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序 文

研究成果シリーズは、農林水産技術会議が関係研究機関の協力を得て推進したプロジェクト研究の成果を

研究、行政等の関係者に総合的かつ体系的に報告することにより、今後の研究及び行政の効率的推進等に資

することを目的として刊行するものである。

この第414集「農林水産業及び農林水産物貿易と資源・環境に関する総合研究」は、農林水産技術会議の環

境研究として、平成８年度から平成12年度までの５年間にわたり、農業環境技術研究所（現・独立行政法人

農業環境技術研究所）が中心となり、関係研究機関、大学等の協力を得て共同で実施した研究の成果を取り

まとめたものである。

近年、農林水産物の貿易量の増大に伴い、各国農林水産業の生産構造が変化し、環境や自然資源に対する

影響が増大しつつある中で、農林水産業の持続的発展を可能とし、かつ、環境との調和を図るための施策に

ついて国際的な合意形成が求められている。

本研究は、このような状況に対応して、農林水産業及び貿易が資源・環境に与える影響の客観的評価指標

を明らかにするため、洪水防止等環境に関わる各種項目について、国際比較の可能な客観的評価指標を策定

することを目標として実施されたものである。

この研究成果は、今後の農林水産関係の研究開発及び行政を推進する上で貴重な知見を与えるものと考え、

ここに本書を刊行し、広く関係者の参考に供する次第である。

本研究を担当し、推進された方々の労に対し、深く感謝の意を表する。

平成15年３月

農林水産技術会議事務局長

石原 一郎
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資材動態部 農薬管理研究室長 石井 康雄

２章：農業研究センター

病害虫防除部 鳥害研究室長 藤岡 正博

３章：農業研究センター

耕地利用部 気象立地研究室長 井上 君夫

４章：農業環境技術研究所

環境管理部 上席研究官 加藤好武

第４編 主要国の資源・環境に与える影響の評価

１章：農業総合研究所

農業構造部 環境経済研究室長 矢部光保

２章：国際農林水産業研究センター

企画調整部上席研究官 小山修

Ⅲ 研究担当機関

１ 国立機関

農業研究センター、農業環境技術研究所、草地試
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験場、果樹試験場、農業工学研究所、北海道農業試

験場、北陸農業試験場、中国農業試験場、四国農業

試験場、九州農業試験場、農業総合研究所、国際農

林水産業研究センター、森林総合研究所、中央水産

研究所

２ 委託機関

北海道大学、岩手大学、京都大学、岡山大学、九

州大学、㈳農村環境整備センター

Ⅳ 研究目的

農林水産業は、環境や自然資源との関わりが深く、

生態系の様々な機能に依存し、これを利用する特徴

を有する産業で、環境保全的な機能を本来的には有

している。このため、農林業は自然環境条件を反映

して国によってその農法（アグリカルチャープラク

テイス）、技術、政策等が必然的に異なっている。し

かしながら、近年、農林水産物の貿易量が増大する

のに伴い、各国農林水産業の生産構造が変化し、環

境や自然資源に対する影響が増大しつつある。この

ため、農林水産業の持続的発展を可能とし、かつ、

環境との調和を図るための施策について国際的な合

意形成が求められており、農業と環境に関する国際

的な論議の場では、世界共通の指標づくりが進めら

れている。ところが、欧米では畑作農業が中心であ

り、我が国のように水田農業を主体とする国との相

違が大きい。また、様々な環境影響評価法が各国か

ら提案されているが、科学的な裏付けが乏しく、い

ずれも世界共通の尺度となり得ていない。一方、国

内では水田を中心とする農林業が持つ公益的機能に

ついて国民的な関心が高まっている。水田農業の公

益的機能は、アジアモンスーン地帯では、共通して

認められる機能で、この地帯全体で関心が高まって

いる。科学技術的には、地理情報システムの普及や

リモートセンシング技術の向上等によって、これま

での狭い地域から広い地域を対象とした農林業と環

境の相互作用の解析・評価が可能となりつつある。

そこで、本研究では、１）洪水防止、土壌流亡防

止、生物多様性等農業環境に関わる10余りの項目に

ついて、マクロレベルからのアプローチにより、農

林水産業が資源・環境に与える影響を定量化するマ

ルチスケールモデルを開発し、２）このモデルを用

いて国際比較が可能な客観的な評価指標としてのマ

クロインデイケーターを策定して、３）これらを基

に資源・環境が受ける影響を評価する。その際、農

林水産物の貿易をめぐる世界的な情勢変化に迅速に

対応するため、４）研究の初期、中期においても漸

次評価を試み、中間的成果であっても公表する。こ

のことにより、５）農林水産業が環境に果たす役割

を解明し、農業と環境をめぐる国際的な議論に貢献

するとともに、我が国の農林水産業及び農山漁村に

関する政策の推進に資することを目的とする。

第１編 水資源に関わるマクロインディケーター

（MI）の策定

洪水緩和機能、水資源かん養機能および水質等の

水資源に関わる評価は、流域ごとに水収支モデルで

解析して評価してきた。しかし、この方法は国全体

の評価等広い地域を対象にすると解析に多くのデー

タと労力が必要で、かつ、解析条件の設定が複雑に

なるため、実用的でない等の問題点がある。このた

め、大流域や国全体を対象に、林地の保水能力や水

田の貯留能力に着目したマクロな評価法が提案され

ている。しかし、地形や河川の通水能力及び降雨流

出の時間遅れ等が含まれていないため、水文学的・

水理学的に様々な議論がある。すなわち、評価指標

と水文・水理現象の間に大きな差があるので、比較

的広い地域を対象として、降雨量や地形等の多様な

関連要因を使って、水の量及び質ならびにこれによ

って引き起こされる水文・水理現象を評価しうる

MIを策定する。

第２編 土地資源・地力に関わるMIの策定

低コストが必須の輸出作物栽培、不適切な焼畑の

利用ならびに森林の伐採は土壌侵食を誘発し、土地

生産力の低下や生態系の破壊を招く危険性が高い。

また、労働生産性の低い農地が放棄されるなど、将

来における食料生産力の低下が危惧されている。一

方、近年の単一作物の大量生産や食糧輸出入は、各

国・各地域において農地の窒素過剰や地力消耗を生

じさせている。そこで、

１）中課題「主要国におけるマルチスケールモデ

ルの開発とMIの策定」では、このような農業活動が

土壌流亡・土砂崩壊に与える影響と土壌養分の収奪

と蓄積に及ぼす影響について、主要国におけるマル

チスケールモデルを開発してMIを策定する。２）中

課題「土壌流亡にかかわるMIの策定」では、降水量

や地形等の関連要因に基づいて、土壌流亡防止機能

にかかわるMIを策定する。３）中課題「土砂崩壊に
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かかわるMIの策定」では、降水量や地形等の関連要

因に基づいて、土砂崩壊防止機能にかかわるMIを

策定する。４）中課題「土壌肥沃度（養分収支）に

かかわるMIの策定」では、土壌肥沃度のキーファク

ター養分収支MIの策定と指標に基づく収支を推定

する。

第３編 生態系、気侯等に関わるMIの策定

農薬の環境影響、生物多様性、気候緩和、農地の

景観等を評価するMIの策定を試みる。農薬の土壌

による吸・脱着に関し、土壌特性と農薬の物理化学

的特性との両面から現象解明をすすめ、あわせて土

壌中の小動物に対する農薬の影響評価等を試みる。

また、生物多様性に関して、農林業が生物多様性に

与える影響を国や地方といった空間スケールにおい

て評価するMIの策定をめざす。さらに、農林地の気

候緩和機能及び大気環境に関し、森林の広域的気候

緩和機能を評価するモデルの開発、施設型農地の周

辺気候への影響評価、水田や畑のもつ昇温抑制効果

の評価、農地及び林地における温室効果ガスの発

生・吸収量の評価を行い、MI化を試みる。農林地の

景観等を即地的及び経済的側面から計量的に評価す

るための手法開発を行い、MI化を試みる。

第４編 主要国の資源・環境に与える影響の評価

農業に関わる資源・環境の経済評価ならびに貿易

構造の変化が、主要国の資源・環境に与える影響の

総合的評価の２つを課題とする。前者については、

経済的評価手法の精緻化を図るとともに、地域にお

ける資源・環境の経済的評価を試みる。また、後者

においては、木材や水産物の貿易が相手国にどのよ

うな資源・環境への影響を与えているか、および、

システムダイナミクスを利用した貿易構造変化の資

源・環境への総合的影響を評価する。さらに、資源・

環境の経済的評価手法については、この10年間の間

にわが国でも多くの試みがなされ、手法上の改良が

見られるので、こうした経済評価手法の中間的とり

まとめを行う。

Ⅴ 研究方法

第１編 水資源に関わるマクロインディケーター

（MI）の策定

１章 主要国におけるマルチスケールモデルの開

発とMIの策定

「主要国における洪水緩和機能モデルの開発と農

業立地の水文学的解明」では、水田域の貯留水を農

業地域内の水（内水）と農業地域外の山地等からの

流出水（外水）とに分けて、洪水緩和機能を解析す

る。タイ国チャオプラヤ川中流域の水田地帯および

石狩川流域の水田を対象として、洪水緩和機能であ

る貯留水深に注目した解析を行なう。

「森林破壊に伴う水文環境の変化と将来予測」で

は、環境負荷が発生している熱帯地域に注目して、

降雨流出特性の解析を行なう。特に、集水面積の相

違および地表面の攪乱の影響を明らかにするため、

流域面積が異なるチリ・アルトロイカ試験地、ブラ

ジル・クーニャ試験地、タイ東北部のムーン川流域

を対象として、土地利用形態の変化に伴う流出特性

の変化を解析する。

「主要国の農業活動による水資源かん養機能の評

価とMIの策定」では、湿潤地域および乾燥地域を含

めた主要国における灌漑農業の水利用の持続性につ

いて比較を行い、農業活動に伴う水資源かん養機能

を評価する指標（MI）を開発して、灌漑の影響を定

量的に算定し、環境に対する正の効果と負の影響を

評価する。また、OECD加盟国及びその他水田を有

する26カ国31地域を対象として、数量化理論Ⅰ類を

適用し、マクロ的視野による評価を加える。

「農産物の生産活動と産業構造の変化に伴う水資

源量の変動特性の解明とMIの策定」では、森林面積

の減少と水資源の涵養機能・洪水防止機能の低下が、

経済の発展に伴う農村社会の急激な変化等とトレー

ドオフの関係にあるといった視点から、農業活動と

産業構造の変化に伴う水資源量の変動特性を解明

し、MIを策定する。このため、急速に森林の開墾が

進み農地を拡大したタイ東北部を研究対象地域とし

て、森林面積、流域降水量、河川流量、作目別作付

け面積、収穫量などの統計データおよび衛星画像デ

ータを解析する。

「農産物の貿易に伴う主要国の水質の変動」では、

輸入農畜産物を介して流入する窒素成分の増加が、

水質低下に及ぼす要因として、収穫物中の窒素量と

単位面積当りの窒素投入量の関係、主要な品目に含

まれて国内に流入する窒素量等を解析する。また、

環境への負荷が少ない社会についてモデルで検討す

る。

２章 流水調整としての洪水防止機能に関わる

MIの策定
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森林域、都市近郊の低平農地、農業地域、水田灌

漑用ダム・ため池、低平農地における洪水緩和機能

を定量化して、評価モデルを開発し、MIを策定す

る。MIは、それぞれ対象域の地目・立地の特徴を踏

まえ、森林域は雨水の流出遅延・貯留量に、農業地

域は雨水貯留量に着目して、対象流域の解析を行う。

３章 流水調整としての水資源かん養機能に関わ

るMIの策定

森林流域の水源かん養機能の一つは、降水流出の

季節的な偏りを平準化し、下流の水需要に適した流

況に近づけることである。このような背景から、比

較的容易に入手できる水文資料（降水量・流出量）

から多種多様な流域の水源かん養機能を評価して、

評価手法を検討する。

農地の取水還元に関するMIを、環境調和的に適

切に管理された農業用水には健全な水循環を支える

地下水かん養機能があるとの視点から策定する。

積雪寒冷地における農地の取水還元水量に関する

MIを策定するため、日本全国の広域水田地域を対

象に取水還元水量を類型化して、地域類型別にその

特性を明らかにする。また、水田潅漑用の水源施設

としての農業用ダムの水資源かん養機能ならびに河

川流況の安定に及ぼす影響について、積雪寒冷地の

農業用ダム放流水量実態を対象に分析する。さらに、

圃場レベルの取水量に対する還元水量について北海

道の調査データに基づいて解析を行い、生育期別の

水収支から取水量に対する還元水量を評価する。

地下水かん養機能を定量的に求める方法は大きく

分けて、水収支計算による方法とトレーサーによる

水移動を追跡する方法の２つの方法がある。ここで

は、水収支計算法に拠って入手可能な情報に基づい

て、農地の持つ地下水かん養機能を整理する。トレ

ーサーによる方法として、地下水中に含まれるボン

ブトリチュウム濃度に着目してマクロに評価する手

法を開発する。

４章 水質に関わるMIの策定

流域単位での水質MI（窒素）には、推定される水

質（年平均窒素濃度）を準用することとし、可能な

かぎり流域特性（自然的特性としての気象、地形、

地質、土壌、自然植生等、社会的特性としての土地

利用実態、人間活動の強度、なかでも、農・畜産業

を主とした産業活動の強度ならびに水処理実態等）

のみから算定可能で、さらに可能なかぎり流域内の

窒素の動態・収支を把握し、これに矛盾しない形で

のMIを策定する。

第２編 土地資源・地力に関わるMIの策定

１章 主要国におけるマルチスケールモデルの開

発とMIの策定

輸出作物の低コスト栽培、不適切な焼畑の利用や

森林伐採は土壌侵食を誘発し、土地生産力低下を招

く危険性が高く、その一方で労働生産性の低い農地

が放棄されている。また、近年の単一作物の大量生

産と食糧輸出入の増大は各国で農地の窒素過剰や地

力消耗を生じさせている。このような農業活動が土

壌流亡・土砂崩壊に与える影響と土壌養分の収奪や

蓄積に及ぼす影響について、主要国におけるマルチ

スケールモデルを開発してMIを策定する。

２章 土壌流亡に関わるMIの策定

農林地の土壌損失量および土砂生産量に関わる諸

要因の定量的評価を行い、土壌流亡に関わるMIを

策定する。USLE（Universal Soil Loss Equation）

式により土壌流亡ポテンシャルを評価するととも

に、式中の降雨係数、土壌係数、斜面長係数、傾斜

係数、植生管理係数および保全係数について評価す

る。土砂生産量ポテンシャルの評価では、上述の方

法に加えて流達率の概念を導入する。以上の諸量の

広域的評価では GIS（地理情報システム）などを活

用する。

３章 土砂崩壊に関わるMIの策定

既存資料の活用とモデル地域での検証調査を通し

て、物理的、統計的及び GISの各手法を適用し、局

所的に発生する崩壊現象の発生要因を面的に定量

化・数値化し、MIを策定する。

森林については、地形、地質、森林状態と土砂崩

壊等のデータを収集し、物理モデルを用いた崩壊の

評価法について検討するとともに、森林開発が崩壊

防止に与える影響を評価する。また、森林伐採や植

林に伴う地盤強度の変化を考慮したモデルを検討す

る。一方、農地については、統計的手法を用いて、

斜面崩壊防止機能の評価手法を開発する。

４章 土壌肥沃度に関わるMIの策定

養分収支は農業システムの養分インプット量と養

分アウトプット量の差より計算され、養分の過不足

に起因する作物生育不良農地の土壌診断指標や、環

境への負荷源としての潜在的なリスク指標MIとし

て有効である。ここでは養分収支として、土壌面収
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支を採用し、地目毎に求める。収支の実態は、各種

調査事業の結果から得られる化学肥料や有機物の施

用実態値、文献から引用できる窒素固定、降水、用

水の窒素含量値、公立場所の養分吸収試験結果や作

物統計等から算出できる作物の養分吸収値から推定

する。また、前述の実態値の代わりに、都道府県の

施肥基準値および有機物の施用基準値や作付け面積

等を基に算出した値を、化学肥料や有機物の投入量

推定値として収支の簡易表記に使用する。さらに、

土壌肥沃度の実態解明には土壌環境基礎調査定点調

査結果を用いる。

第３編 生態系、気侯等に関わるMIの策定

１章 農薬の環境影響に関わるMIの策定

農薬の環境影響を評価するためには、対象生物へ

の有害性と暴露の大きさを知らねばならない。この

ため、生物への有害性評価のため「土壌に生息する

小動物に対する農薬の影響評価」を、生物への暴露

に関する評価のため「農薬の吸･脱着及び分解に及ぼ

す土壌特性の解明」を実施し、これらの情報を統合

してMI化するため、「農薬の物理化学的性質と土壌

の吸･脱着性及び分解特性との関連解明」を実施す

る。

リスクは毒性と暴露の両要素により構成されてい

ると考えられるので、各要素ごとに分けてそれぞれ

のリスクへの貢献度を評価する方法を採用する。

農薬の毒性は生物種により異なり、全生物の毒性

を求めることは不可能である。このため、代表的な

生物として、データの比較的そろっている魚類（コ

イ）、甲殻類（ミジンコ）および藻類を選択する。毒

性の評価方法として短期影響評価には LD(C) や

EC を使用し、長期的には無毒性量（NOAEL）や無

影響量（NOEL）を使用する。

暴露は、使用量（単位面積当り使用量、使用面積、

占有面積、使用回数、散布方法など）、農薬の物理化

学性（水・オクタノール分配係数、水溶解度、土壌

中半減期、加水分解速度、光分解性など）および地

理的な条件（水田か畑か、緩衝地帯の有無など）な

どの要素により影響を受ける。各要素を指数化して

統合する方法と農薬の環境中濃度変化を数理モデル

を用いて予測する方法がある。後者の場合は一定の

シナリオを必要とする。

農薬の生物に対するリスクは、毒性が強い場合は

生物の暴露が少なくても大きく、毒性が弱くても暴

露が多い場合は大きいことが経験的に知られてい

る。ここでは、両要素の統合方法として、両要素の

積を採用する。

２章 生物多様性のMIの策定

陸上生態系については昆虫や鳥類、線虫などを、

陸水生態系については魚類、水生昆虫などを対象生

物群として、農業的土地利用や水利施設の生物多様

性への影響を解明する。また、全国的な植生データ

などを活用して、ランドスケープレベルで生物多様

性と環境の関係を分析する。両者を結びつけて、国

や地域レベルでの生物多様性に関するMIを策定す

る。

３章 気侯緩和に関わるMIの策定

自然科学的メカニズムに起因する農林地の気候緩

和機能および地球温暖化現象を引き起こす大気環境

について、森林の広域的気候緩和機能を評価するモ

デルの開発と夏季地上気温マップの作成、施設型農

地の周辺気候への影響を評価するモデルの開発と現

地観測、農地が有する昇温抑制効果の評価とMIの

開発、野外測定と文献調査等により農地および林地

における温室効果ガスの発生・吸収量を評価する。

４章 農林地の景観等に関わるMIの策定

農林地の景観等を即地的及び経済的側面から計量

的に評価するための手法を開発し、MIを策定する。

即地的評価法では地形、土地利用、植生等の物理的

環境要因と人的社会的環境要因との関係を解明し、

地域類型化や評価式を策定するためのフレームを明

らかにする。経済的評価法の開発では農林業や農業

農村整備事業等が景観（保健休養機能を含む）に与

える影響を、貨幣タームで把握するための経済尺度

を開発する。

第４編 主要国の資源・環境に与える影響の評価

１章 主要国の資源・環境への影響の経済的評価

農林業が資源・環境に与える外部経済効果の評価

手法に焦点をあて、バイアスのより少ない推定方法

の開発と評価額の経済学的意味の明確化を通して、

多面的機能を経済的に評価するためのマクロ指標を

開発する。また、欧米諸国における農業と農業環境

政策が資源・環境に及ぼす影響を明らかにするとと

もに、農業環境評価制度的枠組みや影響評価の政策

へのフィードバック法についても検討する。

まず、手法的側面からは、農林業の外部経済効果

について、CVM（仮想評価法）、ヘドニック法、ト
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ラベルコスト法を深化させることによってマクロ指

