向排泌物の排出ルートなどの人間活動お

よびその変化がどれぐらい地域の水・物質循環に影

を及ぼしているかを定量的に解明することが本

研究の包的である O

本研究の特色は中国農村地域を主なフィールドと

して，人間活動の現状と将来予iHlJのために，これま

でほとんど手の付けられていなかった現地調変を

実施し人為的な要因を定量化して，窒素フローモ

デルに取り込み，その循環プロセスや環境への負荷

量を定量的に評{隠しようとすることにある。これら

の研究は環境への影響評価だけではなく，地域の物

質バランス，地域の環境政策および池域の持続可能

な発展を検討するのにも極めて重要で、ある。

2.主な研究内容及び手法

まず，長江流域にある 801燥に対して 1980

2000年の 10年毎の農業統計データや気象観測ス

テーション等の観測データなどをさ夜間情報システ

ムと結合し県単位での窒素フロー収支に関する時

空間データベースを構築した。次に，長江流域 (801

県)農耕地を中心に皇室素のソース(大気降下，生

物回定，化学肥料人間と家畜の糞尿や積子や農

業部生産物などのシステム内における主主素の循環

シンク(作物による収穫窒素蚤，脱釜，アモ

ニア揮散，河川への流出量)，土壌への窒素蓄積最

などの時空間変化を解明した。しかし問題点とし

劉・王

ては，地域窒素収支モデルにある人情生活や農作方

法などに関わる諸パラメータは先行研究により一

定の既存値を用いており，地域の差異は反狭されて

いない。そこで，中国にある典型的生態系における

現地調査を行い，地域窓素収支モデルに関わる諸パ

ラメータ (1人あたりの窒素摂取量/排出蒙，人間

排泌物の土壌還元率/河川流出率，議など農副生産

物の再利用率，家畜糞尿の再利用率など)を同定し

た。また，これらの調査地のうち現代化奥村地域及

び伝統的な農業が維持されている農村地域の 2代表

地域を選定し， 日常生活調査の結果を用いて，人間

生活にかかわる窒素フローを作物生産にかかわる

フローと結合することによって地域の窒素フロー

図を完成させ，人々の食生活が窒素フロー変化に及

ぼす影響評価を試みた。

現地調査は 2006年4-6月に，アジア太平洋環

境イノベーション戦絡プロジ、エクト (APEIS)の総

合環境モニタリングネットワーク (IEM) の協力

により，河北省石家荘市の市IXと湖北省武漢市の市

在，および新騒自治区阜康市，山東省雨城市，江im

省泰和県と湖南省桃源県の都市部(市/鎮)および

農村部(郷/村)の 64蓄10地域(関 1)在住の 18

歳以上の成人(合計 1500人)を対象に，アンケー

ト調資と開き取り調査を実施した。

調査の内容は主に以下の 4項目からなる。 l項目

白は被調査対象の基礎'情報である。例えば，調査対

象者の性別，身長，体重，職業，収入，戸籍性質(者p

市戸籍/農村戸籍)，教育レベル， 日常活動強度な

どである。 2項目白は食生活の現状及びその変化に

ついてである。ここでは，まず中国食物成分表2-3)

の分類によって主な食物を 9種類 47項目に分類し，

調査察を作成した。そして24時間忠い出し法によっ

て調査の前日(朝，昼，娩)に摂取したすべての

食物およびその量を調査対象者に思い出してもら

い，調盗禁に記入してもらった。また，調査対象者

に10年前と比べて，消費構造の変化，食生活の現

状に満足しているかどうか，食卓について今後の希

望などを尋ねた。 3項目白では家庭排水の処壊状況

について下水道整備の状況，生活排水(洗濯， JlIl?先

いなど)の排出方法及び自家用トイレの仕様，排出

lレート，満足度などを尋ねた。 4項目釘では農村地

域において，各地域で実際行われている農作法，す

なわち，各化学肥料の施用割合/施用方法，農副主主

1宝物や家畜排j世物の再利用状況などを尋ねた。

なお， 2008年 2-4月には長江大支流の lつで

ある漢江流域(長江上流にある支流域)の中下流の

5つ代表地域(図 1)の都市部と農村部に認査範囲

を拡大し調査精度の向上を図った。また，本論文
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新廼自治区皐康市
(温帯大陸性砂漠化地域のオアシス農業生態)

湖南省桃源嬢
(1岡庭湖周辺の集中型水間農業)

