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　中国華北平原の水問題は食糧生産との関わりにおいて多くの議論を惹起してきた．河北省経済年鑑からの統計情報によると，一

見平らな平原内部の食糧生産量には空間的な不均質性が認められる．太行山地から渤海湾へ山前平原，低平原，海岸平野と続く地

形配列が固有の地下水流動系を生じさせ，地下水資源の質および量に影響を与えていると考えるとうまく説明できる．平原東部の

地下水流出域にあたる浅層地下水中の全溶存物質（TDS）濃度が高い地域では，平原西部と比較して食糧生産量は低く各年の気象

条件の影響を強く受けていた．扇状地性の豊富な地下水を利用できる平原西部では，食糧生産量の年変動は相対的に小さく，降水

日の少ない年に地下水利用によって生産量が高くなる傾向も認められた．食糧生産量の長期変化に関しては１９９０年代半ばまでは増

加，その後停滞あるいは減少傾向が認められた．１９９７年以降は政策により食糧価格が低下したが，これが化学肥料使用量減少に現

れているように生産コストの削減を引き起こし，食糧生産量が減少したと考えられる．現在進行中の地下水位低下が揚水コスト増

加を通じて，今後食糧生産量に影響を及ぼす可能性が示唆された．

　キーワード：中国華北平原，食糧生産量，地形，地下水流動系，人間活動

　This study analyses the spatial distribution and interannual change in grain production in the transect along 38° N of North 

China Plain （NCP） by using statistical data at county level and evaluates the interrelationships among grain production, land 

condition including groundwater resources, climate, and socio-economic factors. The western part of the NCP shows high and 

stable productivity of grain production, which is highly determined by the availability of fresh water from groundwater flow 

system in alluvial fan. Whereas the eastern lowland shows low and unstable productivity, caused by high total dissolved solids 

（TDS） concentrations in shallow groundwater. The zones of the high TDS concentrations in shallow groundwater were formed at 

discharge areas of groundwater flow systems corresponding to geomorphologic units. In the lowland area of eastern NCP, grain 

productions are sensitive to climatic variation because of the low availability of fresh water. The local hydro-geomorphological and 

hydro-geological characteristics are the fundamental elements in understanding grain production. Secondly, grain production in 

every county has an increasing trend until the middle of 1990s. This corresponds to the increase in productivity per unit area 

owing to the improvement of agricultural technology. The stagnancy in grain productions in late 1990s suggests the influence of 

the cost for grain productions. The consistent steady decline of watertable will promptly raise the pumping cost. This phenomenon 

may become a limiting factor to grain production in the future when the ultimate level of water stress is reached.

　Key word : NCP, Grain production, Geomorphology, Groundwater flow system, Human activities
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　Ⅰ．はじめに
　