標を開発する。さらに、従来の代替法に代わる、潜

在的支出額に基づく手法を開発して社会的経済余剰

を計測する。他方、地域別特性を考慮した評価モデ

ルについては、利根川流域並びに広島県東部と岡山

県西部の芦田川流域を対象とする。また、諸外国の

農業環境評価については、ドイツ、フランス、アメ

リカを中心に、海外調査や文献収集等を通じて、各

国の環境評価の到達点や制度的枠組みについて分析

する。森林部門については、国家森林資源インベン

トリー（NFI）やグリーンバランスシート（GBS）

等のデータを用いて国際比較を行い、マクロ指標構

築の方向性を探る。

２章 貿易構造の変化に伴う主要国の資源・環境

への影響の総合評価

農・林・水の各課題ごとに主要国を選定し、主要

な貿易品目についての需給状況を把握し、生産構造

や加工消費パターン、貿易構造の変化を分析し、こ

れに伴う各国の資源・環境への影響について他の課

題での成果を利用しつつ定量的な評価を試みる。

農業については、農産物貿易や関連政策の変化が

資源・環境条件に及ぼす影響などを計測するための

分析モデルを開発し、これを用いて農産物貿易の資

源・環境条件に及ぼす影響を計測する。林業につい

ては、既存資料等により、主要な木材貿易国の輸出

入が、資源利用・林業生産活動に及ぼす影響につい

てマクロフレームでの分析、評価を行う。水産業に

ついては、エビ養殖を事例として、養殖生産の経済

効果を輸出国側の環境負荷や波及効果を含めて解析

し、経営体の行動分析を通して輸入国の需要変化等

が与えた影響を解明する。

Ⅵ 研究結果

第１編 水資源に関わるマクロインディケーター

（MI）の策定

本編で得られた研究成果、特に、策定までに至っ

たと判断される主要なMIとその概要を記す。詳し

くは、本編１～４の各章ならびにⅡ編以降の個別研

究成果を参照願いたい（指標の Fは、関数）。

○主要国における農業域の洪水緩和機能

・指標：「水田域湛水深」ならびに「氾濫域湛水

深」

・概要：主要国における農業域の洪水緩和機能

を、各指標式で評価する。

○森林域の洪水緩和機能

・指標：50年確率降雨に対する流域の最小土湿不

足量

・概要：流域の洪水緩和機能を、50年確率降雨に

対する流域の最小土湿不足量で評価す

る。

○低平地農業域の洪水緩和機能

・指標：水位差×流域の水田地目×クリーク面積

率×排水施設管理

・概要：平常水位から洪水時の水位差等の指標式

で評価する。

○農業水利施設の洪水緩和機能

・指標：施設の空き容量と等価な雨量の関数

・概要：貯水池による洪水のピークカット率とし

て、空き容量に等価な雨量で評価する。

○森林域の水資源かん養機能

・指標：F（年損失量、渇水流量、流況係数、非調

節率、流域保水容量、土壌保水容量）

・概要：日流量データで描ける流況曲線に基づく

指標式で評価する。

○地下水資源かん養機能

・指標：地下水かん養域とボンブトリチウム深度

・概要：被圧地下水に対するかん養速度とかん養

水量をボンブトリチウム深度で評価す

る。

○主要国における水質

・指標：窒素バランス＝農地への窒素投入量－収

穫物中の窒素量

・概要：水質（窒素関係）を、窒素バランスの指

標式で評価する。

○森林域における水質

・指標：F（年平均気温、年平均降水量、流域面積、

植生、林齢)

・概要：人為的な影響を受けない水質（硝酸性窒

素濃度）を、要因ごとにカテゴリースコ

アーを与えた指標式により、評価する。

○農業地域における水質

・指標：（発生負荷量×流出率×流達率）/有効降

水量

・概要：指標要因を網羅した新規開発の流域水質

解析・評価モデルを活用し、評価する。

○農業水利施設と水質
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・指標：水管理による排出比負荷窒素量＝（栽

培・配水管理用水量＋無効雨量）×排水窒

素濃度－用水量×用水窒素濃度

・概要：広域水利ブロックにおけ水管理による負

荷量を指標式により、評価する。

（大西亮一）

１章 主要国におけるマルチスケールモデルの開

発とMIの策定

「主要国における洪水緩和モデルの開発と農業立

地の水文学的解明」では、タイ国における1995年の

洪水を調査、チャオプラヤ川中流域の洪水氾濫で水

田域の湛水深が43～206㎝に達したが、この貯留によ

り下流のバンコック市では洪水被害が大きく軽減し

た。また、ドイツのケルン市、中国の武漢市、日本

の札幌市等について、同様な水田域の貯留効果を明

らかにした。このような調査に基づいて、潜在的貯

留湛水深が大きく、水田域に外水・内水を貯留して

いる石狩川流域を対象として、下流域の洪水ピーク

流量の軽減量を定量化し、水田域の洪水緩和機能を

定量的に評価するMI式を策定した。

「森林破壊に伴う水文環境の変化と将来予測」で

は、集水面積の異なる流域の総直接流出量と最大流

量を比較した結果、山地小流域では流域貯留量を指

標として森林の影響を評価できたが、大流域では小

流域と異なる指標になることが明らかになった。一

方、森林面積の減少が流域の水収支に及ぼす影響は、

大流域においても既往の比較的小さい流域の森林水

文試験地とほぼ同様な結果になることを示した。

「主要国の農業活動による水資源かん養機能の評

価とMIの策定」では、タイ、カンボジア、アメリカ、

オーストラリア、イタリア、フランス、スペイン主

要国を対象に現地調査を行い、水利用の持続性評価

指標の候補を抽出した。正の面として水資源の供給

および維持、負の面として水資源の枯渇および地下

塩水の上昇による河川水の高塩分濃度化が重要であ

ることを明らかにした。この成果を利用して指標項

目と考えられる中から、乾湿区分、土壌区分、水源

区分、塩分対策の４つを説明変数として選定し、水

利用の持続性に関する評価値を目的変数として解析

した結果、各国あるいは地域毎に３段階の相対的評

価が可能となった。この評価指標をもちいて水田地

域の水利用の持続性を評価した結果、日本を始め12

地域が高く、オーストラリアを始め４地域が低いと

いう結果が得られた。

「農産物の生産活動と産業構造の変化に伴う水資

源量の変動特性の解明とMIの策定」では、タイ東北

部における統計データから、近年約650万 の広大な

森林面積が減少し、キャッサバやサトウキビの作付

け面積が急増していることを解明した。このため、

1970年代はじめ以降の森林伐採の状況を衛星画像か

ら抽出して、統計解析結果と重ね合わせると、上流

域の土地利用形態と河川流量の変化に高い相関関係

が認められた。また、森林伐採の後は年流出量や平

水流量以下の河川流量が増えることを明らかにし

た。

「農産物の貿易に伴う主要国の水質の変動」では、

農産物の窒素含量と窒素肥料投入量の間に、比例関

係が認められた。日本の水稲栽培では、欧米に比べ

て窒素肥料の投入量が農産物の窒素含量よりかなり

大きいので環境への負荷が大きいと受け取られる傾

向にあるが、施用した窒素肥料が脱窒により大気中

へ放出されるため、欧米より環境負荷は低くなって

いる可能性を指摘した。また、食料生産・消費に伴

うゼロエミッション社会のシナリオについて検討し

た結果、環境への窒素負荷の割合が明らかとなった。

（林 陽生）

２章 流水調整としての洪水防止機能に関わる

MIの策定

「森林地における洪水防止機能の評価とMIの策

定」では、宝川森林理水試験地の年最大日雨量並び

に流出量の記録から、年最大日雨量と最小土湿不足

量の関係を準分布型水文モデル（TOPMODEL）に

適用して検討した結果、「50年確率の降雨に対する流

域の最小土湿不足量」をMIとすると、その値は、10

㎜＜MI＜50㎜となった。

「積雪寒冷地における森林の水流出遅延効果の評

価」では、MIは、森林域を裸地化したことによる融

雪量の変化を表す指標で、森林伐採の影響がない複

合的土地利用効果は、最大発現時にMI＝0.7で、裸

地率50～60％である。女満別川流域（115.5㎢、裸地

率約10％）、渚滑川流域（233.3㎢、裸地率53％から

63％に増加）では、複合的土地利用効果を確認でき

た。

「都市近郊低平農地の洪水防止機能の評価」では、

印旛沼流域を対象に、MIを検討した。都市化に伴

い、沼の洪水時の最高水位が上昇していることから、
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A期（昭44～昭53）及び C期（平１～平９）におけ

る降雨量と最大水位の関係を統計的に求めると、計

画降雨278㎜の時、沼最高水位が C期で202㎜高くな

る。この値は、流域の平均水深に換算すると36㎜に

相当し、この値を農林地の洪水緩和機能量の実測値

と評価した。

「計画洪水時における最大保水量の空間分布と流

出量変化による機能評価法の開発」では、①水田地

帯の貯留量を排水河川の通水能力との関係で表す

MIとして、S/S ＝((D -D)/D )を提案した。この指

標を用いて、小貝川流域を対象流域として検討した。

②湛水深と流域全体の総降水量の比をMIとして、

新潟県における1998年8月豪雨を評価すると、新津郷

地区では1.1、阿賀野川右岸の福島潟干拓地では9.6

となり、遊水地となっている福島潟干拓地の湛水深

は低平地水田の９倍の貯留機能を持っていることが

明らかになった。

「水田潅漑用ダム、ため池の洪水低減機能の評価」

では、香川県の全ため池の洪水時貯留容量は、全水

田の2.5倍、大阪府の主要ため池では、全水田の2.8

倍と算定できた。農業用の大迫ダムでは、洪水ピー

ク流量の低減量は空き容量が大きいほど大きくな

る。また、短時間集中豪雨の場合、（貯水池空き容量÷

流域面積）をMIとして評価できる。しかし、長時間

続く豪雨の場合には、空き容量は洪水ピーク流量を

ほとんどカットせず、洪水軽減に寄与しないことが

明らかになった。

「低平農地域の洪水緩和機能の評価」では、佐賀

県千代田町の低平農業地域（面積583.7 、クリーク

面積率2.6％）及び仮想流域（103 ）を対象に、検

討した結果、MI式が有効であることを実証した。ま

た、農地の洪水緩和機能は水田流域の場合が特に効

果的でき、クリークの持つ洪水緩和機能はその面積

率で評価でき、適切な排水施設管理によって洪水緩

和機能がさらに高まること等を明らかにした。

（早瀬吉雄）

３章 流水調整としての水資源かん養機能に関わ

るMIの策定

「森林流域の水源かん養機能の評価手法の開発」

では、年収支（損失量）、渇水流量、流況係数、非調

節率、流域保水容量、土壌保水容量の６項目につい

て統計データに基づいて比較検討した。この結果、

数値の物理的な意味では土壌保水容量がもっとも明

快な基準となるが、データ入手条件の制約から適用

可能な流域は限られる。また、損失量や流域保水容

量は降雨量と流量のデータがあれば比較的容易に算

出でき、物理的意味も明確で評価の基準として適当

である。しかし、山地流域の降水量分布は標高によ

って変化し、降水量に占める降雪量の割合が大きく

なると降水量分布は著しく不均一になるので、集水

面積や比高差が大きな流域では注意が必要である。

このような理由から、日流量データのみの流況曲線

をもちいる評価手法（MI）を提案した。

「農地からの取水還元水量に関するMIの策定」で

は、これまで、農業用水の還元水量が新たな水資源

として利用できると考え、水資源かん養機能として

評価しているが、ここでは農業用水のもつ多様性を

多面的機能として評価するMIを考え、①排水路か

ら河川へ排水する量、②清流成分、③地下浸透量、

④蒸発散量の中で降雨に寄与する量、⑤消費的水量、

⑥降雨量、取水量、蒸発散量、浸透量のベクトル表

示、⑦水循環の多様性に寄与する量、⑧環境復元に

寄与する量、の８つのMIについて考えを整理し、そ

れぞれのMIに対する評価事例を示した。

「積雪寒冷地における農地の取水還元水量に関す

るMIの策定」では、①広域水田域として全国で36地

区の取水量と還元水量の研究データを文献から収集

して解析した。この結果、取水量の84％が還元水量

（還元率84％）となっている。とくに、扇状地の上

流部では56％、扇状地の下流部では109％、平地部で

は83％の還元率になる。また、水田潅漑農業では一

般に河川上流部で取水するため、河川流量に影響を

与えると考えられているが、湿潤な日本の場合、取

水量の８割から９割が地区下流側で反復利用されて

いることを明らかにした。②積雪寒冷地の貯水実態

については、北海道の石狩川流域と天塩川流域の16

の農業用ダムを対象に各年の管理月報（最大10年分）

を基礎資料として流入量、取水量、越流量、放流量

を指標として整理した。この結果、流入量の91％が

越流量となっており、ダムを単に通過する通過流量

になっている。また、農業用ダムでは灌漑期前に融

雪が終了するAグループと灌漑期に入っても融雪

が続く Bグループに分けられるが、融雪が終了した

後ではA、Bグループ共に取水量が流入量を上回

り、梅雨のない北海道では融雪水を灌漑用水として

利用する実態を明らかにした。このため、流域の環
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境や河川環境に対して農業用水は灌漑用水としてだ

けでなく、地域用水としての機能を評価する必要を

解明した。③圃場レベルの取水還元水量としては、

1983年の冷害年をはさんだ1982～1984年に石狩川水

系の９地区18水田圃場を対象に調査した取水量、排

水量、減水深のデータを解析した。その結果、冷害

年に深水灌漑が広範囲に行われ、年々の気象に対応

した水管理が行われている。また、水田圃場９地区

の３ヶ年ののべ44圃場について、灌漑期間中の水収

支を見ると、取水量と降雨量あわせて1780㎜のイン

プットに対して、浸透940㎜、蒸発散480㎜、排水360

㎜となり、供給される水の2/3が排水や地下浸透分と

なっている。この値は水田地域全体の84％の還元率

より小さい値になっているが、配水管理用水など水

田を経由せずに流下する水量の存在を示唆してい

る。

「農地の持つ地下水かん養機能評価法の開発」で

は、これまでの研究成果から、地下水かん養量は水

収支計算に基づき、ローム台地で1.0～2.5、沖積低

地で1.3～4.8、被圧地下水で0.3～1.3㎜/dayと要約

できる。また、トレーサー法として、東京都の観測

井戸100ヶ所で約30年間継続的に観測したトリチウ

ム濃度のデータから、熱核実験汚染のピークである

ボンブトリチウム深度を求め、被圧地下水のかん養

速度を求め、深層地下水の涵養機構を検討した。こ

の結果、トリチウム濃度の時系列変化から被圧地下

水のかん養形態をA、B、Cの３タイプに分類した。

また、不圧地下水のかん養速度は75～140㎜/年、被

圧地下水のかん養速度は488～1752㎜/年と見積もら

れた。さらに、被圧帯水層への地下水かん養は、段

丘砂礫層などの不圧帯水層からの直接垂直に下降浸

透によって起こっているのではなく、被圧帯水層が

上流の地表に接する位置で浸透した地下水が、水平

流動して被圧地下水をかん養していると考えられ

る。つぎに、簡易法として地下水位の変化に着目し

て、ある期間に地下水位が上昇または下降する変化

高及び有効間𨻶率をもちいて、地下水の流入量と流

出量を求めた。この結果、安曇野扇状地では

1985～1992年の平均かん養量が867㎜となり、タンク

モデルで推定した値とよい一致を示した。また、こ

の地域では水田面積が6700 から6400 に減少して

おり、地下水位に影響が現れ、かん養量が減少傾向

を示している。このため、これらの方法をMIとして

提案した。

（木俣 勲）

４章 水質に関わるMIの策定

「森林流域における水質変動の評価」では、精密

調査および全国規模の広域的調査の評価結果から、

森林流域のNO-N濃度は平均値が0.33㎎/lで、降

水量が少なく、気温が高いほどNO-N濃度が高く

なる傾向がみとめられることを明らかにした。また、

年平均降水量、年平均気温、流域面積、表層地質、

植生、樹齢をカテゴリーとした数量化Ⅰ類による解

析の結果から、各カテゴリー区分に対応するスコア

値を使用した水質MIを算出する式を導いた。

地域集水域の水質に関するMIの基本構造とし

て、対象流域内の重要な負荷発生源について、対象

成分の発生負荷×流出係数×流達係数を算出して積

算し、流域内の全有効降水量で除して平均成分濃度

とする。この値をMIとするが、その妥当性を検証す

るため、特に農業と畜産業の活動が活発な北海道、

九州地域及び農地内での窒素自然浄化量の大きな茨

城県の谷津地形地帯を対象に調査、研究を実施した。

この結果は以下のようになる。

「寒地の畑作・畜産地帯の水質に関するMIの策

定」では、北海道の畑作・畜産地帯を流れる大流域

の河川を対象に、表層地質毎に窒素濃度を流域の畑、

草地面積率で表現する回帰式を導いた。さらに、家

畜の飼養頭羽数や栽培作物の種類などをもとに窒素

流出負荷量を発生負荷量で記述するMI策定のため

の手法を開発した。

「暖地の畑作・畜産地帯の水質に関するMIの策

定」では、各種統計値及び気象データから算出可能

な農業系負荷による河川水または地下水のポテンシ

ャル窒素濃度を水質MIとして、営農因子、水文因

子、対象因子(農地面積率)で算定する式を導いた。

この式をもちいて窒素のポテンシャル濃度を求め、

地下水中の実測濃度と対比して、流出の時間遅れを

評価するとともに、GISを用いてポテンシャル窒素

濃度のマッピングを試みた。

「自然浄化機能を組み込んだ水質に関するMIの

策定」では、水田等の湛水域で窒素の浄化機能を、

流域単位で定量的に評価出来るようにするため、水

移動上の土地利用連鎖状態を数値化するシステムを

開発した。このシステムを用いて、谷津地形に存在

する５河川について窒素の浄化量を求めると、畑、
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樹園地、草地からの流出水が水田等の湛水域を通過

する比率 f1と同湛水域に流入する全水量（面積換算

値）に対する同湛水域の面積比率 f2（本値は浄化面

での水理学的滞留時間と流入水中窒素濃度に大きく

影響を及ぼす）の積に比例することを明らかにした。

「農地に対する用排水管理が下流の水質に与える

影響の評価」では、水田（水利ブロック、流域レベ

ル）における窒素除去を示す具体的データを解析し

た結果、広域水利ブロックでは窒素の差引排出負荷

量は排水量が少ないほど小さくなることを明らかに

した。また、この結果から有効降水率及びそれと一

定の相関を有する栽培管理用水率が水質MIの水理

学的パラメータとして適当であることを示した。一

方、流域レベルでは、灌漑期の農業活動による流達

負荷量と非灌漑期の農業以外の活動による流達負荷

量との差を流域レベルの水管理によるMIとして提

案した。

以上の結果を森林域、農耕地域、広域水利につい

て整理すると次表のように整理できる。

（竹内 誠）

対象域 MIとして提案出来るもの 有益な研究成果

森林域 K＝f(年平均気温、年平均降水量、流域面積、植生、
林齢、表層地質)

・森林流域の平均NO Nは0.33㎘/L
・年平均気温、年平均降水量の効果大
・若林齢、伐採で濃度上昇

農耕地(流域全
体)

K＝Σ(発生負荷量×流出率×流達率)/有効降水量
流達率＝(1.0-土壌蓄積係数)･流達係数
流達係数(＝1.0-k･f･f)；

k：浄化率換算係数（マクロ）

f：畑・樹園地・草地からの流出水が湛水域を通過
する比率

f：同湛水域に流入する全水量（面積換算値）に対
する同湛水域の面積比率

・発生負荷量を算定するための原単位群
・畜産排泄物由来の窒素発生負荷量の算出法
・流出遅延効果の検出と解析
・寒地、暖地、霞ケ浦流域における水質と流域特
性との関連