山東省高城市
(黄河中下流沖積平野の

海;凝熔農業)

滋北省武漢市
(南部大都市)

国 1 調査先

はいままでの成果の下で，まとめたものであり，計

算に使われていた統計データや先行研究による各

パラメータの設定や計算方法などの詳しい内容に

ついては，劉ほか!-6)， Liu et aP -10)を参考されたい。

3.主な研究結果

3.1 長江全流域における各窒素フローの収支及び

経年変化

1980年， 1990年及び2000年の長江全流域の窒素

収支を表 lに示す。これらの結果によると，反応性

愛素の総量:は 2000年には 14.25Tg-Nに歪り， 1990 

年から約2倍， 1980年からは 3倍以上に増加した。

そのうち，窒素肥料の使用量は 1980-2000年の

関に急激に増加し 2000年には反応性議素総量の

86%を占め，最も大きな窒素i原であった。システ

ム内部室素循環最のうち，畜産/人間排泌物に由

来する窒素の占めている割合は大きい。皇室素の利

用効率(作物による収穫窒素量/ソース)は 1980

年には 31%， 1990年には 30%，2000年には 23%

と年々減少してきている o 1980 -2000の間の農

業系と生活系から水域への窒素輪出総量は 1980年

の1.98Tg…?ぜから， 1990年の 3.03Tg-N， 2000年

の4.50Tg-Nまでに増加した。長江 16支流域の河

}IIへの釜素流出量の時空間分布を関 2に示す。 1980

年の窒素排出源が主に下流流域に集中していたの

に対し， 1990年代には中流流域まで， 2000年には

中下流を中心として，周辺へ広く拡大した。 1980

2000の20年間に人間活動の影響範劉及び程度が

拡大したこと，また，化学肥料使用量の急増および

肥料効率の低下が海}II窒素負荷主主の増加の主な要

図であったことは明らかである。

3.2現地調査による窒素収支モデルのパラメーター

の問定

各地域における-8一人当たり各食物から摂取

する蛋白質量や人間排泌物による環境への窒素排

出量など(表2) を算出し食生活や人間排j世物の

排出ルート(医 3)の現況を把握した。 6地域の平

均値からみると，都市部と幾村部の一白一人当たり

蛋白質摂取量はそれぞれ l11g/人/日と 102g / 

人/日であった。都市部では肉類，豆類，水産類，

乳類の消費釜は農村部より多いものの，農村地域で

は穀物類や野菜果物類の消費量が都市部を上回っ

た。また，地域開の差異も見られた。その差異は経

済の格差以外に，地域の特性，風土，習慣などの違

いを反映していることが示された。蛋白質の窒素含

を16%，成人の窒素の排波量と摂取量が等し

いと仮定すれば，都市部ではおよそ 6.5kg-N /人

/年，農村部では 6.0kg-N /人/年の皇室素が排j世
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表 1 長江全流域における窒素のソース/シンク/タンクの霊及びその変化

愛 (TgN)

1980年 1990年 2∞3年

人為的反応性皇室素 4.41 (4.26 -4.55) 7.61 (7.44 -7.77) 14.2504.01 14.49) 

一化学肥料 2.49 5.74 12.23 

一生物固定 1.00 (0.90 -1.10) 0.97 (0.86 -1.08) 0.90 (0.80 -1.00) 

大気降下 0.92 (0.87 -0.96) 0.90 (0.84 -0.95) 1.12 (0.98 -1.26) 

システム内部窓素徳E最長 4.28 5.80 5.57 

2素塁 一畜産排泌物 1.50 2.16 2.18 
の 人間排泌物 1.63 2.03 1.53 ソ

ス
一肥料として利用されたわらなど 0.33 0.54 0.62 

飼料として利用されたわらなど 0.15 0.19 0.22 

一燃焼されたわらなど 0.33 0.48 0.53 

i産j段用水 0.27 0.31 0.39 

種子 0.07 0.09 0.10 

合計 8.68 (8.54 -8.83) 13.4 03.2 -13.6) 19.8 09.6 -20.1) 

作物による収穫祭言語長 2.71 4.01 4.64 

可食在日分 1.65 1.07 2.43 

一わらなどの部分 1.58 2.89 1.75 

脱皇室 1.28 (0.90 1.66) 2.49 0.83 3.16) 4.47 (3.45 -5.49) 