　中国華北平原の水問題についてはこれまでも様々

な文献で紹介されており（たとえば，近藤ほか，

２００１），水不足問題の典型的な事例として多くの注

目を集めている．その発端は，華北平原の水不足問

題を世界食糧安全保障のコンテクストの中で議論し

たブラウン（１９９５）である．彼は中国の穀倉地帯に

おける水不足問題がもたらす食糧生産量の減少が中

国の食糧輸入量を増大させ，世界の食糧安全保障に

重大な影響を及ぼす可能性を指摘している．確かに

地下水位の継続的な低下自体は観測事実として記録

されているが，これは最も悲観的な見通しであり，

反論も多数存在する（例えば，坂本，１９９５）．ブラウ

ン（１９９５）以降の華北平原における食糧生産量は政

策も含む様々な影響要因によって複雑な変動を記録

しており，その将来予測は複合的な視点が必要であ

る．

　そこで筆者らは中国華北平原において，地形，水

文地質，気候等の場の条件が形成する土地条件を理

解することにより，食糧生産量の地域的分布を説明

したうえで社会経済条件・政策など人間活動との関

連性について検討を行い，水循環・食糧生産・人間

活動の間の関連性について検討を行った．それによ

り，近未来の食糧生産，水循環，人間活動のあり方

に関する展望を得るための基礎的知見を提供するこ

とを試みる．

　中国の省を単位とした食糧生産量の変化と経済要

因の関係に関する解析は，ブラウン（１９９５）以降，多

く行われている（例えば，肖・王，１９９９；王ほか，

２００１など）．省を単位とする情報は入手が比較的容

易であるが，省が代表する空間スケールは極めて大

きく（海南省３．４×１０4 km2，寧夏回族自治区６．６４×

１０4 km2を除く最小の浙江省でも１０．１８×１０4 km2），

その中の自然および社会条件の多様性も極めて大き

い．水循環，食糧生産，人間活動は地域性に強く支

配されるため，これらの関連性を検討するには省よ

り小さな空間スケールが適していると考えられる．

そこで，現在利用可能な情報の中で最も詳細な情報

源である河北省経済年鑑に基づき，県（中国の省，

市の下位の行政区分）のスケール（本研究では２２２

～２，６１３ km2）で解析を行った．これにより食糧生産

量の空間分布，時間変化と地形，水環境などの土地

条件との関連性，政策の影響等の関連要素間の相互

作用について検討を行うことが可能となった．

　Ⅱ．研究対象地域
　

　研究対象地域は，華北平原の北緯３８度線に沿った

地域であり，近藤ほか（２００１）で紹介した総合的な

水循環に関する研究を行っているトランセクトであ

る．華北平原は一般には燕山山地，太行山地，淮河

に囲まれた地域の呼称であるが，本稿では黄河の北

側，河北省の平原部を中心に扱う．それはこの地域

において水問題が深刻な社会問題となっているから

である（Fei, 1997）．華北平原は黄淮海平原とも呼ば

れており，河北省部分を指すときは海河平原と呼ぶ

こともあるが，本論では一般的な華北平原の呼称を

とることにする．

　華北平原の年降水量は４００～６００ mm程度である．

降水は季節的に偏在しており，６月終わりから９月

中旬の降水量が年降水量の７０％以上を占める．華北

平原は気候区分としては半乾燥地域に含まれ，世界

各地で生じている半乾燥地域における食糧と水に関

わる問題に関する課題（例えば，アメリカ，ハイプ

レーン地域）の一つとして位置付けることができる．

　図－１に華北平原北緯３８度線付近の地形図を示す．

華北平原の西縁は太行（Taihang）山地であるが，山

麓から渤海湾にかけて，（中国語表記で）山前平原

（Piedmont plain），低平原（Lowland plain），海岸平
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図－１　華北平原の地形図（地形区分はWu et al.

（１９９６）改）．

Fig.  1　Geomorphological map of North China 

Plain （Geomorphological features modified from 

Wu et al. （1996））.