・年流出負荷量の高精度推定手法
・行政区界値を流域区界値への変換手法
・水移動経路、水移動上の土地利用連鎖状態の把
握手法

・左式の k値の同定及び各湛水面における水質浄
化機能発現量の推定を含めた流域内、任意地点
での水質予測システム

(水田/水管理) ［広域水利ブロック･負荷量評価］

L ＝(m＋M＋R )×C－Q ×C
L ：差引排出比負荷量

m：栽培管理用水量

M：排水管理用水量

R ：無効雨量

C、C：各排水、用水の水質濃度
［流域レベル］
田淵らの水田の窒素除去式

・水田（水利ブロック、流域レベル）における窒
素除去を示す具体的（霞ヶ浦流域、矢作川明治
用水）データ

・広域レベルの水需給モデル
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第２編 土地資源・地力に関わるMIの策定

本編で得られた研究成果、特に、策定までに至っ

たと判断される主要なMIとその概要を記す。詳し

くは、本編の１～４の各章ならびにⅡ編以降の個別

研究成果を参照願いたい。

中課題：「主要国におけるマルチスケールモデル

の開発とMIの策定」は、「輸出農林産物生産に伴う

農林業の変化が土壌流亡・土砂崩壊に与える影響の

評価」と「農林産物の輸出入に伴う土壌養分の収奪

と蓄積の評価」からなっている。

なお、土壌流亡・土砂崩壊に与える影響のMI策定

では、以下のUSLE式を土壌侵食ポテンシャル評価

の共通手法として採用した。

A＝R・K・L・S・C・P

（A＝１ 当たりの土壌侵食ポテンシャル量；

R＝降雨係数；K＝土壌係数；L＝斜面長係数；

S＝傾斜係数；C＝植生管理係数；P＝保全係数）

土壌養分収支MIは農地への養分の投入、持ち出

しの収支で算定する。個々の課題は互いに独立して

実施し、多様な角度からのMIを策定した。

・指標１：土壌浸食に伴う土壌生産力変化

・概要：土壌断面におけるセシウム137賦存量の

変化から土壌浸食量を把握する。

・指標２：大流域単位での森林が有する浸食防止

・概要：傾斜農地の侵食量推定（USLE）式と土砂

流達率 DR（流域を複数の斜面に分割して斜面

ごとにUSLE式によって計算した侵食土量の

比較から、土砂流達率 DRを降雨係数 R および

主流路の分割平均勾配 Sからなる式で算出す

る。）

・指標３：国別養分収支MI群

・概要：主要国食糧需給表（国際食糧農業協会）、

FAO農業統計（FAOSTAT）、４訂日本食品標

準成分表等を用いて、食料・飼料による窒素の

輸出量、輸入量、貿易量収支、化学肥料消費量、

農耕地面積または人口で除した式で、農業生産

ならびに食生活を評価できる。

中課題：「土壌流亡に関わるMIの策定」では、

・指標１：森林におけるUSLE式の植生管理計

数 C の経年減少モデルMI

・概要：小面積を皆伐した際の植生管理計数 C

の経年減少モデル式。

・指標２：流域内の農地土壌のポテンシャル侵食

量MI

・概要：流域内の農地土壌のポテンシャル侵食量

を推定する指標式。流域間の比較が可能。

中課題：「土砂崩壊に関わるMIの策定」では、

・指標１：伐採や植林による森林の土砂崩壊防止

機能の変化

・概要：地山強度、崩壊をもたらす実効雨量を算

出し、さらに、降雨データによる実効雨量デー

タから、絶対降雨量ではなく崩壊を発生させる

危険性がある実効雨量の回帰年とする普遍的な

MIを算出するフローを確立。

中課題：「土壌肥沃度（養分収支）に関わるMIの

策定」では、

・指標１：日本の畑・野菜圃場ならびに水稲作に

おける窒素収支MI

・概要：農業生産環境調査結果における窒素収支

の実態を、「自治体が定めている施肥基準や有機

物施用基準等による投入窒素－作物の収穫に伴

う搬出窒素」を変数とする一次式で推定できる。

また、水稲作における窒素施用、窒素固定や用

水・雨水による窒素のインプットと収穫物や脱

窒によるアウトプットから、水田水稲作の収支

を約40㎏/ と推定できた。

（上沢正志）

１章 主要国におけるマルチスケールモデルの開

発とMIの策定

「農地の侵食量把握及び侵食に伴う土壌生産力変

化の将来予測」では、フィリピンおよびタイ西部の

農地において Cs賦存量測定結果から土壌侵食量

を推定し、侵食による作土の性質の変化が「土壌特

性変化式」MIにより予測できることを明らかにし

た。この式は作土と下層土の混合を考慮したもので、

侵食に伴う土壌生産力変化予測のMIとして用いら

れる。

「農地管理粗放化が傾斜農地の崩壊と荒廃に与え

る影響の評価」では、棚田の管理方法や放棄された

場合の崩壊形態は土壌類型（細粒質、中粗粒質およ

び火山灰土壌）と密接な関係があり、排水良好な中

粗粒質土壌の棚田では耕作放棄された場合も自然植

生への回復が早いのに対し、細粒質土壌の棚田では

亀裂の発達による法面崩壊が生じやすいことを明ら

かにした。

「林産物生産が侵食・崩壊与える影響評価モデル
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の開発」ではUSLE式を広大な流域に適用するため

に流達率 DRを導入し、流域からの土砂流出評価モ

デルMIを開発した。米国農務省林野局による試験

流域での土砂流出量長期観測データにこのモデルを

適用し、管理の異なる森林について植生管理係数 C

値を求めた。植生管理係数 Cは、林産物生産が侵食

崩壊に与える影響の評価に際して、森林が持つ流域

単位での侵食防止効果を表すMIとして用いられ

る。

「焼畑分布地域における土砂崩壊・土壌侵食発生

危険度評価とMIの策定」では、焼畑分布地域を抱え

る熱帯諸国を対象に、土砂崩壊・土壌侵食発生危険

度を評価し、許容侵食量を超える地域を土壌侵食危

険地域と定義した。危険地域面積の経年変化から求

められる「土壌侵食危険地域変化率」を、焼畑分布

地域における土砂崩壊・土壌侵食発生危険度を評価

するMIとした。

「半乾燥地の塩類集積予測のためのMIの策定」で

は、スリランカ南部とパキスタン南部地域を対象と

して塩類集積に関わる自然科学的要因および社会経

済的要因に関する調査・解析を行い、塩類集積の主

要な要因は排水不良と高地下水位であり、社会経済

的要因と塩類集積程度の相関は低いことを明らかに

した。

「畜産物及び家畜飼料の輸出に伴う土壌養分の収

奪と蓄積の評価」では、主要国食糧需給表、FAO農

業統計および日本食品標準成分表等を用いて、食

料・飼料による窒素の輸出量、輸入量、貿易量収支、

化学肥料消費量および後２者の和を農耕地面積また

は人口で除した値を求め、これらを主要国における

養分収支MI群とした。

「主要国（農産物輸出国）における養分収支MIの

策定」では、輸出に伴う土壌養分の収奪と蓄積状況

を、各国の農業統計にもとづいて評価する方法を

MIとし、米国、デンマーク、アルゼンチンにおける

畜産物および家畜飼料の生産と輸出による窒素収支

の変化を例示した。

（加藤英孝）

２章 土壌流亡に関わるMIの策定

「森林開発による加速侵食の実態調査と森林の侵

食防止機能の評価」では、USLEの山地森林への適

用性の検討と同時に、植生管理係数の経年変化予測

モデルが開発され、流域内の林相ごとの土壌流亡量

予測が可能となった。さらに、浮遊土砂の流下を阻

止する緩衝林帯の濾過機能の実験結果に基づき、こ

の機能の定量的評価モデルが構築され、林相により

一義的に特定可能な植生管理係数および浮遊土砂阻

止率をMIとした。

「農林地流域の土砂流出規定要因の評価」では、

各農業用ダムにおける堆砂量および流域における水

文量のデータから、平均年間流入量を用いて年間の

比流砂量（流域単位面積当たりの土砂生産量）を予

測する式MIを開発した。

「耕作形態や保全管理別の農地の侵食ポテンシャ

ルの定量的評価」では、USLE式により圃場１筆ご

との年間土壌損失量を求め、各圃場面積に関する加

重平均値を農業地帯の土壌侵食量とし、これをMI

とした。北関東にある代表的な畑作地帯を事例対象

として、現況の耕作条件下、普通畑の耕作形態およ

び保全管理条件が異なる場合のMI値を求めた。さ

らに、地理情報システムなどを活用した農業地帯の

広域的土壌侵食ポテンシャル評価手法を開発した。

「農耕地からの表面流去水の発生に関わる土壌要

因の解明とMIの策定」では、USLEの土壌、植生管

理および保全の各係数値を、土壌環境基礎調査の定

点調査（1855点）ならびに地力変動観測調査（13府

県で1960～73年）データなどを基礎に求めた。

「温暖地畑作地帯における土壌流出の定量的評

価」では、農地流域での土砂生産量の予測手法を開

発するのに必要となる、流域からの土砂流出量の実

態を把握した。すなわち、九州の黒ボク土地帯にお

いて森林、畑地および水田の各々を主体とする３流

域からの土砂流出および水文観測データをもとに、

流域の土地利用ごとの土砂流出特性および流出土砂

量と降雨量との関数関係を明らかにした。

（高木 東）

３章 土砂崩壊に関わるMIの策定

「森林開発が農林地の地すべり・崩壊防止機能に

与える影響の評価」では、伐採などの人為的行為が

及ぼす時間依存問題を適切に組み込んだ斜面安定物

理モデルを構築した。すなわち、森林の根系生長、

または伐採による地盤の補強または減退効果をスギ

を事例に指数関数で回帰し、地山の粘着力として斜

面安定計算式に組み込んだ。斜面安定計算式におい

て、安全率1.0を土砂崩壊の評価の対象とし、安全率

1.0における含水比と初期含水比の差を実効雨量と
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した。対象となる地域における実効雨量の確率年を

求めることによって、森林のもつ土砂崩壊防止機能

を、森林根系の地盤補強効果に着目し、降雨の地域

差を平準化した降雨回帰年として表現するMIを開

発した。具体的MIは、スギを対象に、長崎県の雨量

をもとに検証した。

（足立一日出）

４章 土壌肥沃度に関わるMIの策定

「普通畑・野菜畑の養分収支と土壌肥沃度変動予

測等MIの策定」では、実態推定１（以下実態１）か

ら脱窒など実態把握の困難な項目を除いた実態２

「化学肥料＋有機物－収穫物」の値は実態１より

10～20㎏N/ 減じた値となったものの大きな違い

は認められなかった。簡易表記１、２（以下簡易１、

２）は、畑・野菜圃場においてそれぞれ実態１、２

の約７割の値をとるものの、大幅に異なるリンを除

き近似した。簡易１および簡易２、すなわち、施肥

基準＋有機物施与基準（＋窒素固定＋降水窒素＋用

水窒素）－収穫物吸収（－施肥脱窒）を養分収支MI

とした。

「水田における肥料・有機物投入に伴う土壌肥沃

度変動の土地利用形態別マクロモデルの策定」では、

収量・施肥データから求められ、基準収量（５ / ）

を確保するのに必要な窒素施肥量（Nf）よりなる水

田生産力指標MI＝三要素区窒素施肥量 （三要素区

収量－無窒素区収量）/（5－無窒素区収量）を開発し

た。このMIは土壌の窒素供給量と施肥窒素の損失

量の両因子を反映し、無窒素区窒素吸収量（N0）よ

りも施肥条件下での水田生産力を適切に表現でき、

施肥量や収量が異なる試験地間のデータを基準化し

て比較できる。単作水田に比較し二毛作田のNfが

大きいことや、稲わら施用（６～７年）によりNfが

単作水田で４㎏、二毛作水田13㎏、全国平均で７㎏

N/ 減少すること、また、稲わら連用５年で７㎏、

６～10年で9.2㎏、15年で10㎏N/ のNf低下を認

めた。

３)土壌肥沃度の資源的・環境的な評価の項目選定

と基準設定および実態解明

土壌環境基礎調査定点調査結果を基に因子分析に

より、自然肥沃度及び「養分の豊否」評価指標項目

としての CEC、pH、有効態リン酸、可給態窒素を選

定し、各項目４段階の組み合わせからなる土壌肥沃

度評価基準MIを作成した。この20年で pHの低下

傾向、樹園地・施設で CECの増加傾向、有効態リン

酸の過剰値の増加等が認められ、土壌肥沃度の増大

傾向が伺われた。

（草場 敬）

第３編 生態系、気侯等に関わるMIの策定

MI策定に至った視点から簡潔に例示する。なお、

農薬の環境影響指標と大気環境影響指標については

平成10年度に終了している。

「農薬の環境影響指標」として、

・指標１：農薬使用の環境リスクに関する指標

環境リスク指標＝F（「毒性」、「暴露」)

・概要：「毒性」に関し、代表的生物として魚類、

甲殻類、藻類を選び、「暴露」の代替値として使

用量を用いるか、数理モデルによる暴露量の推

定値を用いる。この指標値は相対値であり、時

系列変化の傾向を評価するのに適している。

「生物多様性指標」として、

・指標１：水田及び周辺の農業水路が生物多様性

に与える影響の評価MI＝H＋S（Hは生息域に

よる配点、Sは生息魚種による配点）

・概要：Hは、水田の場合、整備田＝１、棚田＝

２、未整備田＝３であり、水路では、用排水分

離田＝１、用排水兼用田＝２。Sは、魚の生息あ

り＝＋１、その上でタモロコ生息で＋１、ドジ

ョウで－１、希少種で＋１、応急種で＋２、絶

滅危惧種で＋３を与える。

・指標２：周辺の農業が河川の微小生物の多様性

に与える影響の評価

・概要：底生動物多様度は、田、畑、果樹園の各

面積比、人口密度から、または農地面積比と人

口密度から推定可能（千曲川水系の調査で、R

がいずれも0.5前後）。

・指標３：農業の水生生物の多様性に与える影響

評価

生物多様性の評価値 B＝αP (t)－β(C、V)P (t)

・概要：αは水路密度、Pは農業近代化以前

（～1960）の年代(t)を変数とする水田面積、β

はネットワークの分断、流速を変数とする係数、

Pは農業の近代化以降（1961～）に整備された

水田面積。

・指標４：森林ランドスケープにおける生物多様

性、k地における総合評価値MI＝ΣI W

・概要：実証的に得た評価基準を異にする j個の
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評価値(I )に、専門家の評価から得たウェイト

(W )を乗じて k地における総合評価指標とし

た。

「気候緩和機能指標」として、

・指標１：農地の土地利用方法が気候緩和機能に

及ぼす影響評価

・概要：土地利用変化に伴う局地規模の温度変化

を、蒸発散の容易さを示す相対ボーエン比で表

すことができ、Linkeの体感温度が人体ベース

の指標として有用である。

「大気環境影響指標」として、

・指標１：温室効果ガス収支評価指標

・概要：水田、畑の二酸化炭素、メタン、亜酸化

窒素の全国年間発生原単位が温暖化ポテンシャ

ル（GWP）により示された。また、渦相関法

（Closed-path型分析計使用）による森林の年

間積算 COフラックスが明らかとなった。

「景観評価指標」として、

・指標１：景観構造の類型化とその評価特性

景観評価値MI＝f1(O,N,T)＋f2(N,T)-f3(A)

・概要：Oは広がり感＝水田又は畑の面積率、

N：自然観＝森林率、T：伝統感＝森林率、A：

点・線的人工構造物＝建物用地面積率と道路密

度（いずれも国土数値情報）。結果は３段階。メ

ッシュ地図化が可能。平地では f2は省略可。

・指標２：農林業及び自然的要因が農林地の景観

形成機能に及ぼす影響、メッシュ xyの森林の

景観形成機能評価値MIxy＝Vxy Ln

・概要：Lnは植生 nにおける Lmの年間集約

値、ここに Lmは、m月の天候・季節変化要因、

自然系レジャー参加者相対値などから別途算出

した景観形成機能相対評価値。Vxy：国土数値

情報を利用して別途求めた被視ポテンシャル。

・指標３：台地畑作農村の景観構造と快適性、景

観評点 y＝F1(j)＋F2(k)＋F3(l)

・概要：F1(j)は全体情景の j番目のカテゴリー

スコア、F2(k)は個別的情景の k番目カテゴリ

ースコア、F3(l)は景色内存在物の l番目カテゴ

リースコア。宇都宮住民のアンケート調査によ

る景観写真評価の数量化Ⅱ類によるスコア。

（袴田共之）

１章 農薬の環境影響に関わるMIの策定

環境影響リスク判定方法として、縦軸と横軸にそ

れぞれ暴露項と毒性項とを取り、個々の農薬を図上

にプロットし、プロットした点が原点に近いところ

にある場合、その農薬のリスクが低く、原点から遠

い化合物（毒性と暴露の両方が高い）ほどリスクが

高いことを示す手法を開発した。この関係は、毒性

と暴露を結合させる方法により若干異なる。

⑵ 農薬の環境影響MIとして３種類の方法を考

案した。これらの案は、農薬検査所および農薬工業

会の協力のもとにOECDの農薬水生生物リスク指

標開発専門家グループにより開発された。

（石井康雄）

２章 生物多様性のMIの策定

「農林業が陸上生物の多様性に与える影響」では、

鱗翅目昆虫（蝶）や湿地性の鳥類（シギ・チドリ類・

サギ類）、線虫類などについて、農業生態系の構造や

農法の違いと生物の種数や種構成の違いについて基

礎的知見が得られ、指標種群や評価手法、多様性向

上策を提案した。

「農業が水生生物の多様性に与える影響」では、

水路・水田構造ならびに堰堤等が、魚類と水生微小

生物の多様性に大きな影響を与えており、影響を定

量化する指標種群や評価手法、さらに、多様性向上

策を提案した。

「ランドスケープパターンと生物多様性の関係」

では、全国各地における動植物の調査結果と国レベ

ルで整備されている農地・森林・草地の統計資料を

生かした生物多様性評価手法を提案した。

各課題の成果や個別の生物多様性指標を統合して

次のようなMIを提案した。

MI＝ ∑ ∑Cij÷n ×Ai ÷∑Ai

Cij：環境タイプ iでの指標生物 jの生息密度（相

対値）、ΣCij/n：上の生息密度評価値の全種平均

値＝環境タイプ iの評価点、Ai：環境タイプ iの面

積（ただし iは１～m、∑Aiは総面積）

農業の生物多様性保全機能を評価するためには、

ある農地タイプでどれぐらいの生物多様性が維持さ

れるかという「質」と、その農地タイプが全体でど

れぐらいあるかという「量」を評価する必要がある。

その積算が、機能の総量となる。

上記のMIでは、各農地タイプの質として単位面

積あたりの指標生物の豊かさを求め、これにその農

地タイプの面積（量）を掛けることによって対象地
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域内における生物多様性保全機能を評価する。これ