一化学肥料由来 0.78 (0.65 -0.91) 0.50 (0.25 -0.74) 1.79 (1.48 -2.10) 

三素塁
一有機肥料樹来 0.70 (0.35 -1.05) 3.79 (3.11 -4.46) 0.68 (0.34 -1.03) 

アモニア援散 1.27 (1.05 -1.48) 2.15 (1.81 -2.49) 3.25 (2.78 -3.71) の
ン 一化学肥料由来 0.49 (0.43 0.55) 0.78 (0.62 0.94) 1.11 (0.98 -1.23) ン
ク 一有機肥料由来 1.05 (0.84 -1.26) 2.32 (2.05 -2.59) 0.93 (0.74 -1.11) 

河川|へ流出 1.98 (1.84 -2.12) 3.03 (2.84 -3.21) 4.50 (4.30 -4.70) 

一人為的反応性愛繁闘来 1.10 (1.07 -1.14) 0.33 (0.22 -0.43) 1.90 (1.86 1.94) 

人間排j世物由来 0.55 0.68 0.52 

有機肥料出来 0.45 (0.30 0.59) 3.56 (3.50 3.62) 0.42 (0.28 -0.56) 

合計 7.23 (6.49 -7.97) 11.7 00.5 -12.9) 16.9 05.2 -18.5) 

室主索のタンク(ソース シンク) 1.45 1.73 2.97 

物として排出されることになる。さらに， 80年代

初期まで、は人間のし尿の 90%以上が有機肥料とし

て農地に還元されていたが，都市部の下水道の普及

や農村部の化学肥料使用量の急増などによって，人

間の排池物の「土壌還元率」が減る一方，水域排出

率が増加している。都市部と農村部で分けてみると，

人間排法物のこと壌還元率はそれぞれ 16%と73%で

あり，残りは河川iへ流出されている。したがって，

人間の排池物の環境への潜在窓素負荷量として都

市部では年間 1人当たりおよそ1.02kg-Nが土壌へ，

5.49 kg-Nが水域へ，農村部では年間 l人当たりお

よそ 4.33kg-Nが土壌へ， 1.60 kg-Nが水域へ排出

されることとなる。人間の排i世物による河川への窒

素負荷量の増加が懸念される。

3.3 現地調査と統計データを融合した護素負荷量

の推定

現地調査の結果を地域窒素フローモデ、ルに取り込

み，中国長江中下流にある湖南省桃源県(平原地域

で，農業機械化が進展している現代化農村地域)と

江商省泰和県(五夜地域で，伝統的な農業が維持さ

れている伝統的な農村地域)の 2代表地域間の比較

により，人の生活の変化が窒素フローに及ぼす影響
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図2 長江 16支流域の河川ヘ窒素流出塁の時空間変化

O 通天河流域 1 金沙江上流流域 2 雅章喜江流域 3 金沙江下流流域 4 際立流域 5 ;'8江流域
6 嘉陵江流域 7 烏江流域 8 漢江流域 9 況江流域 10 湘江流域 11 務江流域

12 長江上流主流流域 13 三峡主流流域 14 長江中流主流流域 15 長江下流主流流域
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表 2 食生活を中心、とした~素フロー各パラメータの向定

タンパク質摂取量 排泌物総最
環境への排出率 環境への排出翠:

(96) (kg-N /人/年)
(g/人/8) (kg-N /人/年)

土壌へ 水域へ 土壌へ 水域へ

石家;任 116.5 6.80 

主主E長 市/鎮 121.8 7.11 

郷/村 97.4 5.69 

~城 市/鎖 111.6 6.52 

郷/村 106.1 6.20 

武渓 108.6 6.34 

泰寺日 市/鎖 106.5 6.22 

郷/村 96.3 5.63 

桃il¥¥ T1i/鎖 108.3 6.32 

郷/村 103.3 6.03 

石家荘市 阜康市

武漢市 桃源県

6 94 

9 91 

70 30 

32 68 

80 20 

25 75 

24 76 

95 5 

6 94 

47 53 

高城市

泰和県

0.44 

0.62 

4.01 

2.09 

4.97 

1.59 

1.52 

5.35 

0.35 

2.85 

図腐敗槽

圏直接排出

口下水道

6.36 

6.49 

1.68 

4.43 

1.22 

4.76 

4.70 

0.27 

5.97 

3.18 

~J'\イオマストイレ

ロ肥料利用

ロその他

図3 苦雪地域における人間排波物の処理方法

(内円:農村部外円:都市部)