野（Coastal plain）の３つの水文地域に区分されて

いる（Fei,1997）．Wu et al.（１９９６）が示した地形分

類図によるとこれらの水文地域は，それぞれ地形要

素として，山麓平原・扇状地，氾濫原・旧河道，三

角州平野に対応する．低平原には多数の旧河道が存

在するが，これは海河や黄河の河道変遷によって形

成され，比高数ｍの連続する凹地を形成している．

　図－２に華北平原北緯３８度線付近で浅層地下水中

の全溶存物質（total dissolved solids，以降TDS）

が高濃度である地域の空間分布を示す（Fei,1997）．

山前平原ではTDS濃度の低い地下水が利用できる

が，低平原では浅層地下水のTDS濃度が高く，灌

漑や都市用水としての利用に適さない．海岸平野は

高塩性土壌分布域（Institute of Soil Science, 1986）

であり，海岸近くでは塩田として利用されており，

地下浅層には高塩分濃度の地下水が広く分布してい

る．地下水揚水井戸の深度は地域によって異なり，

山前平原の欒城では約５０ mであるが，衡水市では

２００～３００ m，滄州市では３００～４００ mと東部ほど深

くなっている（張ほか，２００２）．これは前述のように

平原東部では浅層に高塩分濃度の地下水が分布する

ためである．そのため，淡水地下水の揚水コストは

平原東部ほど大きいことになる．

　本研究では特に，異なる土地条件を代表する３県

として石家庄市欒城県（Luancheng），衡水市深州県

（Shenzhou），滄州市南皮県（Nanpi）を，選定して

詳細な解析を行った．

　Ⅲ．データと方法
　

　華北平原における県ごとの統計情報は，河北経済

年鑑（１９９４年版まで河北経済統計年鑑）の１９８５年版

～２００３年版（１９８４年から２００２年のデータ）に記載さ

れている数値情報をデジタル化して利用した．

　華北地方の主な生産物であるコムギとトウモロコ

シについては県ごとの連続的な統計値の記載がな

かったため，コムギ・トウモロコシ・コメ・マメと

イモの一部を含む「食糧（中国語では粮食）総生産

量」を食糧生産量の指標として用いた．なお，河北

経済年鑑の各県の食糧総生産量と，食糧総生産量と

耕地面積から算出した「単位耕地面積当たり食糧生

産量」と，食糧総生産量と食糧作付面積（播種面積）

から算出した「単位食糧作付面積当たり食糧生産量」

の年々変動を比較したところ，ほぼ同じ傾向を見せ

たため，本論ではこれらを代表して「単位耕地面積

当たり食糧生産量（以降「単収」と表記）」を食糧

生産量の指標として用いることにする．

　また，営農コストに関する指標や社会経済情報と

して，農業生産資料価格指数，化学肥料使用量・農

業用機械使用量・農業用電力などの各県情報を河北

省経済年鑑から抽出し，単収との相関を調べた．

　農作物価格の指標としては，各県の値の記載がな

かったため，中国統計年鑑の１９８５年版から２００３年版

（１９８４年～２００２年の値）から農作物価格指数と商品小

売物価指数の中国平均値を抽出し，農作物価格指数

から商品小売物価指数の影響を取り除いて使用した．

　気象データは，気象庁世界気象資料から１９８２年～

２００２年のデータを用い，NOAA/NCDCの提供する

気象データGlobal Summary of Day（引用文献に

URL記載）から１９９５年～２００１年のデータを用いて，

それぞれ年平均気温と年降水量を算出し，地域の気

候に関する指標として相互補完的に利用した．

　以上の食糧生産指標と，営農コストなど社会経済

指標，気象データを用い，県単位で時系列の解析を

行った．また，各指標を地理情報システム（GIS）

に取り込み，空間解析を行った．
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図－２　華北平原における浅層地下水全溶存物質

（TDS）の高濃度地域分布図（TDS分布は Fei

（１９９７）改）．

Fig. 2　Distribution of high total dissolved solids 

（TDS） concentrations in shallow groundwater 

in North China Plain （The distribution of high 

TDS concentrations modified from Fei （1997））.