を全農地タイプについて合計したものが、その地域

の農地全体の機能量となる。ただし、このままでは

対象地域（例えば国）が広いほど価値が高くなって

しまうので、農地総面積で除している。これによっ

て地域間や時代間での比較が可能になる。ただ、農

地総面積ではなく対象地域の総面積で除する指標も

ある。

生物多様性が大きい農地の割合が増えれば、この

MIの値は当然大きくなる。ここでは生物多様性の

測定値として基準を決めて指標種を選び、その個体

数や分布地点数を用いることを提案した。現時点で

は全国的なデータは乏しいため、既存資料の比較的

ある種を指標種の代わりに使用できる。

（藤岡正博）

３章 気侯緩和に関わるMIの策定

「広域の気候緩和に与える森林機能の評価」では、

森林からの熱・蒸散強度と大気応答変化がシミュレ

ートできる局地循環モデルを開発した。日本全国を

５区分し、晴天条件下で蒸発効率を半減させるシミ

ュレーション実験から、気温上昇は１℃前後のオー

ダーであることが分かった。多くの区域では暖候期

に大量の葉をつけ気候緩和効果を最大限に発揮する

が、森林面積が仮に半減して直接的な影響は顕著で

はない。しかしながら、中部日本の山岳地帯におけ

る熱収支計算では、春季に顕熱が卓越し、夏季には

その割合が減少するものの、秋季に再び増加すると

いう季節変化がシミュレーション実験から明らかに

なった。森林の繁茂状態や面積変化を長期的かつ局

地規模にみれば、森林のもつ種々の気候緩和効果は

重大である。

「農地の形態や植被が大気に与える熱的影響の解

明」では、施設生産が盛んになるにつれて巨大な野

菜ハウス群や養鶏ハウス群が出現し、これらが局地

気象環境に影響を及ぼす規模となってきた。すなわ

ち、熊本県植木町のハウス団地で気象観測を行った

結果、ハウス上に形成される内部境界層の温度に及

ぼす影響は日中で最大約0.6℃＋、日平均では逆に境

界層外より0.2℃マイナスだった。一方、湿度に関し

ては境界層内にほとんど影響しない。大気－植生結

合モデルに大型ハウス団地を組み込んだシミュレー

ション実験で予測された日射に伴う昇温は、観測値

とほぼ一致した。

耕地利用の大部分を占める水田や畑地もまた気候

緩和機能を有する。「農地の土地利用方法が気候緩和

機能に与える影響の評価」では、局地規模での気象

環境がシミュレートできる大気－植生結合モデルを

開発し、土地利用の変化等に伴う影響評価を行い指

標化した。開発されたモデルは実際の土地利用状況

下でシミュレートできる。これによると、代表的な

夏期と冬期の気候条件下の場合、最高気温及び日平

均気温は、水田や林地に比べて畑地や草地で高い。

これらは地表面の湿潤度の指標であるボーエン比で

表すことができ、熱収支観測からボーエン比が明ら

かになれば、温度の上昇量が推定できる。

しかし、このボーエン比は人間の受ける気候緩和

機能の指標としては不十分であり、これに代わる指

標として Linkeの体感温度が有用とした。この指標

は気温と風速、日射の３要素から成立している。た

とえば水田と畑地の比較でも、弱風で日射のある水

田上よりも風の強く寡照条件下の畑地上が体感温度

は低く、実感に一致する。

「農耕地からの微量ガスの発生・吸収量の評価」

では、水田や畑地での温室効果ガス（CO、CH ,N

O)の発生・吸収量に関する調査事例を集約した。日

本全体でも COの観測事例は少なく、水田からの

CH と畑地のN Oについては観測されている。これ

ら温室効果ガスの発生・吸収強度は気象・土壌条件

や施肥条件等と密接に関係している。日本の農耕地

全体からの温室効果ガスの年間発生量を CO等価

量で試算した結果、CO、CH 、N Oの順に大きく、

それぞれ約77、17、6％であった。「森林における二

酸化炭素等温室効果ガスの発生・吸収量の評価」で

は、落葉広葉樹林における CO収支を把握するため

に、渦相関法に基づく closed-path型の測定システ

ムを開発した。本システムによる観測から CO濃度

変動と森林生態変化との相互関係が明らかとなり、

落葉前の森林は CO吸収源となっているが、落葉後

は発生源となる。年間を通じての積算フラックスは

-357gCm と算定された。

（井上君夫）
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４章 農林地の景観等に関わるMIの策定

⑴ MI評価式等（即地的景観評価グル－プ）

⑵ 経済的評価値等（CVM 法）

ただし（分類１）は「MIとして提案できる」、（分類２）は「有益な研究成果」に相当する。

（加藤好武）

第４編 主要国の資源・環境に与える影響の評価

農業の環境に与える影響の評価手法を確立し、地

域農林水産業ならびに貿易構造変化の環境影響を評

価できた。概要を略記する。詳細は、各章と研究課

題毎の本文を参照願いたい。

評価手法の確立：CVM 法、潜在的支出額に基づ

く手法、ヘドニック法とも現在望みうる最大の精度

での計測が可能となった。それぞれ、CVM 法におい

ては、３肢選択法の開発、負担の選択方法が工夫さ

れ、潜在的支出法では、水の需要サイドとの関連で

評価する方法が開発され、ヘドニツク法においては、

ブートストラップ法を用いたモデル選択を行う方法

が示された。

地域農業の環境に与える影響の評価については、

洪水防止機能を水害被害との代替関係で捉えて評価

し、中山間地域においては、旅行費用法の適用によ

って評価が可能となった。林業については、「持続可

能な森林経営」の指標をサンプリングによる国家森

林資源インベントリー（NFI）を用いて国レベルの環

境評価を行う手法が提示された。また、林地のうち

の天然林の価値が住宅価格に優位に影響を与えるこ

とを解明した。水産業については、タイにおけるエ

ビ養殖業が貿易の変化によって被る影響を綿密な調

査によって明らかにした。国内的、経営的要因、国

際市場要因を解明した。

国際貿易の変動が環境に与える影響の評価を、シ

ステムダイナミクス・モデルの適用により、政策変

数、技術等を勘案して、総合的に評価する枠組みを

対象 MI評価式・評価結果 評価要因項目
全国利用可能
な既存データ

水田およ
び畑地
(分類１)

MI＝f1(O,N,T)＋f2(N,T)-f3(A)
（MIは景観評価値、平坦農耕地では f2を除
いて良い）

Oは広がり感、Nは自然感、Tは伝統感、Aは
点・線的人工構造物

国土数値情報
標高、土地利
用、道路率

集落
(分類２)

農業集落の環境構成要素が地域住民によって
どのように認識されているかを属性別（年齢、
地帯）に明らかにした

田畑・果樹園、山林、動植物、公園・広場、山
林、町並みや家並み

なし

Vxy＝ΣWiΣ(Ji(u,v)・D)
（Vxyはメッシュ x,yの被視ポテンシャル）

Wiは土地利用 iの視点ウェィト値、Ji(u,v)は
土地利用が iの視点(u,v)と被視点(x,y）との間
の可視判定関数、Dは点(u,v)と点(x,y）との視
距離判定関数

国土数値情報
（標高、土地
利用等）

森林
(分類１)

Lm＝Sm･Pm(Fm＋Cm･Wm)
（Lmは景観形成機能評価値）

Smはm月の相対景観評価値、Pmは自然系レ
ジャー参加者数、Fmはm月の晴天率、Cmは

m月の曇天率、Wmは曇天日の景観評価ウェィ
ト

レジャー統計
値、気象観測
データ

MI(x,y)＝Vxy・Ln
 

MI(x,y）は点（x,y）の景観評価値
Lnは植生 nにおける Lmの年間集積値 植生メッシュ

データ

草地・台
地畑作
(分類２)

y＝F1(j)＋F2(k)＋F3(l)
（yは景観評点）

F1(j)は全体情景の j番目カテゴリ・スコア、

F2(k)は個別的情景の k番目カテゴリ・スコア、

F3(l)は景色内存在物の１番目カテゴリ・スコア

なし

対象 平均WTP（支払意志額）

水田を中心とする
農村景観(分類２)

輪島市5,016円（近隣都市住民）、紀和町5,169円（近隣都市住民）能勢町8,833円（近隣都市住民）、湯
布院町9,728円（地域住民）、見沼田圃10,204円（地域住民）、能勢町17,147円（地域住民）

農業農村整備事業
(分類２)

北上市えずりこすずの里地区 3,399円（基金）、松任市松任中央地区 1,260円（基金）、鳥取県船岡
町西谷地区 1,684円（基金）3,725円（税金支出）、寒河江市二ノ堰地区 4,600円（基金）、熊本県天
水町尾田地区3,767円（基金）、岐阜県揖斐川町旧桂川用水路地区 3,766円
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策定した。主要国における農業が環境に与える影響

では、各国における政策展開の研究から、農業環境

政策への重点化、環境保全の目的と施策内容の明確

化を各国とも進めていることを解明した。

（合田素行）

１章 主要国の資源・環境への影響の経済的評価

「CVM による外部経済効果評価手法の開発」で

は、２肢選択法における提示額バイアスによる過大

評価を回避するために、３肢選択法を開発した。ま

た、国民は多面的機能の維持・発揮のための負担に

ついて、私的負担と公的負担を併用した方式を望ん

でいることを明らかにした。

「潜在的支出額に基づく評価手法の開発」では、

岡山県森林の水資源かん養機能について需要曲線と

供給曲線の推計結果から2,491億円と評価した。他

方、同機能の代替法による評価では1,015億円で、今

回の場合、代替法では過小評価となっている。

「へドニック法による外部経済効果評価手法の開

発」では、より厳密な関数型や説明変数の選択を行

うために、ブートストラップ法によるモデル選択法

等を開発した。特に、推定されたパラメータ値や最

終評価額に大きなバイアスをもたらす欠如変数に対

する処理方法を開発した。

「都市近郊農業地帯河川流域における経済的評価」

では、林地の洪水防止機能を水害被害額との代替関

係でとらえ、将来被害額の予測値をもとに、2000年

から2005年に消滅が予想される農林地の洪水防止機

能を評価した。その結果、1982年の降水量を前提と

した場合では87.3万円/ 、1991年の降水量を前提と

した場合では29.7万円/ と推計した。

「中山間農業地帯河川流域における経済的評価」

では、観光農園の入園者調査とゾーン・トラベルコ

スト法による消費者余剰の計測、ならびに入込観光

客に関する統計データから、世羅郡全体と芦田川流

域全体のもつ保健休養機能を、各々2.3億円/年と3.4

億円/年と評価した。

「主要国の農業が資源・環境に与える影響の解明」

では、ドイツ、フランス、アメリカを中心に農業環

境政策を調査し、農業環境政策は、①地域を限定し

ないプログラムから地域指定のプログラムへ、②対

象となる行為が広範囲のものから特定のものへと移

行する方向にあることを明らかにした。その場合、

単位面積当りの環境支払い額は増加するが、それと

ともに行政的煩雑さも増加する傾向にあることを示

した。

「主要国の林業が資源・環境に与える影響の解明」

では、「持続可能な森林経営」の指標策定を行うため、

欧州諸国の調査手法を参考に、サンプリングによる

NFIを提示して実現させた。この測定項目には、森

林蓄積のみならず、法的規制、伐根、倒木、植生が

含まれる。また、グリーンバランスシート（GBS）

については、フロー統計を中心に、廃材利用等を含

めたデータソース一覧を作成するとともに、木材関

連産業における残材利用を通じた相互関連を明らか

にした。さらに、首都圏での分析から、市内の天然

林面積当り蓄積量が住宅価格に正の効果をもつこと

も明らかにした。

（矢部光保）

２章 貿易構造の変化に伴う主要国の資源・環境

への影響の総合評価

本章の課題構成は、農業、林業、水産業がそれぞ

れ独立しており、個別課題相互の関係が希薄である。

農業では他の課題で提案されるMIを総合評価する

ための仕組みが研究されたのに対して、林業、水産

業では、主要貿易国における事例をとりあげ、経済

社会的視点を中心に貿易が資源・環境に与える影響

を広範に分析した。

農業については、「国際貿易の変動が資源・環境に

与える影響の総合評価」で農産物や化学肥料の国際

貿易の特徴を分析し、資源偏在等の状況を明らかに

したほか、資源・環境へのインパクトを土壌、水、

安全、生物、快適という５つの範疇の価値基準に集

約して評点をつける構造のシステムダイナミックス

モデルを構築し、一部に実際の国レベルの年次平均

データを挿入してテストを行った。このモデルは、

構造としては、他の課題のMIを集約して評価する

とともに、関連する政策の分析も可能であり、今後、

MIを実際に利用する局面で有益である。

林業については、「輸出入国双方の資源利用・環境

保全への木材貿易インパクト分析」で世界貿易に関

する動向分析から、貿易の質や林業担い手の変化を

明らかにし、急速に輸出を増大させてきたチリ、ニ

ュージーランドを対象に輸出増加の背景や環境への

影響を具体的に明らかにした。また、輸入を増大さ

せている我が国では人工林施業の不活発化が進行し

ている現状を明らかにした。これらの分析は、貿易
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と資源・環境との複雑な関係を土地利用法制などの

諸制度を含めて分析しており、MI研究の活用の全

体方向を見極める上で有益である。

水産業については、国際的な環境問題として注目

されるタイのエビ養殖を対象として、沿岸域でのマ

ングローブ林の喪失や内陸部水田地帯での塩分濃度

上昇などの外部不経済の実態を明らかにしたほか、

小規模経営体のコスト構造を分析し、その増加が環

境への負荷を増大させている事実を明らかにした。

また、輸出構造の変化が零細業者を増加させ、環境

へ悪影響を及ぼしていることを示した。これらの分

析には、政策提言も含まれており、貿易が環境へ及

ぼす影響を総合的に理解するための事例として極め

て示唆に富む。

（小山 修）

Ⅶ 今後の課題

第１編 水資源に関わるマクロインディケーター

（MI）の策定

１章 主要国におけるマルチスケールモデルの開

発とMIの策定

より信頼性の高いMIとするために、森林面積率

の変化と水流出の関係および土地利用変化と水資源

量変動の関係をさらに詳細に把握する必要がある。

流域土地利用変化が河川流量に及ぼす影響につい

て、ダムやため池などによる中間貯留の効果が反映

されていない可能性があり、この点についてもデー

タの収集が重要である。水稲栽培機能の評価に際し

て、脱窒の効果を定量的に評価することが不可欠で

ある。この点を考慮に加えることにより、より合理

的なMIの策定が期待される。

２章 流水調整としての洪水防止機能に関わる

MIの策定

MIとして、それぞれの対象域における地目・立地

の特徴を踏まえて説明関数が作られ、対象域におけ

る機能の物理評価が可能になった。今後は、下流側

への便益など、一般的に理解できる経済的評価へと

展開する必要があろう。

３章 流水調整としての水資源かん養機能に関わ

るMIの策定

森林流域の水資源かん養機能の評価手法の開発で

は、評価基準を個々の源流域の特性として求めた。

より大きな水系の水循環において、森林が果たして

いる役割を定量的に評価し、農地からの取水還元水

量に関わるMIの策定には consumptive useの実測

が必要で、さらに、短期的経済効率性を犠牲にして

も、開発と環境の保全を両立させる水管理指標の明

確化とその方法を明らかにする必要がある。

積雪寒冷地における農地取水還元水量に関する

MIの策定については次の通りである。①広域水田

地域の取水還元水量と、水資源の再利用性ならびに

地域環境の保全との関係解明。②農業用ダム貯水の

特質を効率的に、かつ、最大限に有効化した水管理

のあり方の検討。③地域水循環の視点による圃場レ

ベル取水還元水量の検討。

ボンブトリチウムと地下水位の上昇・下降からか

ん養量を求める方法では、有効間𨻶率の値で、かん

養量（速度）が大きく変化するため、広い範囲の平

均的な有効間𨻶率を決定する方法が必要。

４章 水質に関わるMIの策定

１)流域特性と流出遅延効果の関係解析。

２)パラメータの信頼性を増すために解析事例の

増加、負荷源×負荷面及び流下過程での窒素の

動態・収支の精査。

３)大流域を高速で評価するためのシミュレータ

の改良及びデータベースの構築。

第２編 土地資源・地力に関わるMIの策定

１章 主要国におけるマルチスケールモデルの開

発とMIの策定

土壌侵食量を評価のための精度の近い地形図、土

壌図、土地利用図の整備、森林流域における豪雨時

の地すべり・崩壊による土砂流出量推定法の開発、

窒素固定や大気降下物をも取り入れた窒素収支の解

明。

２章 土壌流亡に関わるMIの策定

広域的土壌流亡（off farm）推定手法を用いた評

価事例の全国レベルの蓄積。土砂生産量（off farm）

予測手法の本質的な改良。

３章 土砂崩壊に関わるMIの策定

様々な森林条件に適用できる評価式とするため

の、各種条件における初期値の設定や入力パラメー

タの整理、検討。

４章 土壌肥沃度に関わるMIの策定

酪農・畜産と連動する草地・飼料作畑での土壌面

養分収支実態の解明。

投入された養分の動態、特に有機態窒素や窒素固
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定産物の動態の解明、また、養分収支リスク指標と

河川水質状態指標との関係や生産の持続性への影響

などの解明。

第３編 生態系、気侯等に関わるMIの策定

１章 農薬の環境影響に関わるMIの策定

農薬の物理化学的性質や各種生物影響に関するデ

ータベースの構築。

２章 生物多様性のMIの策定

農業生態系依存性の高い指標種群の生物群ごとの

確立と農業活動の変化がこれらの指標種に与える影

響の解明。農業環境と生物多様性に関する全国的な

基礎調査の実施。

３章 気侯緩和に関わるMIの策定

さらに簡便な気候緩和機能評価モデルへの改良。

正確で堅牢な温室効果ガス観測システムの確立によ

る季節変動や年次変動の科学的論議ができるデータ

の収集。

４章 農林地の景観等に関わるMIの策定

即地的景観評価での心理量から物理量への読替手

法の高度化。

水田を中心とする地域ばかりでなく、畑地、果樹

園、草地、森林等の優先する農村地域についての景

観の経済的評価の実態。

第４編 主要国の資源・環境に与える影響の評価

１章 主要国の資源・環境への影響の経済的評価

便益移転手法の開発にあたっての前提条件の明確

化や理論的検討。

自然的社会経済的条件や価値観を異にする国家間

評価額の比較と移転可能性の検討。

２章 貿易構造の変化に伴う主要国の資源・環境

への影響の総合評価
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値判断基準の客観性向上のための定量的な知見の蓄

積。住民の意識や歴史社会制度の影響などの考察と

体系的な比較分析による一般化。
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１ 森林における土砂崩壊

１)松浦純生°・阿部和時・浅野志穂・岡本 隆（森

林総研）
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２ 農地における土砂崩壊

１)足立一日出°（北陸農試）・高木強治（農工

研）・吉田修一郎（北陸農試）

２)吉迫 宏°（四国農試）

３)樽屋啓之°・久保田富次郎・宮本輝仁（九州農

試）・石田憲治・島 武男（農工研）

４章 土壌肥沃度に関わるMIの策定

１ 土壌肥沃度変動の土地利用形態別評価

１)草場 敬°（農研セ）・上沢正志(農環研)

２)鳥山和伸°・中島秀治・関矢博幸・高橋智紀（北

陸農試）・原 嘉隆（九州農試）

３)寳示戸雅之°（草地試）・川内郁緒・山本克巳

（九州農試）・野中邦彦（野菜・茶試）・近藤

煕・渋谷 岳・松波寿弥・森 昭憲（草地試）

４)梅宮善章°・平岡潔志（果樹試）

５)中井 信°・小原 洋・戸上和樹（農環研）

第３編 生態系、気侯等に関わるMIの策定

１章 農薬の環境影響に関わるMIの策定

１ 農地における農薬の動態

１)牧野知之°・櫻井泰弘・高橋義明・高木和広（農

環研）

２)石井康雄°・稲生圭哉（農環研）・横山武彦・小

野 仁（農薬検）

３)荒城雅昭°・吉田睦浩（農環研）

２章 生物多様性のMIの策定

１ 農林業が陸上生物の多様性に与える影響

１)小西和彦（北海道農試）・松村 雄・安田耕司°

（農環研）・山根爽一（茨城大学）・山本道也

（流通経済大学）

２)吉田保志子°・藤岡正博（農研セ）・前田 琢

（(財)自然環境研究センター）

３)荒城雅昭°・吉田睦浩（農環研）

２ 農業が水生生物の多様性に与える影響

１）片野 修°（中央水研）

２)前川光司°・中野繁・山本祥一郎（北海道大学）

３)伊藤文成°・阿部信一郎・村上眞裕美・山口元

吉・西村定一（中央水研）

４)島 武男°・田中良和・中 達雄（農工研）

３ ランドスケープパターンと生物多様性の関係

１)デイビット・スプレイグ（農環研）

２)杉村 乾・田中伸彦（森林総研）

３)小路 敦°・神山和則・佐々木寛幸（草地試）・

須山哲男（東北農試）・山本由紀代（国際農研）

３章 気侯緩和に関わるMIの策定

１ 森林の気候緩和機能

１)渡辺 力°・大谷義一・溝口康子・山野井克己・

岡野通明（森林総研）・安田幸生（科学技術振

興事業団）

２ 農地の気候緩和機能

１)佐瀬勘紀°・奥島里美・石井雅久（農工研）・五

十部誠一郎・大谷敏郎（食品総研）

２)井上君夫°・中 園江・川方俊和（農研セ）

３ 大気環境に関わるMIの策定

１)鶴田治雄（農環研）

２)（森林総研）

４章 農林地の景観等に関わるMIの策定

１ 農林地の景観の即地的計量的評価

１)加藤好武°・横張 真・山本勝利（農環研）

２)小嶋義次°（農工研）

３)奥 敬一°・田中伸彦・深町加津枝・大住克博

（森林総研）

４)梨木 守・尾上桐子（草地試）・大谷一郎（四

国農試）

２ 農林地の景観の経済的評価

１)吉田謙太郎°（農総研）

２)秋山克彦・重岡徹・木村茂基°（㈳農村環境整

備センター）

第４編 主要国の資源・環境に与える影響の評価

１章 主要国の資源・環境への影響の経済的評価

１ 各機能のMIの経済的評価尺度の開発

１)矢部光保°（農総研）

２)佐藤豊信°（岡山大学）・赤沢克洋（大阪大学）

３)嘉田良平°・浅野耕太・田中裕人・渡邉正英（京

都大学）・

４)岡 裕泰°（森林総研）

２ 農林業が資源・環境に与える影響の経済的評

価

１)中本和夫°（農研セ）

２)大江靖雄(千葉大）・室岡順一（農研セ）・友国

宏一・網藤芳男°・藤 榮剛（中国農試）・田中

裕人(京都大学)・後由美子（広島県甲山地域

農業改良普及センター）

３)合田素行・市田知子°・石井圭一・吉田謙太郎

（農総研）・西澤栄一郎(法政大学）

４)家原敏郎°・古井戸宏通（森林総研）

２章 貿易構造の変化に伴う主要国の資源・環境
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への影響の総合評価