を定量的に分析した。その結果，経済の発展や都市

化の進展により，農村地域における人々の生活で肉

類の消費量が増加し農業生援は作物の一次生産よ

りも肉類などの二次生産が重視され，地域内の人間

の排池物などの有機物資源の循環利用が減少して

化学肥料や県外からの輸入飼料に依存するように

なることが明らかとなった。地域内の有機物の循環

再利用を再検討する必要がある。中間長江流域にあ

る現代化農村地域(桃源県)，伝統的な農業が維持

されている農村地域(泰和県)の 2代表地域におい

て，人間生活にかかわる窒素フローを作物生産にか

かわるフローと結合させて完成した窒素フロー図
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本研究において，長江流域の窒素収支に関する

データベースを構築した。このデータベースを用い

て，さまざまスケールでの窒素収支の計算が可能と

なり，塁塁素のソースとシンクの時空間変化を撹覚化

とま4. 

(b)泰寺口県(a)桃源県

(罰 4)によって，経済の発展や都市化の進展が農

村地域における肉類の消費量を増加させたり，地域

内の人間排准物の土壌還元率を減少させたりして

いる一方，水域排出率を増加させたり，化学肥料や

県外からの輸入飼料に依存するようにさせたりし

ていることを明らかにした。



266 

することが可能となった。その結果，人間活動の影

響範囲及び程度が拡大したことが定量的に示された。

劉・王

さまざまな課題がまた残されている。例えば，す

べての地域において，水域への流出率として 0.25

を用いた(表1.図 2)が，流出率は土壌タイプや

化学肥料の種類や土地利用や地表水の流量など多

くの要素の影響を受けるため，地域の特性に基づ

いた流出率の設定が望ましい。また，ここでの河

JlIへの窒素流出量は農業系や生活系といったノン

ポイントソース(都市部排水口などのポイントソー

スは含まれていなしミ)によること壌から河川への窒素

流出潜在負荷量となり，河川の流れにおけるさまざ

まなプロセス(脱窒，吸収など)を考慮していない。

Liu et a1.6)によると，河川における愛素損失率は約

37%であり， したがって. 2000年に長江流域のノ

ンポイントソースから約 2.84Tg-Nが海へ流出する

試算になる。より正確な数伎を出すために，各パラ

メータの精度を高める必要があるが，これについて

は今後の課題としたい。また，中間政府が「調和社

会作り」のスローガンの下で. r社会主義新農村の

建設」に向けて，排i世物の処理技術など大規模の環

境技術の導入や環境対策を打ち上げているため，今

後，このような技術や対策の導入効果の評価や将来

予測について，調査を継続し研究を深める必要が

あると考える。
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Abstract 

The present study aimed to quantitatively c1arify the impact of human activity (with 

regard diet habits， waste disposal and farming method) on the nitrogen flow of agro-

ecosystem and the water environmental problem by both statistical mater匂1and field 

investigation. According to our estimates， the total amount of nitrogen transported to the 

surface waters increased from 1.98 Tg…N in 1980 to 3.03 Tg-N in 1990 and to 4.50 Tg-N 

in 2000， showing a 2.3-fold increase between 1980 and 2000.τ'he areas that exported large 

amounts of riverine nitrogen expanded widely from the Changjiang lower plain to the 

Changjiang middle plain and surrounding areas between 1980 and 2000. The high rate of 

nitrogen fertilizer application and the low fertilizer use efficiency were implicated as major 

causal factors of increased riverine N transport. Regarding per-capita annual potential 

nitrogen loading from human excrement， approximately 1.02 kg-N is returned to farmland 

and 5.49 kg-N is discharged into rivers in urban area. In rural regions， on the other hand， 

approximately 4.33 kg-N is returned to farmlands and 1.60 kg-N is directly discharged 

into rivers. Furthermore， the economic growth and urbanization lead to an increased 

proportion of meat in the diet， greater use of flush toilets， less recyc1ing of human and 

animal wasters onto agricultural land， which makes rural communities more dependent 

on chemical fertilizer and imported animal feeds. China is facing serious water pollution 

problems; therefore， increasing organic matter recyc1ing rate and decreasing chemical 

fertilizer application rate requires consideration. 

Key Words: Nitrogen flow， site investigation， human activity， agro-ecosystem， 

water environmental problem 
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