　Ⅳ．結果と考察
　

　１．食糧生産量の空間分布と地形

　図－３に１９８４年～２００２年の北緯３８度沿いに位置す

る各県の単収を示す．横軸は左（西）から右（東）へ向

かう空間軸に当たる．井径県（Jingxing）から鹿泉市

（Huolu）西部までは山地に位置する．鹿泉市東部か

ら石家庄市（Shijiazhuang）・欒城県（Luancheng）・

高城市（Gaocheng）西部までは山麓平原に位置する．

山麓平原から扇状地上部が中国の水文地域分類によ

る山前平原に当たる．高城市東端から晋州市

（Jinzhou）・辛集市（Xinji）・深州市（Shenzhou）・武

強県（Wuqiang）西部までは，沖積扇状地上に位置

し，深州市・武強県西部は扇端に当たる．武強県東

部から武邑県（Wuyi），阜城県（Fucheng），東光県

（Dongguang），南皮県（Nanpi），塩山県（Yanshan）

は旧河道が南西－北東方向に多数横たわる氾濫原

（低平原）に位置する．塩山県北部には三角州平野が

含まれる．

　図－３からは，単収の値と長期増加率に地域差が

あることが分かる．単収は，山地では相対的に低い

が，山麓平原から低平原西部にかけて高く，低平原

東部では低い．単収は１９８４年から１９９０年代後半まで

増加傾向にあるが，各プロットの縦方向の幅から単

収増加量を読み取ると，山地で相対的に小さく，他

の地域ではほぼ同等であった（単収の経年変化は図

－５に表す）．

　この単収の時空間変化を解釈するために，それぞ

れ土地条件，地形条件の異なる欒城県・深州市・南

皮県を取り上げて解析を試みた．

　山前平原に位置する欒城県における単収は２００２年

には９．３８（t/ha）に達しており，世界の穀倉地帯（例

えば，フランス７．４７（t/ha），アメリカ５．５７（t/ha））

や中国全国の平均値４．８９（t/ha）と比較しても高い値

を持っている（FAOSTAT, 2004，ただし各国で合

算穀物種類は多少異なる）．近藤ほか（２００１）が指

摘したように，山前平原の構成要素である扇状地は

固有の地下水流動系を持ち，そこから灌漑用淡水資
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図－３　華北北緯３８度沿いに位置する各県の単位耕地面積あたり食糧生産量．

Fig. 3　Grain yields of counties along N38 � （West to East）.�



源が容易に得られることが高収量の理由の一つであ

ると考えられる．石家庄が位置する扇状地に対応す

る地下水流動系については，Shimada et al.（２０００）

による地下水中の同位体分布によって存在を推定す

ることができる．

　低平原西部に位置する深州市の２００２年の単収は

４．７０（t/ha）で，中国平均値と同等ではあるが，山前

平原よりは少ない．これは深州市が扇端部に位置し

（図－１），地下水流動系の流出域になっているため，

半乾燥気候のもとで蒸発が促進され浅層地下水の

TDS濃度が高くなったためと推定できる（図－２）．

　一方で，低平原東部に位置する南皮県の単収

（２００２年は３．５７（t/ha））は中国平均値より低く，対象

トランセクトの中でも低い水準である．南皮県が低

平原と海岸平野の境界付近に位置し，浅層地下水の

TDS濃度が高く（図－２），土壌も塩性である（Insti-

tute of Soil Science, 1986）ことが理由であると考え

られる．南皮県で安定して得られる淡水資源は深層

地下水のみであるが，高揚程の揚水には高いコスト

が掛かるため農業には利用されていない．また，河

北省では，黄河からの導水は都市用水利用しか認め

られておらず，灌漑用水としては利用できない（聞

き取りによる）．このような条件が重なり，南皮県

では相対的に単収が低くなっていると考えられる．

平原東部では地域流動系の流出域だけでなく，黄河

や海河の旧河道が形成する微凹地に対応する局地地

下水流動系の流出域にも，浅層地下水中に高濃度の

TDSが含まれる地域（以下，高TDS域）が形成さ

れていると考えられる（近藤ほか，２００１）．高TDS

域の分布にみられる空間的パターン（図－２）が局

地流動系の存在を示唆している．

　地下水流動系の構造，滞留時間については更に詳

細な検討を行う予定であるが，以上の認識が正しい

とすると，中国華北平原では，地形配列によって形

成された地下水流動系が土地条件，ここでは浅層地

下水の高TDS域の空間分布を決定し，それが食糧

単収分布形成に大きな影響を与えていることになる．

すなわち，地形・水循環・食糧生産量の関連性とし

て解釈することができる．

　華北平原において同様な地形配列は，石家庄の位

置する扇状地以外に，北京が位置する扇状地と鄭州

（河南省省都）から海河流域方向に延びる扇状地に認

められる．華北平原における水循環とそれが形成す

る土地条件を理解するには，これら３つの大規模扇

状地における実態研究が重要であると考えられる．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２．食糧生産量の年々変動と気象条件の関係