１ 国際貿易の変動に伴う資源・環境に与える影

響の総合評価

１)小山 修（国際研）

２)柳幸廣登°（森林総研）

３)田坂行男°（中央水研）

Ⅹ 取りまとめ責任者あとがき

この研究成果の発刊は、農林水産関係の研究にま

た一つ新たな記念碑を加えることになる。研究の目

的は、農産物の貿易という社会的世界的行為の農林

水産生態系に与える影響を解明するにとどまらず、

この影響を端的に示す「マクロな指標」を開発する

ことにあった。

前例の無い研究目標のため、農産物貿易による影

響をどのような広がりで解明し、どのように指標化

するのか、その手法をどうするか。取りまとめ責任

者は、課題担当者として、こうした討議の時から研

究に参加し系（本成果集では編）のリーダーとして

終了を迎えた。終了後には、研究全体の取りまとめ

の任に当たる幸運が与えられた。

研究の成果を少しでも理解しやすくするために、

「研究の要約」で、各系の責任者に成果としての「マ

クロな指標」とその概要をとりまとめいただいた。

課題担当者には、図表を多用して「マクロな指標」

の内容を紹介いただいた。図表等の作成にご協力を

頂いた課題担当最終取りまとめ者に感謝する。発刊

までの限られた時間のために、いくつかの課題につ

いては著者校正を経る時間が得られなかった。文責

は取りまとめ責任者にある。

この研究成果以外に、「中間とりまとめ書」、「各系

の研究会報告書」および課題担当者による「海外調

査報告書」が公表されている。ご参照をお願いする。

（上沢 正志）
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研究室別年次計画表

研 究 年 次 担 当
研 究 課 題

課題

番号
備 考

８ ９ 10 11 12 場 所 部 支 所 等 研 究 室

１．水資源に関わるマクロインディ
ケーター（MI）の策定

※⑴ 主要国におけるマルチスケー
ルモデルの開発とMIの策定

ア．流水調整としての国単位の洪
水防止機能評価モデルの開発

ア 主要国における洪水緩和機
能モデルの開発と農業立地の
水文学的解明

1111 農工研 地域資源工学部 上席研究官

イ 森林破壊に伴う水文環境の
変化と将来予測

1112 森林総研 森林環境部 水流出管理研

イ．流水調整としての国単位の水
資源かん養機能評価モデルの開
発

ア 主要国の農業活動による水
資源かん養機能の評価とMI
の策定

1121 農工研 水資源グループ

イ 農産物の生産活動と産業構
造の変化に伴う水資源量の変
動特性の解明とMIの策定

1122 国際センター 海外情報部

ウ．水質の変動評価モデル

ア 農産物の貿易に伴う主要国
の水質の変動

1131 環境研 企画調整部 地球環境研究チーム

※⑵ 流水調整としての洪水防止機
能に関わるMIの策定

ア．森林の洪水防止機能

ア 森林地における洪水防止機
能の評価とMIの策定

1211 森林総研 森林環境部 水流出管理研

イ 積雪寒冷地における森林の
水流出遅延効果の評価

1212 森林総研 北海道支所 防災研

イ．農地の湛水による周辺都市の
洪水防止機能

ア 都市近郊低平農地の洪水防
止機能の評価

1221 農工研 水工部 河海工水理研

ウ．農業地域における農地の洪水
防止機能

ア 計画洪水時における最大保
水量の空間分布と流出量変化
による機能評価法の開発

1231 農工研 地域資源工学部 水文水資源研

イ 水田潅漑用ダム，ため池の
洪水低減機能の評価

1232 農工研 水工部 水源施設水理研

ウ 低平農地域の洪水緩和機能
の評価

1233 九州大学 農学部 排水干拓工学講座 農工研

※⑶ 流水調整としての水資源かん
養機能に関わるMIの策定

ア．低水流量安定に関わる森林の
水資源かん養機能

ア 森林流域の水源かん養機能
の評価手法の開発

1311 森林総研 森林環境部 水資源保全研・土壌
物理研

イ．取水還元に関わる農地の水資
源かん養機能

ア 農地からの取水還元水量に
関するMIの策定

1321 農工研 農地整備部 広域基盤研

イ 積雪寒冷地における農地の
取水還元水量に関するMIの
策定

1322 北海道大学 農学部 土地改良学講座 農工研

ウ．地下水かん養及び地盤沈下防
止に関わる農地の水資源かん養
機能
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研 究 年 次 担 当
研 究 課 題

課題

番号
備 考

８ ９ 10 11 12 場 所 部 支 所 等 研 究 室

ア 農地の持つ地下水かん養機
能評価法の開発

1331 農工研 地域資源工学部 地下水資源研

※⑷ 水質に関わるMIの策定

ア．森林のバックグラウンド水質

ア 森林流域における水質変動
の評価

1411 森林総研 東北支所 土壌研

イ．地域集水域の水質

ア 自然浄化機能を組み込んだ
水質に関するMIの策定

1421 環境研 環境資源部 水質保全研

イ 農地に対する用排水管理が
下流の水質に与える影響の評
価

1422 農工研 水工部 水環境保全研

ウ 寒地の畑作・畜産地帯の水
質に関するMIの策定

1423 北海道農試 生産環境部 土壌特性・微生物研

エ 暖地の畑作・畜産地帯の水
質に関するMIの策定

1424 九州農試 生産環境部 資源評価研

２．土地資源・地力に関わるMIの策
定

※⑴ 主要国におけるマルチスケー
ルモデルの開発とMIの策定

ア．輸出農林産物生産等に伴う農
林業の変化が土壌流亡・土砂崩
壊へ与える影響

ア 農地の侵食量把握及び侵食
に伴う土壌生産力変化の将来
予測

2111 環境研 環境資源部・環
境管理部

土壌生成分類研・環
境立地研

環境研 環境管理部 環境立地研

イ 農地管理粗放化が傾斜農地
の崩壊と荒廃に与える影響の
評価

2112 環境研 土壌物理研

ウ 林産物生産が侵食・崩壊に
与える影響評価モデルの開発

2113 森林総研 森林環境部 山地防災研・治山研

エ 焼畑分布地域における土砂
崩壊・土壌侵食発生危険度評
価とMIの策定

2114 農工研 地域資源工学部 土地資源研

オ 半乾燥地の塩類集積予測の
ためのMIの策定

2115 国際センター 生産利用部

イ．農林産物の輸出入に伴う土壌
養分の収奪と蓄積

ア 畜産物及び家畜飼料の輸出
に伴う土壌養分の収奪と蓄積
の評価

2121 農業センター プロジェクト研究第
６チーム

岩手大学 農学部 農林生産学科 環境研

イ 主要国（農産物輸出国）に
おける養分収支MIの策定

2122 環境研 企画調整部 地球環境研究チーム

環境研 環境管理部 資源・生態管理科上
席研究官

※⑵ 土壌流亡に関わるMIの策定

ア．森林における土壌流亡

ア 森林開発による加速侵食の
実態調査と森林の侵食防止機
能の評価

2211 森林総研 森林環境部 治山研

イ 農林地流域の土砂流出の規
定要因の評価

2212 農工研 水工部 河海工水理研

イ．農地における土壌流出

ア 耕作形態や保全管理別の農
地の侵食ポテンシャルの定量
的評価

2221 農工研 地域資源工学部 土地資源研
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研 究 年 次 担 当
研 究 課 題

課題

番号
備 考

８ ９ 10 11 12 場 所 部 支 所 等 研 究 室

イ 農耕地からの表面流去水の
発生に関わる土壌要因の解明
とMIの策定

2222 環境研 環境資源部 土壌保全研

ウ 温暖地畑作地帯における土
壌流出の定量的評価

2223 九州農試 生産環境部 土壌資源利用研

※⑶ 土砂崩壊に関わるMIの策定

ア．森林における土砂崩壊

ア 森林開発が農林地の地すべ
り・崩壊防止機能に与える影
響の評価

2311 森林総研 森林環境部 地すべり研

イ．農地における土砂崩壊

ア 地形・水文条件からみた中
山間地水田地帯の土砂崩壊防
止機能評価法の開発

2321 北陸農試 水田利用部 水田整備研

イ 中山間農用地の立地・管理
条件別の土砂生産に関わる
MIの策定

2322 四国農試 地域基盤研究部 地域防災研

ウ 土地利用配置パターンによ
る農地保全機能の評価とMI
の策定

2323 九州農試 生産環境部 資源評価研

※⑷ 土壌肥沃度に関わるMIの策
定

ア．土壌肥沃度変動の土地利用形
態別評価

ア 養分・有機物管理に伴う畑
土壌機能変動のマクロモデル
の策定

2411 農業センター 土壌肥料部 土壌診断研

イ 水田における肥料･有機物
投入に伴う土壌肥沃度変動の
土地利用形態別マクロモデル
の策定

2412 北陸農試 総合研究部 総合研究第１チーム

ウ 利用形態別草地における土
壌肥沃度変動のマクロモデル
の策定

2413 草地試 環境部 物質動態研

エ 果樹園の養分収支と土壌肥
沃度に関するマクロモデルの
策定

2414 果樹試 栽培部 根圏機能研

オ 農耕地土壌の肥沃度の長期
変動解析に基づくMIの策定

2415 環境研 環境資源部 土壌生成分類研

３．生態系，気候等に関わるMIの策
定

⑴ 農薬の環境影響に関わるMI
の策定

ア．農地における農薬の動態

ア 農薬の吸・脱着及び分解に
及ぼす土壌特性の解明

3111 環境研 環境資源部 土壌化学研

イ 農薬の物理化学的性質と土
壌との吸・脱着性及び分解特
性との関連解明

3112 環境研 資材動態部 農薬管理研

ウ 土壌に棲息する小動物に対
する農薬の影響評価

3113 環境研 環境生物部 線虫・小動物研

※⑵ 生物多様性のMIの策定

ア．農林業が陸上生物の多様性に
与える影響

ア 農村域における昆虫相の多
様性とその評価

3211 環境研 環境生物部 昆虫分類研

イ 水田における湿地性鳥類の
多様性とその評価手法の確立

3212 農業センター 病害虫防除部 鳥害研

ウ 農耕地における土壌小動物
の多様性とその評価

3213 環境研 環境生物部 線虫・小動物研
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研 究 年 次 担 当
研 究 課 題

課題

番号
備 考

８ ９ 10 11 12 場 所 部 支 所 等 研 究 室

イ．農業が水生生物の多様性に与
える影響

ア 水田及び周辺の農業水路が
生物多様性に与える影響の評
価

3221 中央水研 内水面利用部 魚類生態研

イ 河川の農業水利施設が川の
生物多様性に与える影響の評
価

3222 北海道大学 農学部 森林生物管理学部門 中央水研

ウ 周辺の農業が河川の微小生
物の多様性に与える影響の解
明

3223 中央水研 内水面利用部 漁場環境研

エ 農業が水生生物の多様性に
与える影響に関わるMIの策
定

3224 農工研 水工部 水路工水理研

ウ．ランドスケープパターンと生
物多様性の関係

ア 平地農村において絶滅に瀕
する生物の生態とランドスケ
ープパターンの関連解析・評
価

3231 環境研 環境管理部 生態管理研

イ 森林ランドスケープにおけ
る生物多様性の解析・評価

3232 森林総研 林業経営部 環境管理研

ウ 牧野・草原の変遷に伴う景
域構造の変化と生物多様性の
解析・評価

3233 草地試 草地生産基盤部 立地計画研

※⑶ 気候緩和に関わるMIの策定

ア．森林の気候緩和機能

ア 広域の気候緩和に及ぼす森
林機能の評価

3311 森林総研 森林環境部 気象研

イ．農地の気候緩和機能

ア 農地の形態や植被が大気に
及ぼす熱的影響の解明

3321 農工研 農地整備部 農業施設環境制御研

イ 農地の土地利用方法が気候
緩和機能に及ぼす影響の評価

3322 農業センター 耕地利用部 気象立地研

ウ．大気環境に関わるMIの策定

ア 農耕地からの微量ガスの発
生・吸収量の評価

3331 環境研 環境管理部 影響調査研

イ 森林における二酸化炭素等
温室効果ガスの発生・吸収量
の評価

3332 森林総研 森林環境部 森林災害研

※⑷ 農林地の景観等に関わるMI
の策定

ア．農林地の景観の即地的計量的
評価

ア 景観構造の類型化とその評
価の特性解明

3411 環境研 環境管理部 農村景域研

イ 農村地域の景観特性の解明
とそのアメニティ評価手法の
開発

3412 農工研 農村整備部 集落整備計画研

ウ 農林業及び自然的要因が農
林地の景観形成機能に与える
影響の解析

3413 森林総研 関西支所 風致林管理研

エ 台地畑作農村における景観
構造と快適性との関係の解明

3414 草地試 草地生産基盤部 草地機能開発研

イ．農林地の景観の経済的評価

ア 農林業が保健休養機能（景
観）に与える影響の経済的尺
度の開発

3421 総研 農業構造部 生産構造研

イ 景観整備事業による経済的
波及効果の推計

3422 ㈳農村環境整
備センター

農村環境技術研
究所

農工研
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研 究 年 次 担 当
研 究 課 題

課題

番号
備 考

８ ９ 10 11 12 場 所 部 支 所 等 研 究 室

４．主要国の資源・環境に与える影
響の評価

※⑴ 主要国の資源・環境への影響
の経済的評価

ア．各機能のMIの経済的評価尺
度の開発

ア CVM による外部経済効果
評価手法の開発

4111 総研 農業構造部 環境経済研

イ 潜在的支出額に基づく評価
手法の開発

4112 岡山大学 農学部 地域資源管理学講座 農総研

ウ ヘドニック法による外部経
済効果評価手法の開発

4113 京都大学 農学部 生物資源経済学専攻 農総研

エ 全国レベルで林業が資源・
環境に与える影響の経済的評
価

4114 森林総研 林業経営部 生産システム研

イ．農林業が資源・環境に与える
影響の経済的評価

ア 都市近郊農業地帯河川流域
における経済的評価

4121 農業センター 農業計画部 土地利用研

イ 中山間農業地帯河川流域に
おける経済的評価

4122 中国農試 総合研究部 農村システム研

ウ 主要国における農業が資
源・環境に与える影響の解明

4123 総研 海外部 ヨーロッパ研

エ 主要国における林業が資
源・環境に与える影響の解明

4124 森林総研 林業経営部 経済分析研

※⑵ 貿易構造の変化に伴う主要国
の資源・環境への影響の総合評
価

ア．国際貿易の変動に伴う資源・
環境に与える影響の総合評価

ア 国際貿易の変動が資源・環
境に与える影響の総合的評価

4211 国際センター 海外情報部

イ 輸出入国双方の資源利用・
環境保全への木材貿易インパ
クト分析

4212 森林総研 林業経営部 経済分析研

ウ 水産物貿易の変動が環境問
題に与える影響に関する総合
評価

4213 中央水研 経営経済部 消費流通研

注：※印は，評価単位を示す。
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第１編 水資源に関わるマクロインディケーター（MI）の策定

１章 主要国におけるマルチスケールモデルの開発とMIの策定

１．流水調整としての国単位の洪水防止機能評

価モデルの開発

⑴ 主要国における洪水緩和機能モデルの開発と農

業立地の水文学的解明

ア 目 的

日本及び海外の主要国の水文観測資料を収集し

て、それぞれの国の洪水緩和機能を解明してその評

価モデルを開発し、主要国の農業立地の環境を水文

学的観点から検証する。

イ 研究方法

洪水時には、水田域は雨水を貯留するが、それは、

農地域そのものの水、つまり内水と農地域以外の山

地等からの流出水つまり外水とに分けられる。特に、

外水の貯留は、下流への洪水を緩和することになる。

海外主要国の典型例として、タイ国チャオプラヤ川

流域、豪州マレー川流域、欧州ライン川流域、中国

長江流域における海外調査結果等の資料をもとに、

農地域が洪水の緩和に寄与しているか否かの実態に

ついて検討した。さらに、タイ国チャオプラヤ川流

域における中流域水田域の外水による貯水深を、

1995年洪水資料から解析・定量評価するとともに、

石狩川流域における水田域の貯水深を、昭和56年洪

水資料で検討し、MIの策定を行った。

ウ 結果と考察

ア タイ国チャオプラヤ川流域

チャオプラヤ川（流域面積16.2万㎢）流域の地形

は、河口から700㎞のチェンマイで標高250ⅿである

ことから、勾配が非常に緩く、中下流には約66,000

㎢の広大な低平地、下流端に大都市バンコクがある。

まず、中流域の水田などに貯められた貯留量を、

流域貯留量として評価する。1986～1989年の中流域

の流域貯留量を求めると、いずれも雨期明け時点が

最大となり、350～600㎜、101～174億トンとなる。

小雨の1986年でも350㎜・101億トンが貯留され、1988

年は600㎜・174億トンで、この値はプミポンとシリ

キットの両ダムへの年間流入量に相当している。

中流域の水田域における外水湛水深の検討を、図

１―１に示す観測地点 P.7A、Y.6、N.5Aと下流側の

C.2で囲まれた３万㎢の領域で行なった。低平地タン

クモデルを用いて解析した結果、計算によって得ら

れた氾濫域7,230㎢の最大湛水深は、内水と外水の和

となっているので、高位部水田の最大湛水深を41㎝

引くと図１―１となる。上流山地域、非氾濫域水田

からの流出量が大きいため、氾濫域水田の湛水深は、

43～206㎝にもなっている。この雨水貯留によって下

流バンコックの洪水が軽減されたといえる。

イ 豪州マレー流域

マレー川上流のアルベリー地点では、過去の洪水

年は、1870、1917、1975、1974、1931年であった。

マレー川支流エドワード川のデニリクィン地点（堤

防高約8.5ⅿ）での洪水位は、1870年が9.7ⅿ、1917

年が9.6ⅿ、1956年9.4ⅿ、1975年9.1ⅿであった。1956

年の洪水は、ワクール地点で40年確率に相当し、６

ヶ月間も湛水した。中下流のミルデューラでは、

1870、1956、1931、1917、1975年の順となっている。

マレー川は、川幅が狭く蛇行し、河床勾配が１/
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図１―１ チャオプラヤ川中流域水田における外水の