　前節の解析から，食糧単収の空間分布は地下水流

動系が形成する土地条件と密接に関わっていること

が示唆された．一方，単収の年々変動には気象条件

も影響していると考えられるが，地域により灌漑用

水の水源・利用性（availability）が異なるため，気

象条件の単収年々変動への影響の大小にも地域性が

ある可能性がある．そこで，前節と同じ３地域にお

ける１９８４年～２００２年の単収と年降水量・年積算気温

の関係について検討した．

　図－４に欒城県，深州市，南皮県における単収の

前年値に対する比と，年降水量・年積算気温の解析

期間の平均値に対する偏差を示す．年降水量・年積

算気温は地域代表値として欒城県のものを用いた．

年降水量は解析期間中に有意なトレンドはないと仮

定し，年々変動を見るための指標として平均値から

の偏差を用いた．食糧単収は解析期間において増加

トレンドを持つため，指標として平均値からの偏差

ではなく前年比を用いた．南皮県では単収の年ごと
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図－４　３県の単位耕地面積あたり食糧生産量の年

変化率（前年比）と欒城県の年降水量・年積算気

温の解析期間平均値に対する偏差．

Fig.  4　Grain yield changes of Luancheng, 

Shenzhou and Nanpi and anomaly of annual 

precipitation and year accumulated temperature.



の変化率は振幅が大きく（前年比０．６８～１．６１），年々

変動が激しい一方で，欒城県・深州市の単収の年々

変動は相対的に小さく（前年比は欒城県０．８７～１．１３，

深州市０．７９～１．２５）安定している．欒城県の年降水

量と単収には負の関係が認められる年もあるが，こ

れは，豊富な地下水が灌漑に利用できる欒城県では，

天水への依存が小さいため，晴天日が多く降水量が

少ない年は食糧生産にとって良好な条件となるため

と考えられる．気象データによると欒城県にて年降

水量の少ない年は年積算気温も確かに高い．一方で，

南皮県の単収は年降水量の多い年に増加する傾向が

ある．浅層地下水のTDS濃度の高い南皮県では，

十分な地下水灌漑が困難であるため，食糧生産量変

化に降水量の年々変動が大きく影響を及ぼしており，

気象変化に対する脆弱性がある地域といえる．

　以上のように，地域によって灌漑用水源の利用性

が異なり，それが気象条件の年々変動に対する食糧

生産量の応答程度の相違となって現れることが明ら

かとなった．県単位という比較的小さな地域間でも

土地条件の相違が存在し，その影響を受ける食糧単

収も地域変化を持つことがわかった．

　３．食糧生産量の経年変化への人間活動の影響

　図－５に北緯３８度に沿って位置する県における食

糧生産量の経年変化を欒城県における地下水位変化

と同時に示す．全ての県の単収は１９８０年代から１９９０

年代にかけて漸増傾向にあったが，１９９０年代半ば以

降は停滞しているように見える．前述のように山前

平原に位置する欒城県など１９８４年から単収が高水準

にあった県では，その後の単収増加率は相対的に小

さい．一方，低平原に位置し１９８４年時点での単収が

低水準にあった県では，１９９２年頃から１９９６年頃に単

収の急増が見られる．このような変化率の差はある

が，解析期間全体としての増加トレンドは対象地域

全県で同一であった．

　単収と同じく解析期間を通してのトレンドが増加

であったものに，化学肥料使用量・農業用機械使用

量・農業用電力（エネルギーコスト）など，営農コ

ストのかかる農業集約化技術（中国語で農業生産資

料）に関する項目がある．図－６に欒城県・深州

市・南皮県における食糧生産量・化学肥料使用量・

農業用機械使用量・農業用電力（それぞれ単位耕地

面積あたり）の経年変化を示す．１９９０年代半ばまで，

各県とも農業集約化技術関連項目・単収ともに増加
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図－５　北緯３８度沿いに位置する県の単位耕地面積あたり食糧生産量と欒城県の地下水位．

Fig. 5　Grain yields of counties along N38 � and groundwater level depth from surface at Luancheng.�



しており，農業の集約化が単収の増加に大きく貢献

したことが推測できる．農業集約化技術項目はそれ

ぞれ解析期間を通して増加トレンドであり，欒城県

における化学肥料使用量が１９９６年～１９９８年に２年連

続で減少を見せている以外は２年以上連続の減少は

見られない．

　一方で，先述のように３県ともに単収は１９９０年代

半ば以降停滞もしくは微減を見せていることから，

１９９０年代半ば以降，農業集約化技術の投入が単収増

加に直結しづらくなったことも示唆される．図－７

に食糧生産量・化学肥料使用量（それぞれ単位耕地

面積あたり，欒城県），農業生産資料価格（河北），

農作物価格物価，商品小売物価（中国）の経年変化

（１９８４年の値を１とした指数）を示す．農業生産資料

価格，農作物価格は商品小売物価のトレンドと同様

に１９９４年から１９９６年にかけて急激な上昇，１９９８年か

らは減少傾向を見せ，その変動のタイミングは，

１９９６年～１９９８年に２年連続で減少を見せている欒城

県における単位面積あたり化学肥料使用量のそれと

ほぼ一致している．そして，単収はその単位面積あ

たり化学肥料使用量の年変動からほぼ一年遅れで増

減を見せる傾向がある．これは１９９３年に農民の収入

増加を狙いとした「国務院関於当前農村経済発展的

若干政策措施」（中国共産党中央発布，第１１号，

１９９３．１１．５）が交付され，食糧の国家購入量の確保，

価格制限は設けつつも，食糧価格の市場調整が開始
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図－６　欒城県（Luancheng）・深州市（Shenzhou）・南皮県（Nanpi）の食糧生産量・化学肥料使用量�・農

業用機械使用量・農業用電力�の経年変化（それぞれ単位耕地面積あたり）．

Fig. 6　Yearly changes of grain yield, budget of chemical fertilizer （a）, agricultural machinery power and 

rural electricity （b） of Luancheng, Shenzhou and Nanpi （per unit area）.

図－７　食糧生産量・化学肥料使用量（それぞれ単

位耕地面積あたり，欒城県），農業生産資料価格

（河北），農作物価格物価，商品小売物価（中国）

の経年変化（１９８４年の値を１とした指数）．

Fig. 7　Yearly changes of grain yield, budget of 

chemical fertilizer of Luancheng （per unit area）, 

agricultural producer price index of Hebei, 

general purchasing price index of farm products 

and general retail price index of China.