貯留水深（ⅿ、1995年洪水）



6,000と緩く、流れにくいため、洪水が中流部の狭さ

く部で氾濫し、洪水の一部がエドワード川へ氾濫を

伴いながら流下している。一方、マランビジー川で

もマレー川の水位が高いため、下流域で大きく氾濫

湛水している。氾濫原は、自然林、放牧地、農地等

である。洪水は春に起こるため、ワクール潅漑地区

の農地は、氾濫水も貯留をしたことになり、洪水緩

和に寄与した。

しかしながら、下流域は、半乾燥地の未利用地で

あるため、洪水緩和機能は、実感しにくい。

ウ 欧州ライン川流域

ライン川流域は、利根川流域の約11倍であり、1993

年と1995年の冬に大洪水があった。1993年12月には、

中流域に例年の３～４倍の豪雨があったため、水位

が支流モーゼル川等で最大、ライン本川でも第２位

となり、中流域のコブレンツ、ケルン市を中心に大

きな浸水害を起こし、被害額は13億マルクであった。

1995年１月には、例年の３倍の降雨によって洪水

となり、ケルンの旧市街地、コブレンツ市の20％で

浸水した。オランダのヘルダーランド州のワール川

とマース川に囲まれた低地では20万人、豚45万頭、

牛50万および鶏150万羽が避難した。避難行動費の補

償と家畜がストレスで死ぬなどの多大な影響がで

た。 ライン川上流域では、河道の直線化により洪

水が起き易くなったため、湿地の再生と遊水地の整

備が行われ、遊水地の農地利用が行われている。

ライン川上流農地の湛水は、下流のコブレンツ・

ケルンの都市だけでなく、和蘭の酪農の洪水緩和に

も役立っている。

エ 中国長江流域

山地流域の出口で河口から1,800㎞地点の宜昌で

は、標高が37ⅿしかないように、長江は広大な緩勾

配の河川で、流下量は非常に小さい。長江中流域の

湖北・湖南省には、３万㎢の江漢平原の低地があり、

1931年、1954年、1998年に大洪水が起きている。

1954年の４～８月に歴史的な豪雨があり、長江堤

防の決壊など、江漢平原、 陽平野に未曾有の氾濫

が生じ、100年～200年に一度の洪水となった。中下

流域の湛水量は1,023億㎥で、農地317万 が湛水し

た。

1998年６月～８月の間、強雨が断続的に降り続き、

上流域の森林が伐採されて雨水保留能が低下してい

たため、大量の雨水が長期間に渡って流出した。ま

た、流域の湖沼面積は、1950年代に比べ33.3％、5500

㎢減少したことから、湖沼の遊水機能が急減して、

長江本川に洪水が集中するようになった。輪中堤が

数カ所決壊して越流氾濫した量は、100億㎥であっ

た。漢口周辺の湛水状況を図１―２に示す。このた

め、長江と支流の堤防を嵩上げしても、長江本川の

水位が高くて下がらない状態が数ヶ月に及ぶことに

なる。

湖南省では、今後５年後に森林率を55％とし、25

度以上の急斜面の耕地を林地に戻し、天然林の伐採

を禁止・保護し、生態保全林の建設、採草地の保全

を図ることにした。さらに洞庭湖の湖面積を1949年

の水準に戻すことを考え、1998年に決壊した輪中堤

115、洪水調節輪中堤24など、1,260㎢を湖に戻すこ

と（退田還湖）を計画している。

江漢平原の農地における氾濫湛水が、下流武漢等

都市の洪水緩和に役立っている。

オ 石狩川流域

石狩川流域（1.4万㎢）では、明治37年、昭和36、

37、50、56年に、大洪水が発生した。洪水の氾濫面

積・氾濫量は、明治37年が1,239㎢・67,300万㎥、昭

和36年が523㎢・37,500万㎥、昭和37年が661㎢・

51,500万㎥で、平均湛水深は、700～800㎜であった。

たとえば、昭和37年の51,500万㎥は、利根川水系の

遊水地である渡瀬（容量17,680万㎥）、菅生（2,681

万㎥）、田中（5,885万㎥）、稲戸井（1,662万㎥）の

総貯水量27,908万㎥に比べて２倍弱である。石狩川

図１―２ 江漢平原における1998年洪水の湛水状況

（武漢測絵大学の衛星解析画像より）
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の改修に伴って氾濫量が減少し、昭和50年の氾濫面

積と氾濫量は、273㎢・8,500万㎥、昭和56年が614㎢・

2,600万㎥であったという。実際には、昭和56年洪水

は各排水区の下流低地部に集まるとともに、千歳川、

幌向川、美唄川下流部で、堤防越水、破堤により外

水が水田域に流入するので、氾濫域は524㎢で、外水

による氾濫が59㎢、内水による氾濫域が465㎢であっ

た。このように、大洪水時には、水田域に外水・内

水が貯留され、これによって、下流への洪水が軽減

されることになる。

カ MI式の策定と計算例

タイ国の例のように、一般に流出解析を行って、

水田域の湛水深分布を求めて議論する必要がある

が、ポンプ排水をしている流域では、排水量が一定

なため、扱いが簡単になる。評価の第一次近似は、

次のようになる。評価対象となる降雨は、過去最大

を考える。流域には、山地、市街地、水田域の地目

があるが、水田域の平均湛水深Have、水田域の氾濫

域の湛水深Hfで表現する。

①水田域の平均湛水深：Have＝｛(ΣR×f)(Am/

As)＋(ΣR－Ru)(Au/As)＋(ΣR―Rs)－Qp×tp｝

②氾濫域の湛水深：Hf＝Have×As/Af

ここで、ΣR：既往最大の総雨量(㎜)、f：山地の

流出係数、Am：山地面積、Ru：市街地の累加保留

量（25㎜）、Au：市街地面積、Rs：水田の累加保留

量（32㎜）、As：水田面積、Qp：水田域に対するポ

ンプ排水強度（㎜/hr）、tp：降雨時間＋到達時間（０

～２時間）、Af：氾濫域面積。

一例として、上述の石狩川流域のポンプ排水区に

ついて計算する。昭和56年豪雨は、岩見沢の総雨量

が410㎜、24時間雨量で200年確率となる。当時のポ

ンプ排水面積585㎢の総排水量は、587㎥/sであるの

で、排水強度3.6㎜/hr以上の強雨が水田に貯留され

たことになる。そこで、ポンプ排水面積801㎢を対象

に、各ポンプ排水地区内に降った雨（内水）による

平均湛水深を上式より計算すると、これらの平均値

は224㎜で、貯留水量18,000万㎥となる（図１―３）。

現実には、雨水が低地の下流域に流集することと外

水が流入するため、排水機場で観測された最大湛水

深は、0.5～3.55ⅿに分布し、６排水区では２ⅿを越

えている。水田域の貯留分布の把握は、湛水解析に

拠らなければならないが、平均的な水田域の貯留量

は、上述のMI式で容易に求められ、この値により水

田域の洪水緩和機能評価ができる。

エ 今後の課題

特になし

オ 要 約

日本及び海外の主要国における流域の水文観測資

料を収集して、それぞれの流域における洪水緩和機

能を解明した。タイ国チャオプラヤ川、欧州ライン

川流域、中国長江流域、石狩川流域では、流域の水

田域が洪水を貯留することによって、それぞれ下流

のバンコック、ケルン市等、武漢市、札幌市の洪水

緩和に寄与している。豪州マレー流域では、下流域

が乾燥地の未利用地であるため、機能評価はできな

い。石狩川流域で、MI式の検討・評価をした。
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統計調査，第51巻３号：pp.19-24

３)Hayase et al.（2001),Hydroloogical Informa-

tion System in the Chao Phraya River Basin,

JARQ，35⑶：pp171-175

図１―３ 石狩川流域におけるポンプ排水地区水田の

平均湛水深（㎜、1981年洪水の計算値）
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易と環境」Ⅰ系研究会資料：pp.48-65
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誌，66⑵：pp.21-26
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チャオピヤ川流域の水文情報の表示・解析システ
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（早瀬吉雄）

⑵ 森林破壊に伴う水文環境の変化と将来予測

ア 目 的

熱帯地域における森林面積の減少は、土壌侵食、

洪水、河川の赤濁等の深刻な環境問題を引き起こし

ているが、この地域での森林と水文環境に関する情

報は世界的に極めて少ない。本課題では、発展途上

国における既存の森林と水文情報を収集し、森林破

壊が流域規模での水文環境に及ぼす影響を評価す

る。

イ 研究方法

森林破壊が水文環境に与える影響は、流域面積の

規模（Catchment scale）により異なるものと考えら

れる。そこで、流域面積が１㎢以下の山地小流域と

数万㎢にも及ぶ大流域を対象に水文解析を行った。

前者は、水保全研究室が JICAプロジェクトとして

参画した、ブラジル・クーニャ試験地の B流域（36.7

）とチリ・アルトロイカ試験地の試験流域（16.3

）である。後者は、タイ・東北部のムーン川流域

（60,900㎢）で、国際農林水産業研究センターとの

共同研究サイトである。影響評価は、小流域につい

ては流域貯留量を指標とし、大流域については流況

曲線の形状および流域水収支を比較する方法により

検討した。

ウ 結果および考察

ア 山地小流域における水文環境の変化

山地小流域は、総降雨量と直接流出量との応答が

比較的明瞭であるため、流域貯留量を指標として検

討した。すなわち、総降雨量と直接流出量の差を損

失雨量とし、総降雨量と損失雨量の関係から求めら

れる平均的な損失雨量を流域貯留量とした。ある流

域における損失雨量（L）は総降雨量（P）の増加に

伴い増大し、最大値（S）に到達する（最大損失雨量

という）。ここで、Lの Pに対する変化率が（S－L）

に比例すると仮定すれば、この関係は⑴式で示され、

その解は⑵式となる。ただし、kは正の定数とする。

dL/dP＝k(S－L) ⑴

L＝S｛１－exp(－KP)｝ ⑵

図１―４に、各流域における総降雨量と損失雨量

の関係を示した。クーニャ試験地は人為撹乱のない

天然林流域で、アルトロイカ試験地は天然林の伐採

後に成立した草地流域である。森林流域の損失雨量

は樹冠遮断量と土壌水分貯留量から成り、放牧草地

流域の損失雨量は窪地貯留量と土壌水分貯留量から

成るが、両流域とも土壌水分貯留量が主要な損失成

分である。

さて、最大損失雨量はクーニャ試験地で335.4㎜、

アルトロイカ試験地で64.9㎜となった（図１―４）。

図１―４ 総降雨量と損失雨量の関係
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Sは Pを無限大とした際の Lの値であるため、当該

地域で実際に発生し得る総降雨量100～300㎜を⑵式

に代入し、降雨階級毎の流域貯留量を求めた（表１

―１）。流域貯留量の差は、主に表層土壌の水分貯留

量の相違に起因するものと推察される。すなわち、

アルトロイカ試験地は森林伐採後の斜面に畑地造成

が行われ、小麦栽培により表層土壌が撹乱・流亡し

て荒廃地化した。その後、羊の放牧地となったため、

地表部は家畜の踏圧を受けて緻密で、表面流出が発

生している。これに対し、クーニャ試験地では有機

物が堆積して表層部の土壌孔𨻶が保持されているた

め、表面流出の発生もなく土壌侵食は見られない。

したがって、森林破壊が流域規模の水文環境に及

ぼす影響は、森林伐採とともに生じる有機物層を含

む表層土壌の撹乱・流亡による土壌水分貯留量の著

しい減少である。その結果として、表面流出が発生

し土壌侵食や洪水流出の増大などの危険性が高まる

ことが予測される。

イ 大流域における水文環境の変化

タイ・東北地方のムーン川流域（60,900㎢）を対

象に、1967～1971年（推定森林面積率30％）を前期、

1990～1993年（推定森林面積率14％）を後期として、

森林面積の減少が流況曲線の形状および流域水収支

に及ぼす影響を比較検討した。なお、年流域雨量は

年等雨量線図から該当流域を等雨量線プラニメータ

ー法により推定した。

流況曲線とは、年ハイドログラフの日流量（㎥/s

または㎜/day）を大きい順に並べかえたものであ

り、ムーン川流域について両期間の平均流況曲線を

求めた（図１―５）。本流域では、後期の平均流況曲

線が２時期で前期をうわまわった（矢印で表示）。す

なわち、40～50日目と160日目以降である。前者は雨

季の洪水流出に相当し、後者は乾季の平・低水時の

基底流出である。特に、200日目以降の日流量につい

ては、片対数紙上で明瞭な相違が認められた。表１

―２に流況曲線の特性値３）を示した。後期の平均

年降雨量は前期より約90㎜減少したが、後期の平水

量と低水量は前期より、各々18.8％、33.3％増加し

た。本流域は起伏の少ない丘陵地で浸透性の高い砂

岩層に覆われた流域２）であるため、森林面積の減

少影響は洪水流出より低水流出により強く反映した

ものと推察される。

図１―６に年降雨量と年蒸発散量の関係を示し

た。年降雨量1,100㎜以上ではほぼ45度の直線関係に

あるため、流域水収支として十分な精度と判断され

る。そこで、両期間における年流出量の差を直線回

帰式より推定すると、年降雨量1,100㎜では40.0㎜、

年降雨量1,200㎜では47.7㎜となった。すなわち、後

期の年流出量は前期より40～50㎜多い結果となっ

た。これは、森林面積の減少により蒸散量が減少し、

その結果として年流出量が増加したものと考えられ

表１―１ 森林破壊に伴う流域貯留量の変化予測

図１―５ ムーン川の平均流況曲線の比較

表１―２ ムーン川の流況特性の平均値

図１―６ 年降雨量と年蒸発散量、年流出量の関係
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る。

さて、既存の森林水文試験の結果によれば、森林

伐採は年流出量の増加を招き、その増加量は流域の

地文特性により異なる。これらの試験結果の大部分

は流域面積１㎢以下の森林流域を対象としたもので

あり、大流域は極めて希である。ムーン川流域では、

森林面積率30％から14％への減少に伴い、年流出量

の増加と平・低水期の河川流量の増加が認められた。

本課題では、土地利用の変化や潅漑施設について未

調査であるため、この結果が全て森林面積の減少に

起因すると判断することは危険であるが、前述の森

林水文試験の結果とほぼ一致するものであり、水資

源問題を考える上で興味のある結果である。

エ 今後の課題

大流域では降雨と流出の応答関係が明確でないた

め、山地小流域の水文環境の指標である流域貯留量

を利用することができなかった。また、大流域を対

象に森林破壊が流域の水文環境に与える影響を評価

するためには、森林面積率の変化のみならず複雑な

土地利用の変化を把握し、総合的に判断する必要が

ある。

オ 要 約

森林破壊が流域の水文環境に及ぼす影響を流域規

模（Catchment scale）の異なる大小流域について検

討した。山地小流域では流域貯留量を指標に森林の

影響を検出できたが、流域面積が大きい大流域では

困難であった。しかし、森林面積の減少が流域水収

支に及ぼす影響は、大流域においても既往の森林水

文試験とほぼ同様な結果が得られることが分かっ

た。

カ 文 献

１)Bosch, J.M. and Hewlett（1982), J.D. A
 

review of catchment experiments to determine
 

the effects of vegetation changes on water yield
 

and evapo-transpiration,J.Hygrol.,55,3-23

２)Khon Kaen University（1982）An agroecosys-

tem analysis of northeast Thailand：167pp

３)高橋 裕編（1978），河川水文学，共立出版：

41～43

（藤枝基久）

２．流水調整としての国単位の水資源かん養機

能評価モデルの開発

⑴ 主要国の農業活動による水資源かん養機能の評

価とMIの策定

ア 目 的

アジアモンスーン地帯においては、有史以来、地

理・気候・水文的条件に適応した水田利用を中心と

した稲作農業を生活の基盤として来た。農業水利施

設などによって供給された用水は、水田における蒸

発散として消費されるが、残りは水田による地下水

かん養および河川流出の安定化に寄与し、下流域で

の地下水や河川水の利用を増加させる公益的機能が

発揮している。「自然界に流出する雨水」は、水田農

業活動を通して、利用管理されることにより、新た

な水循環を生じ、農業生産面ばかりでなく、地域の

人間の営みに多大の「水の恩恵」を施すことになる。

しかし、乾燥・半乾燥地域においては、灌漑農業が

過剰湛水障害や塩害によってその生産性の持続性が

失われることがある。また、地下水資源の収奪によ

り、off-farm域の水利用に負の影響を及ぼしている

事例もある。

本研究では湿潤地域および乾燥地域を含めた主要

国における灌漑農業の水利用の持続性について比較

し、農業活動に伴う世界各地の水資源かん養機能を

評価できるMIの策定を図る。

イ 研究方法

海外調査により把握した水田農業の実態、国内外

で収集した世界各地のデータを基に主要国の農業活

動による水資源かん養機能の評価方法について検討

する。本研究の評価対象は、農業活動としては、「水

田灌漑農業」を、また水資源涵養機能の連関として

は、「水利用の持続性」を評価基準とした。農業内部

で水利用の持続性が確保できない場合には、off-

farmの水利用に負の影響を与える可能性があると

想定する。評価は、影響の正（＋）と負（－）の両

面から持続性の相対的評価と定量的評価を重点とし

た２つの方法を試みた。つぎにOECD加盟国及びそ

の他水田を有する26カ国31地域を分析対象として、

水利用の持続性に関わると考えられる主要因を抽出

し、数量化理論Ⅰ類を適用することにより、持続的

生産性や水利用ポテンシャルを規定する主な条件を

定量的に明らかにする。

ウ 結 果
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海外現地調査（タイ、カンボジア、アメリカ、オ

ーストラリア、イタリア、フランス、スペイン）を

行い、水利用持続性に関する評価指標の候補を抽出

した。持続性の評価には、降雨量、湿潤・乾燥の区

分、塩類を含む土壌、灌漑水源の種類（地下水、地

表水（河川など））などが指標として重要であること

を明らかにした。

ア 評価指標

農業活動が水資源にあたえる影響として、正の面

では、人間活動や生態環境への良好な水資源の供給

や維持があり、負の面では、水資源の枯渇、湛水被

害（地下水上昇）、地下水の塩分濃度の上昇がある。

水利用持続性の評価指標の侯補として、年間降水量、

湿潤・乾燥の地域気候区分、塩類を含む土壌分類、

灌漑水源の種類（河川水、地下水、流域外からの導

水等）、持続性を確保する技術対策の有無などが重要

であることが明らかとなった。

イ 相対的評価分析

ａ 具体的指標項目

①年間降水量

乾・湿の地域区分を行う指標とする。農業地理に

おける湿潤地域と乾燥地域とは年降水量が500㎜の

限界線により区分されているが、この区分は、降水

以外の水の供給に依存せずに農業が営めるかの視点

からなされたものである。乾燥地では、塩害のよう

な特有の被害を受けている地域が知られている。

②土壌

乾燥・半乾燥地域に共通する問題として、塩類土

壌がある。湿潤地帯では、多量の降雨により塩類は

溶脱するのに対して、乾燥地域においては、灌漑が

低位部の地表に塩類が集積して障害を起こしたり、

地下水の塩類濃度を上昇させる。塩類集積など水利

用の持続性を阻害する要因には、降水量が最も大き

なものとなるが、土壌が塩類土壌か否かの指標も必

要となる。

③灌漑のための利用水資源の区分

灌漑方法の中で、水源を地下水に依存している地

域では、地下水の涵養量を超過する水利用により、

地下水資源に負の影響を与える。したがって、利用

水源の区分も指標として重要である。

ｂ 相対的評価

評価指標として、地域分類（降水量、雨の季節分

類）、土壌分類、灌漑方法、地下水管理方法を選び、

相対的評価値として、正負の記号および0で評価し

た。正は水利用の持続性あり、負は持続性を阻害す

るかまたは、持続性が無いとしてカウントした。ま

た、０値は、持続性との関連が比較的少ないものと

してカウントした。指標とスコアー（カウント）と

の関連を表１―３に整理した。

ウ 数量化理論の適用による定量的評価分析

４指標を説明変数に選定し、水利用の持続性に関

する評価値を目的変数として数量化理論を適用し

た。26カ国、31地域をサンプルとして評価した。評

価区分は、A：水利用の持続性あり、B制御しながら

水利用の持続性を維持、C：水利用の持続性なし、の

３段階とした。塩類対策の指標は、地域の乾湿区分

および土壌区分との内部相関が高いことが明らかと

なり、塩類対策を除く３指標を用いた解析を行い、

湿潤な気候、塩類集積のない土壌、水源として地表

水の利用の条件が水利用の持続性に正の機能を果た

していることを数値的に明らかにした。その結果を

表１―４に示す。また、カテゴリー８種類の中で、

「土壌区分：塩類集積なし」の土壌条件が水利用の

持続性に大きく貢献し、「乾湿区分：乾燥」の気候条

件と「水源区分：地下水」の水源条件がほぼ同程度

に最も大きな負の影響を及ぼしていることがわか

る。

エ 考 察

31地域について、文献調査も加味し、表１―５に

示す指標データを整理した。また、研究メンバによ

り、５段階で合議評点を行い、数量化理論Ⅰ類によ

る推計評点も行った。

３指標の条件から各国別の水利用の持続性を評価

したところ、日本を始め12地域の評点が４以上であ

り、持続性が高く、一方、オートラリアを始め4地域

の評点が２未満で持続性が低いという結果を得た

（表１―６）。この結果の妥当性を検討するため、評

価結果についての合議評点と推計評点との関係を示

したものが図１―７である。合議評点と推計評点の

間には、ギリシャ等一部の国を除いて比較的強い相

関関係が確認された。

オ 今後の課題

特になし

カ 要 約

ア 農業活動が水資源に与えるインパクトとし

て、プラス面とマイナス面の両方を考慮する必要が
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ある。プラス面は農業及び農業以外の人間活動に対