されたことと関連づけて考察できる．政策発効の結

果として１９９４年から１９９６年には食糧政府買い取り価

格が約２倍へ急騰した．１９９８年には，今度は食糧過

剰解消のための「糧食収購条例（食糧買付条例）」

（中華人民共和国国務院令，第２２４号，１９９８．６．６）の

影響を受け，食糧政府買い取り価格の値下がりが起

こった．図－６から，単位面積あたり化学肥料使用

量は農作物価格が近年最高値を記録した１９９６年を境

に急減していることがわかる．農作物価格が商品小

売物価の低下率より急激に低下することは，農民収

入が物価に対し相対的に減少することに繋がり，生

産コスト（化学肥料使用量など）の減少を招くこと

が推測される．政策の影響を受けた農作物価格低下

が，農業集約化技術へのコスト削減を通じて間接的

に食糧生産量の減少の原因となったと考えられる．

１．・２．節で述べたように，山麓平原に位置する欒城

県は，深州市・南皮県と異なって食糧生産において

自然要因の制限要因が少ないため，人間要因の影響

が検出しやすいと考えられる．山麓平原地域ではほ

ぼ同じ傾向が見られたため，ここでは欒城県を代表

して図示した．なお，欒城県では２００１年以降化学肥

料使用量が増えている．これは政策と関わる可能性

もあるが，現状では不明である．

　一方，１９９０年代初頭までの食糧生産量の増加に対

して地下水位が継続的な低下傾向にあることが将来

の食糧生産に対する問題点として指摘されてきた

（ブラウン，１９９５）．確かに図－５からは食糧単収が

増加するにしたがって地下水位の低下が進行してい

ることがわかる．扇状地性地下水利用の盛んな欒城

県では両者の関連は特に顕著であることが推測され，

相関係数においても－０．９６（R値）という高い相関を

見せている．地下水位の低下を地下水資源の枯渇と

いう観点から捉える立場以外にも，営農コストとい

う視点からも，地下水位低下は重大な問題である．

地下水位の低下はポンプの揚程の増加となるため，

農業のエネルギーコストが増加することになるから

である．実際に，Guo and Wang（１９９８）によると，

７０年代初期には１ムー（約６６６．７m2）あたり年間８．４

人民元であったエネルギーコストが１９９８年現在では

４９．５人民元にまで高まっている．また，水中ポンプ

の更新頻度の増加も農民に大きな負担を強いている．

河北省石津灌区での統制型水管理システムの下にお

いては水価格上昇が単純には農民の節水意欲へ結び

つかなかった例（任ほか，２００４）もある一方で，１９９７

年以降の農作物価格の低下が農業集約化技術要因へ

のコスト削減を促したという現象は，更なる地下水

位低下に伴う揚水コストの増加がその他の農業集約

化技術要因へのコスト削減，もしくは灌漑用水減少

により食糧生産量を減少させる可能性も示唆してい

るとも考えられる．

　Ⅴ．結　論
　

　中国華北平原の北緯３８度線に沿ったトランセクト

を対象にして食糧生産量指標・単収の時空間分布を

明らかにし，食糧生産量と土地条件・気象条件，人

間活動との関連性について検討を行った．

　県単位の単収は地域によって大きく異なり，太行

山地に接する山前平原（山麓平原，扇状地）で高く，

扇端から低平原東部に当たる地域で低かった．これ

は，扇状地の地下水流動系および旧河道の微凹地に

対応する局地地下水流動系の流出域において蒸発に

よって形成される，高TDS濃度の浅層地下水の影

響と推測された．地形が空間的な地下水利用条件の

相違を形成し，それらの土地条件の違いが単収の空

間分布を生み出していると考えられる．

　扇状地性地下水を灌漑用水として利用できる山前

平原では，単収は降水量に関わらず相対的に安定し

ていた．一方，低平原では浅層地下水が高TDS濃

度であるため灌漑に不適であり，降水量の年々変動

に対する単収の応答が敏感で，降水量の多い年に単

収が高い傾向があった．これは，低平原での食糧生

産性は気候変動に対して脆弱であることを示唆する．

　各県の単収は１９９０年半ばまでは増加傾向にあった．

それには化学肥料使用量など営農コストのかかる農

業集約化技術の寄与が推測される．１９９０年代半ば以

降には単収の停滞あるいは減少がみられたが，その

一因には同時期の農作物価格低下が営農コストの節

約を促したことがあると推測できた．今後も地下水

位低下の傾向は続くと思われる中で，地下水位低下

に伴う揚水コストの増加が華北平原の将来の食糧生

産量に影響を及ぼす可能性が示唆された．今後は詳

しい営農コスト，食糧に関わる市民食生活様式変化

なども視野に入れた人間活動の食糧生産量への影響

を分析する必要がある．
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