する水資源の供給や維持があり、マイナス面は水利

用による農業および他の分野の水資源枯渇および塩

類土壌地帯での地下水位上昇による地下水塩類濃度

の上昇が重要である。

イ 評価指標群として、①地域分類（降水量、雨

の季節分布）、②土壌分類（塩類集積性）、③灌漑方

法（水源の種類、水源の流域）、④地下水位管理対策

を選び、指標群を構成する主な指標の定性的分類を

行い、この段階では＋、－及び0で評価した（表１―

３）。

ウ 評価式 V＝F（①、②、③、④）・・・［１］

評価式［１］の指標として、指標群の中から、乾

湿区分、土壌区分、水源区分、塩類対策の４指標を

説明変数として選定し、水利用の持続性に関する評

価値を目的変数として数量化理論Ⅰ類を適用した。

評価対象は26カ国であるが、条件が大きく異なる水

田地帯が複数存在する国はそれぞれ地域を細分し、

31の対象地域をサンプルとして解析した。評価区分

は、「A：水利用の持続性あり、B：制御しながら水

利用の持続性を維持、C：水利用の持続性なし」の３

段階の相対的評価とした。

エ 塩類対策の指標は、乾湿区分及び土壌区分と

の内部相関が高かったため、塩類対策を除く３指標

を用いた解析を行い、湿潤な気候、塩類集積のない

土壌、地表水利用、の条件が水利用の持続性にプラ

スの役割を果たしていることを数値的に明らかにし

た（表１―４）。

オ カテゴリー８種類の中で「土壌区分：塩類集

積なし」の土壌条件が水利用の持続性に最も大きく

貢献し、「乾湿区分：乾燥」気侯と「水源区分：地下

水」がほぼ同程度に最も大きなマイナスの影響を及

ぼしている（表１―４）。

表１―４ 水利用の持続性に関わる指標とその影響度

合

表１―３ 相対的持続性評価における指標とスコアー、該当国の例
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表１―５ 各国の指標データと評点
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塩分 問題 合議

主要な米産地，
乾湿区分 土壌区分 水源区分 対策 発生 評点 水資源J利用形態 備考(環境へのインパクト等) 推計評点

No 国名 対象地 1地下 数量化理

(地域名・細分) 1 :湿潤 1塩類 水 2:地 水利用 論 I類に

2:半湿潤 有2:塩 表水 3 1有 1 :有 の持続 よる

3:乾燥 類無 併用 2無 2:無 性
河川地表水+貯水池(36.8%)、 1)用水路の漏水及び農地潅瓶による地下水位上昇左乾燥地での
管井戸(48.9%)、溜池(6.9%) 塩害発生/2)管井戸対策、地下水利用/3)地表潅瓶が地下水を

北西部
モンスーン期:6~10月 酒養し、管井戸を保全している面もあり /4)ハ':;，，'ヤー7'州:地

1 インド (ハ97ナ州等) 2 1 3 1 1 2 
下水位がO.3~0. 5m/年低下(半乾燥地)

2.78 

2 インド 東部(t'ハ】ル州) 1 2 3 2 2 4 河川|地表水(大規模潅瓶) +地下水併用 生産の持続性あり 4.45 

3 中国 華中(長?工流域) 1 1 2 2 2 5 河川|地表水 (95%) 3.69 

4 中国 華南(珠江) 1 2 2 2 2 5 河川地表水 (99%)、 期作 5 

河川地表水+貯水池(流域内)
5 インドネシア ジャワ島 1 2 2 2 2 5 雨期作、乾期作、 2.5作/年 5 

雨期作:陸稲~深水稲、自然洪水を利用、 雨期作:1)天水農業(農学的適応型技術)/2)環境へのインパク
乾期作 :地下水利用(浅井戸44%、ポンプ20%、 トなし。乾期作:1)小規模揚水潅瓶(農民レベノレ)/2)地下水位

深井戸20%)、その他17% 低下枯渇、飲料水の枯渇/3)地下水の回復カが早い

6 バングラデシュ 全国(ヂ砂) l 2 2 2 2 4 51 

チャオ7''7ヤ流域 河川地表水+貯水池、潅瓶率24%/用水路(上流

51 7 タイ (上・下流ヂ付) 1 2 2 2 2 5 デルタ)、用排水路網完備(下流デルタ)

東北タイ 天水田(水田面積は全国の55%)、

3.331 日 タイ (コヲート高原) 2 1 2 1 1 2 一部溜池貯水池あり 乾期には、自然に岩塩含有地層から塩水蒸発が発生する

9 ベトナム メコンデルタ 1 2 2 2 2 5 河川地表水(ポンプ利用) 5 

10 ミヤンマ 山間部、デルタ l 2 3 2 2 5 河川地表水、 部地下水、乾期貯水池 4.45 

11 プフジノレ 1 2 2 2 3 地表水 3.69 

河川地表水(潅翫施設)、
12 フィリピン 中部ルソン平野 1 2 2 2 2 5 乾期貯水池/天水田 (50%程度) 5 

河川用水路 (40.4%)、用水+井戸 (37%) 1)地下水位上昇、塩害、活水被害/2)地下水コントロ ル、用
井戸(15.4%)、溜池 (5.3%) 水路効率化、排水路整備/3)19世紀インダスf可流域の地下水
雨期と乾期作 位:40m、現在3m以下 (42%)/4)潅瓶効率40%、60%がロ

13 パキスタン インダス河流域 3 3 1 1 1 ス

14 日本 全国 1 2 2 2 2 5 流域内河川地表水、貯水池あり、補給潅翫 5 

人工潅瓶(10粉、天水田、洪水期(減水期)稲作が

15 カンボジア メコンデルタ 1 I 2 2 2 4 主 現在のところ、環境へのインパクトなし 3.69 

16 ナイジエリア 河口デルタ 1 2 2 2 3 河川水(ニγヱル)11) 3.69 

17 ネパノレ 全国 1 2 2 2 2 5 河川!地表水(大河川|、中小河川、泉) 5 

西海岸及び 貯水池 (54.6%)、地表水(揚水機) (17%)、

18 韓国 南海岸平野 1 2 3 2 2 5 取水堰(12.0%)、地下水 (2%以下) 4.45 

191 "?ダガスカル 1 2 2 2 4 河川水、貯水池 3.69 

カリフオノレーア
20 アメリカ (tJ7J:;f)11流域) 2 1 2 2 2 4 流域内河川地表水、貯水池 3.33 

カリフオノレーア 流域外(北部)からの導水 用水に含まれる塩類集積による農地への塩害

21 アメリカ (tンホアキン)11) 3 l 2 1 l 年間雨量200mm (塩濃度1，000ppm) 1. 91 

22 アメリカ アカンソ 1 2 1 2 I 3 地下水(揚水ポンプ) 地下水位低下、揚水コスト増 3.18 

ロ対Ili可口、
23 プランス カマルク.湿地 2 2 2 2 2 5 地区内河川水(自流)、ポンプ利用 栽培面積2万ha、全量潅1阪 4.64 

24 イタリア ポ )11流域 2 1 2 2 2 5 地区内河川水(自流)、アルプス等の自流 栽培面積22万ha、補給潅1隊 3.33 
地表水 (65.1%)、地下水 (34.9%)

25 ギリシャ 3 1 3 1 2 3 (面積比、 1959年) 1. 36 

?'rゲルキtや】Jレ)11
26 スベイン エ7'ロ)lIi可口;流域等 2 1 2 2 1 3 地区内河川水(貯水池)、全量潅瓶 貯水池での水源量が不足する場合は米以外の作物を植える 3.33 

27 ポノレトガノレ 2 1 2 2 2 4 河川水 3.33 

28 ハンガリ 2 1 2 2 2 3 河川水 アルカリ性土壌 3.33 

29 メキシコ 2 I 3 2 2 2 地表水 (84%)、地下水(16%) (面積比) 潅瓶面積の 7%で塩害発生 2.78 

30 オストアリア マレ河流域等 3 1 3 1 1 1 地表水、地下水、全量潅瓶 塩害発生 1. 36 

31 トノレコ 2 2 1 2 2 3 地下水 2.82 

注記 1)降水量データは理科年表による(水田地帯データを重視)

2)湿潤は1000mm以上，乾燥は500皿未満



カ ３指標の条件から31の水田地域の水利用の持

続性を算定したところ、日本を始め12地域で高く、

オーストラリアを始め4地域で低い結果が得られた

（表１―５）。評価結果について合議評点と推計評点

の関係を図１―７に、使用した各国のデータと評点

を表１―６に示した。

（木俣 勲）

⑵ 農産物の生産活動と産業構造の変化に伴う水資

源量の変動特性の解明とMIの策定

ア 目 的

タイ東北部は、森林を急激に開墾し、農地を拡大

してきた。森林面積は、1961年の42％から1973年の

30％まで減少し、さらに1985年には14％まで減少し

た。その結果、キャッサバやサトウキビなど輸出用

商品作物生産の増大、タイ経済の発展に伴う農村社

会の急激な変化に直面している。この結果、水資源

の涵養機能と洪水防止機能が低下したと考えられて

いる。この地域をケーススタディとして取り上げ、

土地利用形態の変化に関する統計データを衛星リモ

ートセンシングデータで検証し、この地域の主要河

川の水文・水資源量の実測データを収集して、水収

支を解析する。さらに、大流域での広範囲な土地利

用変化による水文・水資源環境の変化について考察

し、主として他の課題で提案されたMI指標の検討

に資する。

イ 研究方法

タイの森林面積、流域の降水量、河川流量等水文

統計、農作物別作付け面積、収穫量、単位面積当た

り収量等の統計データを収集し、整理する。タイの

農林業政策等を調査し、これらに考察を加える。考

察や統計データの地理的分布を確かめるため、衛星

リモートセンシングデータを解析して、定量的な方

法で検証する。

図１―７ 数量化理論Ⅰ類で評価した各国の推計評点

と水資源グループで評価した合議評点の関

係

図１―８ 東北タイにおける解析対象地域

表１―６ 水利用の持続性の評価結果（例）
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具体的には、LANDSAT/MSSデータやMOS-1/

MESSRデータを取得し、幾何補正等の処理を行い、

雨季と乾季の季節別に整理し、水域、水田、陸域に

判別する。陸域については、Kauth-Thomasの Tas-

seled Cap Transformationで、Greenness Indexを

計算する。雨季と乾季で両方とも植生量の多い地域

を森林とする。この計算の確からしさを土地利用図

と重ね合わせて検証する。

水文統計データは、この地域の国際河川メコン川

に流入する主要河川である Chi川とMun川流域の

雨量、河川の洪水流量、渇水流量などを観測点ごと

にグラフ化して、水収支を考察する。

ウ 結 果

森林面積は、図１―９に示すように急激に減少し、

同時期にタピオカの原材料となるキャッサバの作付

け面積や、やや遅れてサトウキビの作付け面積が急

増している（図１―10）。森林伐採が広範囲に急激に

進んだ要因は、タイ政府の伝統的な開発政策により、

農民が未開地の林野を開拓して田畑にした場合、一

定面積の永代使用権を認める制度も関係していると

考えられる。キャッサバの生産量が増加した原因は、

欧州で家畜飼料としてタピオカペレットの輸入需要

があったため、国際価格が上昇し、その原料のキャ

ッサバ生産を刺激した。その後、欧州の政策転換か

ら国際価格が低迷したため、タイではサトウキビな

どへ生産がシフトした。

東北タイ地域における19年間の森林面積減少統計

データを地球観測衛星のリモートセンシングデータ

で検証した。コンケン市の北東ランパオダム周辺の

衛星データから森林域を解析し、土地利用図と重ね

たのが図１―11である。

Chi川とMun川の各支流ごとにデータを整理す

ると、上流の土地利用と河川流量の関係が顕著に現

れた。Chi川は流域面積13,100㎢で yasotonでの流

量観測結果を使用。Mun川は流域面積60,900㎢で、

合流点のUbon観測点と yasotonとの差として求

めた。図１―12で前期とは、1967年～1971年の５年

間の平均値、後期とは、1990年～1993年の４年間の

平均値である。東北タイの水文環境で両期間の変化

は主にMun川流域の流域水収支および流況特性の

変化に起因しており、Mun川流域では年降雨量が約

図１―11 森林域（緑色）の年変化（緑は河川を示す）

図１―12 広域森林伐採前後の流域水収支の変化

註：前期とは1967年から1971年（森林面積

約30％）

後期とは1990年から1993年（同約14％）

原表は藤枝基久による。

図１―９ 森林面積の変化

図１―10 キャッサバ作付面積
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90㎜少なかったにもかかわらず、年流出量は19㎜多

かった。後期のMun川流況特性は、平水量以下の日

流出量が増加している。Mun川の平均年流出量の増

加は、水資源量換算で11.7億トンの増加になる。

エ 考 察

広域森林伐採が行われ、農地等に土地利用が変化

した地域で、統計データ、衛星リモートセンシング

データを用いてその状況を検証した。流域の代表的

河川の流量データや雨量データを整理し、広域土地

利用変化の影響を調べた。この結果、従来、地理的

広がりとして把握しにくかった土地利用変化を捉

え、大流域でも小流域と同様な水文環境の変化が現

れる結果が得られた。

オ 今後の課題

流域土地利用変化が河川流量に及ぼす影響にダム

やため池などによる中間貯留の効果が反映されてい

ない可能性があるので、今後データ収集が可能な限

り検討を行う。

カ 要 約

タイ東北部は、森林を急激に開墾し、農地を拡大

してきた。森林面積は、1961年の42％から1973年の

30％まで減少し、さらに1985年には14％まで減少し

た。この土地利用変化を統計データと衛星リモート

センシングデータで検証した。また、流域の水収支

から水文環境の変化を調べ、平水量以下の日流出量

が増加していることが判明した。
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３．水質の変動評価モデル

⑴ 農産物の貿易に伴う主要国の水質の変動

ア 目 的

日本は、米国をはじめとする世界各国から多くの

農畜産物を輸入している。農畜産物は多くのたんぱ

く質を含み、さらにその中に窒素を含んでいる。い

ったん日本に入ってきた窒素は再び国外に出ること

は少なく、多くが日本国内に蓄積されていると考え

られる。

近年、窒素による河川・地下水などの汚染が問題

化しており、その原因の一つとしてどれほどの量の

窒素が農畜産物の形で海外から流入しているのか把

握することは、グローバル化する経済と自然環境と

の関連を知る上で重要である。

そこで本研究では、窒素の収支をもって水質を考

えることとし、農畜産物の輸入により国内に流入す

る含有窒素量の実態を明らかにする。これに基づき、

農業・食料におけるゼロエミッション社会について

検討する。

イ 研究方法

穀物需要の増大が見込まれるが、世界のどの地域

で穀物生産が行われるようになるかといった将来予

測には、農林水産省が世界食料需給予測に用いてい

る IFPSIM モデルを用いる。

農畜産物として「穀類（トウモロコシ・小麦・米・

大豆・その他の穀物）」、「肉類（牛肉・豚肉・鶏肉）」、

「果実類」、「野菜類」及び「牛乳と乳製品」の５つ

の品目を対象とし、各輸入量は大蔵省発表の「日本

貿易月表（1998年12月）」の「輸入品別表」より求め

る。また、各国の窒素肥料の使用量は、FAO（国連
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食糧農業機関）のオンラインデータベースより算出

する。輸入相手国としては、該当品目の輸入量で相

対的に大きな比重を占めている４カ国（中国、カナ

ダ、アメリカ、オーストラリア）とする。

各農畜産物の含有窒素量は、農林水産省発表の「食

料需給表（平成８年度）」の「純食料100ℊ中の栄養

成分量」より、含有たんぱく質量を算出し、さらに

これらを6.25（窒素-タンパク質変換係数）で除して

算出する。また、家畜（牛・豚・鶏）の飼料は、す

べてトウモロコシでまかなわれ、牛肉１トンの生産

に対してトウモロコシ7トン、豚肉と鶏肉に対して

は、同様にそれぞれ４トンと2.5トンを要すると仮定

する。

ウ 結 果

各地域の全窒素肥料使用量を全耕地面積で除した

値を、穀物を作るための単位面積あたりの窒素肥料

投入量と定義し、窒素肥料の使用率に関する検討を

行なった。ここで、農耕地における窒素固定量はす

べて20［㎏/ ］と仮定した。世界の65カ国の肥料投

入量と収穫物中の窒素量の関係を調べた結果、窒素

投入量と収穫物中の窒素量との間には、次のような

関係があった。

Yield＝a・Nin

ここで、Yieldは収穫物中の窒素量［㎏/ ］、Ninは

耕地への窒素投入量［㎏/ ］、aは係数である。解析

結果の一例を図１―13に示す。各シンボルは代表的

な国や地域を示す。USAと EC12カ国はわが国や中

国に比べ窒素肥料の使用効率が良いように見える。

「穀類」、「肉類」、「果実類」、「野菜類」、「牛乳と

乳製品」の５品目について、輸入相手国と日本との

間における窒素の流れをブロック図にまとめた。こ

れに基づき、含有窒素の日本への流入量を５品目で

比較すると、それぞれ概算で621千トン、４千トン、

２千トン、３千トン、１千トンと、圧倒的に多くの

量が穀類として流入していることが示された。そこ

で、穀類における窒素の流れを図１―14に示す。ま

た、各要素の集計値を表１―７に示す。図１―14の

矢印は、流れの方向を示す。表中の▲は負の流出、

すなわち、肥料以外から移行した窒素量（コンポス

ト由来など）を示す。

日本国内の窒素の流れ（左下ボックスの中）で、

牛・豚・鶏肉から環境への移行窒素量は家畜の糞尿

に相当する。また、下段は貿易によらず穀物として

生産される量を示し、穀物から環境への移行窒素量

は耕地からの肥料流出に相当すると考えられた。

主要国別の含有窒素流入量は、アメリカからが最

大で穀類全体の約75％を占めた。アメリカでは環境

から穀類生産へ169千トン移行しているが、これはコ

ンポストなどの形態で耕地において窒素固定された

量に相当すると考えられた（表１―７）。

エ 考 察

図１―13に代表される関係を仮定し、IFPSIM モ

デルにより計算される2025年の穀物生産に必要な窒

素肥料を計算したところ、8,660万トンとなった。現

在穀物生産に使用されている窒素肥料は3,830万ト

ンと推定されることから、２倍以上になることが予

測される。

すでに述べた通り、図１―13から見かけ上USA

と EC12カ国はわが国や中国に比べ窒素肥料の使用

効率が良いように見えた。しかし、水稲栽培が卓越

する国では、従来の統計資料を用いた解析だけでは

把握することが困難な窒素の流れが認められる。す

図１―13 窒素肥料投入量と収穫物中の窒素量の関係

日本の水稲栽培では、脱窒量が大きく、水

稲吸収窒素量の約50％が大気中に放出され

る（山室、1991）。農業環境研究所（1999）

「水質保全のための農業環境モニタリング

マニュアル」の全国レベルでの収穫物（籾）

中含有窒素量は64.7㎏/ であるため、脱窒

量は34.7㎏/ となる。茨城県での標準的な

窒素肥料投入量（47.2㎏/ ）を考慮すると、

窒素肥料の使用効率は74％と高い。すなわ

ち水稲栽培に限ると、水質への負荷の割合

は小さいといえる。
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なわち、少なくとも日本の水稲栽培では脱窒量が大

きく、水稲吸収窒素量の約50％が大気中に放出され

る 。同様の傾向は、農業環境技術研究所「水質保全

のための農業環境モニタリングマニュアル」にも

示されており、全国レベルでの収穫物（籾）中含有

窒素量が64.7㎏/ であるのに対して、脱窒量は34.7

㎏/ であり、茨城県での標準的な窒素肥料投入量

（47.2㎏/ ）を考慮すると、窒素肥料の使用効率は

74％と高い。このことから、水稲栽培に限ると水質

への負荷の割合は小さいと考えられる。

食料の生産・消費に伴う窒素負荷は、農耕地、畜

産業、食品加工過程及び家庭の厨芥・し尿として発

生する。これらの中で家庭からの負荷が66.5万トン

（し尿として36.9万トン、雑排水・厨芥として29.6

万トン：一人あたりのし尿負荷を８［g d-1］として

計算）と一番多い。流域下水道などが普及した現在、

家庭から生じる窒素負荷を農耕地に戻すことは難し

い。これに比べ、畜産廃棄物を耕地に戻す方がはる

図１―14 穀類（大豆、トウモロコシ、小麦、米、その他の穀物）における窒素の流れ

表１―７ 穀類に関する主要国から日本への流入に関する集計表

主要な４カ国とその他の主要な国から日本へ約621千 が流入。このうちの大部分をアメリカが占め

る。肥料として投入した窒素量と含有窒素量の差（右端のコラム，▲はマイナス）は，中国では中国

国内における流出が認められる。カナダ，アメリカ，オーストラリアではコンポストなど化学肥料以

外からの吸収が考えられる。下表は，全輸入量と輸入金額を示す。
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かに容易である。そこで、畜産廃棄物のコンポスト

化に注目し、ゼロエミッション社会のシナリオにつ

いて以下に考察した。

検討した５つのシナリオ（シナリオ１：現社会シ

ステム是認型、シナリオ２：理想の循環型社会追求

型、シナリオ３：食料自給率向上派を代表、シナリ

オ４：わが国の人口依存型、シナリオ５：期待され

る型）のなかで、シナリオ５、すなわち、現在の人

口と食生活水準を維持しながら、少しでもゼロエミ

ッション社会に近づけるシナリオについて以下のよ

うに考察した。

シナリオ５の条件は次の通りである。耕地面積を

過去の最大値である600万 にまで戻し、化学肥料使

用量はゼロ、畜産業や食品の加工・消費過程で生じ

る廃棄物は全て農耕地に還元する。また、栽培技術

の向上により、前述した式の「べき」の値を0.85に

まで上昇する。この条件は、穀物反収にして８［

］に相当し、諸外国の実績から見て到達不可能な

点ではない。この際、輸入量は穀物換算で1,480万ト

ンとなる。このシナリオによると、環境への窒素負

荷は619×103［ ］と、現在の40％程度にまで低減

することが明らかになった。

オ 今後の課題

世界各国において、穀物を生産する際に投入して

いる窒素のデータは十分整備されていない。精度の

よい農業統計が整備されているわが国においても、

穀物を生産するためにどれだけの窒素肥料が使用さ

れたかについて直接的な統計はない。従って、解析

精度の向上のためには、これらの情報に関するデー

タベースの構築が必要である。

考察で述べた通り、水田農業固有の脱膣過程を考

慮することは非常に重要である。この点について明

確な考察を行なうために、含有窒素の流れの実態把

握に基づいた物質フローと環境負荷の関係を明らか

にする必要がある。

本研究では窒素の流れに着目した解析を行なっ

た。これは、たんぱく質が食料の重要構成成分であ

ること、また窒素は浅層地下水の硝酸汚染、閉鎖水

域における富栄養化の原因物質でもあり、環境問題

と密接な関係を有していることによるが、今後は、

リン酸など他の物質についても考慮した検討が必要

になるだろう。

カ 要 約

世界の主な国を対象として、収穫物中の窒素量と

単位面積あたりの窒素投入量の関係について解析し

た。先進諸国は、わが国や中国に比べ窒素肥料の使

用効率が良いように見えるが、水田農業固有の窒素

の流れを考慮することにより、後者の窒素肥料効率

は高いことが指摘された。

主要品目について、輸入相手国と日本との間にお

ける窒素の収支を求めた。各品目の含有窒素の日本

への流入量を比較すると、全体の98％以上と圧倒的

に多くの量が穀類として流入している。主要国別の

含有窒素流入量は、アメリカからが最大で全体の約

75％を占めた。

わが国を一つの単位と考え、食料生産・消費に伴

うゼロエミッション社会のシナリオを検討した。そ

のなかで、現在の人口と食生活水準を維持しながら、

将来少しでもゼロエミッション社会に近づける未来

型シナリオを採用することにより、環境への窒素負

荷を現在の40％程度にまで低減させることが可能で

あることを示した。
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第２章 流水調整としての洪水防止機能に関わるMIの策定

１．森林の洪水防止機能

⑴ 森林地における洪水防止機能の評価とMIの策

定

ア 目 的

森林に覆われた流域では、雨は一部が樹冠遮断や

蒸発の影響を受け、地表に到達した部分はほとんど

すべて地中に浸透し、さまざまな経路を通って河道

へ到達する。このため、森林には降雨の流出が始ま

るまでの時間を遅延し、直接流出量を減少する機能、

すなわち、洪水を防止する機能があると考えられて

いる。従来、森林の洪水防止機能は、森林土壌の保

水性から、流域の保水容量を見積もることにより評

価されてきた。しかし、流域規模における推定を行

うためには、数多くの土壌断面調査や土層深度の測

定、土壌孔𨻶の解析といった、かなりの労力が必要

である。そこで、ここでは容易に入手できる地形図

からの地形情報と降雨量や流出量といった水文情報

をもとに、森林の洪水防止機能を評価することを試

みた。

イ 研究方法

森林の洪水防止機能を、「流域に50年確率日雨量の

雨が降った場合、その流域がまだどのくらい雨水を

貯留できるか」を指標（MI）として評価することに

した。解析の対象としたのは、利根川上流の森林総

合研究所宝川森林理水試験地（19.1㎢）である。流

域の地形図は東京営林局作成の２万分の１地形図を

使用した。降雨量と流出量はこの試験地で観測が開

始された1938年から1990年までの53年間のデー

タ を使用した。解析には TOPMODEL とい

う水文モデルを適用した。このモデルでは、「あとど

のくらい水を貯留できるか」を表す量として土湿不

足量（deficit）を用いている。また、降雨の流出には

流域の地形が大きな影響を与えることから、地形指

数（ln(α/tanβ)）というものを定義している。αは

単位等高線長さ当たりの集水面積、βは斜面傾斜で

ある。そして、地形指数が同じ場所は流出の仕方も

同じと考え、地形指数ごとにその頻度分布をもとに

流出量や土湿不足量が予測される。そこで、地形図

から対象流域を50ⅿメッシュに分割し、各セルの地

形指数を計算して、その頻度分布を求めた。これを

もとに、年ごとに最大日雨量の降雨を対象に流出量

と土湿不足量を算出した。50年確率日雨量は1938年

から1990年までの最大日雨量データをもとに岩井

法 によって求めた。そして、日雨量と土湿不足量の

関係から、50年確率日雨量に対応する土湿不足量

（MI）を求めた。

ウ 結 果

地形指数の頻度分布を図１―15に示した。地形指

数はその定義から、集水面積が大きくて斜面傾斜が

小さい谷沿いや窪地部で大きく、反対に集水面積が

小さくて傾斜の急な斜面部で小さい。図１―16は降

雨量をもとに、モデルによって流出量と土湿不足量

を計算した結果である。土湿不足量は値が小さいほ

ど貯留可能量が小さく湿潤であることを示してい
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図１―16 流出量と土湿不足量の計算結果



る。降雨が継続するにつれ、流出量が増え、土湿不

足量は小さく、すなわち流域に貯留できる水の量が

減少していた。流出前と流出ピーク時（▼印）の土

湿不足の状態を図１―17に示した。出水前には河川

とその周囲の狭い範囲だけが湿潤域であったが、ピ

ーク時には斜面上部まで湿潤域が拡大した。図１―

18に年最大日雨量に対してその非超過確率（その年

最大日降雨を越えない確率）をプロットした。岩井

法により求めた確率日雨量の推定式から、宝川森林

理水試験地における50年確率日雨量は186㎜であっ

た。ただし、図中の式の xは年最大日雨量、ξは確

率年に対応する正規変量である。図１―19は日降雨

量と土湿不足量の関係を示している。破線はおよそ

の上限と下限を示している。確率日雨量が186㎜のと

き、土湿不足量はおよそ10㎜～50㎜の範囲にあった。

洪水防止機能の指標としては、貯留可能量に下限値

を採用した方が安全である。したがって、今回の解

析では、宝川森林理水試験地における森林の洪水防

止機能の指標（MI）は10㎜と考えられ、50年確率日

雨量の雨が降った場合、流域全体でまだ10㎜程度貯

留可能であると推定された。

エ 考 察

森林流域では一般に降雨のすみやかな流出は河道

近傍のすでに水で飽和した場所から起こり、降雨と

ともに流域に占める飽和域の面積が増減することに

より流出量が増減すると考えられている。飽和域は

谷沿いや窪地といった地形指数の大きなところから

その周囲の地形指数の小さいところへ拡大する。こ

のことから、地形指数の頻度分布を見るだけでも、

流出の仕方をある程度予測することができる。図１

―15から宝川試験地においては地形指数の大きな部

図１―17 土湿不足分布

（上：流出前、下：流出ピーク時）

図１―18 室川試験地における確率日降雨

図１―19 日雨量と土湿不足量の関係
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分の頻度が緩やかに減少しているため、雨が降ると

ゆっくりと河川の流量が増え、減水も緩やかである

と推測される。

図１―17において、出水前には、40㎜以上貯留可

能な区域（土湿＜40㎜）が、流域全体の約76.6％で

あった。一方、ピーク時には40㎜以上の貯留可能域

は全体の2.2％に減少し、河川も含めた飽和域（defi-

cit＜０㎜）は約11.8％であった。このようにここで

適用したモデルでは、流域全域の貯留量を視覚的に

マップに示すことが可能である。

ここで述べたような地形解析と流出解析によっ

て、最終的に図１―19のように洪水防止機能の指標

（MI）を求める方法は地形や降雨量といった比較的

入手しやすい情報のみを使用しており、他の森林流

域にも比較的簡単に適用でき、洪水防止機能を評価

する有効な手段となる。

オ 今後の課題

指標として得られた数値（10㎜）そのものが妥当

であるかどうか今後さらに検討する必要がある。ま

た、他の流域においても解析し、より汎用性の高い

手法にする必要がある。

カ 要 約

入手の容易な地形図による地形情報と降雨量や流

出量といった水文情報をもとに、地形解析と流出解

析から森林の洪水防止機能の指標（MI）を求めるこ

とを試みた。MIを「流域に50年確率日雨量の雨が降

った場合、その流域がまだ貯留可能な水量（土湿不

足量）」と定義した。対象流域を森林総合研究所宝川

森林理水試験地とし、降雨量と流域にまだどのくら

い貯留可能かを表す量（土湿不足量）との関係を調

べた。その結果、宝川森林理水試験地における森林

の洪水防止機能の指標（MI）は10㎜であると考えら

れ、50年確率日雨量の雨が降った場合、流域全体で

まだ10㎜程度の雨を貯留できると推定された。
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⑵ 積雪寒冷地における森林の水流出遅延効果の評

価

ア 目 的

積雪寒冷地における森林の洪水防止機能は、森林

被覆による融雪緩和のもたらす融雪洪水流量の低減

に特徴がある。ここでは農地、森林といった土地利

用の違いが、流域からの水流出のうち、とくに融雪

出水に与える影響の評価方法を検討する。

一般に森林流域と裸地流域を比較すると、日射の

影響が緩和される森林流域の方が日最大融雪量は少

ない。しかしながら、流域が広くなると流域全体を

均質とは見なせず、属性の異なる複数の土地利用の

集合としての効果を考慮する必要がある。流域内に

（畑地や草地も含む）裸地が混じる場合には、裸地

において早い時期から融雪が始まるために、流域内

の融雪箇所ならびに融雪期間が分散し、流域全体と

してのピーク融雪流量が減少する可能性（以後、複

合土地利用効果）が考えられる。本研究は流域の地

形、気象条件と裸地化の割合によってピーク融雪流

量がどのように変化するかをマクロな指標を用いて

明らかにするとともに森林流域における農地開発の

目安を求めることが目的である。

イ 研究方法

ア 森林の状況を単純な形で取り込める融雪モデ

ルを構築する。

日融雪量の算出にあたっては、融雪量を日単位で

推定する熱収支モデルを構築した。森林が融雪に及

ぼす影響は日射の遮蔽効果が最も大きいと考えられ

る。そこで放射量に影響を与えるパラメータとして、
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森林状態を表現する開空度を用い、さらに斜面傾斜、

斜面方位を考慮した。森林は簡単な一層植被とし放

射の射出と減衰のみを考慮した。ところで、融雪量

の計算を開始するに当たって、初期の積雪水量分布

が問題になる。例えば、森林樹冠による降雪遮断に

よって森林内の積雪水量は一般に森林外よりも小さ

くなる。そこでこの降雪遮断率を、北海道の様々な

森林における調査結果 を基にして密な針葉樹林で

0.3、疎な針葉樹林で0.2、うっ閉した落葉広葉樹林

で0.05、疎な落葉広葉樹林で0とした。入力する気象

条件のうち、気温、相対湿度、風速、雪面アルベド

は森林内外で同じとした。全天日射量は散乱と直達

に分離し散乱と直達それぞれの日射量を斜面日射量

に変換した。

イ 札幌市内にある森林総合研究所北海道支所の

定山渓流域試験地 の流量データと隣接する北海道

開発局による気象データを用いてモデルを検証す

る。

ウ 融雪モデルを単純化した仮想モデル流域に適

用して、流域の地形、気象条件と裸地化の割合によ

ってピーク融雪流量がどのように変化するかを調べ

る。

エ このとき、流域全体が森林に覆われている場

合に対して、土地利用を進めて裸地率が増加するこ

とによって、どの程度最大融雪流量が増加または減

少したかを表す指標MIを次式のように、定義した。

MI＝流域（現状）における最大日融雪量╱森林に

覆われている場合の最大日融雪量

すなわち、MIは、流域が森林に覆われている場合

に対して、土地利用を進めたことによって最大融雪

量が増加（減少）した程度を表す指標である。MIが

１以下であれば、融雪出水に関しては、森林伐採の

負の影響が出ていないと判断される。

オ 上記のように定義したMIを、様々なモデル

流域を対象として融雪モデルを使って計算し、MI

の挙動を解析するとともに複合土地利用効果の説明

を試みる。

カ 観測年数が長いこと、上流にダムがないこと、

人口密集地が含まれないこと、融雪出水が期待でき

ること等を条件に、北海道内の９つの候補流域（天

塩川水系問寒別川、石狩川水系辺別川、十勝川水系

札内川・戸蔦別川・岩内川・猿別川、網走川水系女

満別川、常呂川水系仁頃川、渚滑川水系渚滑川、た

だし猿別川は上流が農地の例）を選定し、ピーク融

雪流量の経年変化を整理した。

ウ 結 果

ア 融雪モデルの検証結果

モデルはうっ閉した落葉広葉樹林の開空度K＝

0.5を用いて積算流出量の時間変化や融雪終了日に

関して概ね実測値を再現することができた（図１―

20）

イ 様々な条件に対するMIの挙動

一例として、札幌定山渓付近にある標高差500ⅿ、

斜度20度の南向き単純平面斜面の流域を想定し、上

記の融雪モデルに実測気象データを入力して様々な

裸地率について日融雪量を計算した。この結果から、

流域の裸地率とMIの関係を図示した。（図１―21）。

ここでは単純にするため、流域の土地利用区分は、

図１―20 融雪量計算値と定山渓流域試験地の流量の

比較

図１―21 裸地率とＭＩの関係

（流域標高差500ⅿ、傾斜20度、南向き（1996

年）の例）
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常緑針葉樹林（開空度0.2）と裸地（開空度１）の２

種類とした。また、裸地は標高の低い部分に集中し

て分布していることを想定した。この例では、裸地

率40％の場合が最大日融雪量は最も少なくなるこ

と、裸地率65％までであれば流域全体が森林に覆わ

れるよりも最大日融雪量は少ないことが示された。

別の例として、札幌定山渓付近にある標高差500

ⅿ、斜度40度の北向き単純平面斜面の流域を想定し、

1996年の気象データで用いて裸地率の変化に伴う日

融雪量の変化を計算した（図１―22）。この場合は、

少しでも裸地があるとMIは１より大きくなった。

この傾向は急斜面であるほど大きかった。このよう

に森林開発によってピーク流出量が低減される複合

的土地利用効果が南向き斜面では明瞭に生ずるこ

と、北向き斜面で傾斜が急な場合には複合的土地利

用効果が生じないことがモデル計算によって示され

た。

ウ 実際の流域における複合的土地利用効果の確

認

候補とした９つの流域の中から、ピーク融雪流量

の経年変化に減少傾向のある流域として渚滑川水系

渚滑川と網走川水系女満別川が選定された。これら

の土地利用変化を調べた結果、裸地率は渚滑川で10

から11％へ、女満別川で53から63％増加しているこ

とが見いだされた。

エ 考 察

南向き斜面と北向き斜面におけるMIの変化の差

は、斜面が受ける直達日射量が北向き斜面では小さ

いため、融雪に対する森林の日射遮蔽効果が明瞭に

現れないことによるものであろう。

流域の裸地率とMIの関係は、流域の地形的条件

のほか年毎の気象条件によって異なるので、実際の

流域についてMIを求めるためには、平年値に対す

るMIを使うか、多くの年について計算し流域開発

の影響を最も厳しく表現する場合を採用することな

どが考えられる。

流域の地形が我が国山地のように複雑な場合に

は、今回のモデルで採用したような対象とする単位

斜面の傾斜と方位のみでは、実際には放射量は決ま

らず、対象斜面の周囲にある山地の陰になったり、

全天空域の大きさが変化するといった、周囲の地形

の影響をある程度受けることが考えられる。計算機

能力が十分にあれば原理的にはこのような要因を取

り込むことは可能である。しかし、MIの挙動との関

係が複雑になり、MIの解釈が難しくなる。そのた

め、あえてここでは地形を単純に表現した。

北海道内においては２つの実流域においてわずか

ではあるが、複合的土地利用効果が生じている可能

性が示された。裸地率に関しても10～60％までの範

囲に入っていたことは、モデル流域で得た目安と一

致している。ただし、実流域では融雪以外のメカニ

ズムによる流量変動が混入するため、複合的土地利

用効果の程度はそれほど明瞭ではない。斜度、斜面

方位、初期積雪水量、流域標高差、気象条件、流域

の融雪量に加えて、残雪量を通じて他要因の影響を

も間接的に受ける。このためそれとMIとの関係は

複雑な挙動を示す（図１―23）。特に、北向き斜面が

急傾斜になると変化は複雑である。複合的土地利用

効果が最大限に発揮された場合、MIは0.7程度が見

込まれるが、そのときの裸地率は20～60％にばらつ

く 。複合的土地利用効果は多くの場合、裸地率

50～60％までで見られる。ただし、本研究でいう土

地開発による森林の裸地化（農地化）は、森林樹木

の地上部を除去することのみをとりあげたものであ

り、土壌の荒廃劣化はないものとしている。このた

め、安全を見込むならば、裸地率の上限は50～60％

より小さい範囲に限定すべきであろう。また、森林

の環境保全機能は融雪出水のみではなく、多面的な

機能の保全を考慮した森林開発の指針が策定されな

ければならないことは言うまでもない。

オ 今後の課題

広大な実流域への適用に際して、流域の地形など

をどの程度まで単純化して良いのか、あるいは、気

象条件をどのように面的に展開して与えるか、その

図１―22 裸地率とＭＩの関係

（流域標高差500ⅿ、傾斜40度、北向き（1995

年）の例）
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目安が明らかにされていない。これは、研究レベル

では非常に基本的な問題として常に議論される点で

あり、今後の山地水文気象学の発展を待たなければ

ならない。

カ 要 約

MI＝流域（現状）における最大日融雪量╱森林に

覆われている場合の最大日融雪量

上記の定義によるMIの挙動を、融雪モデル計算

によって検討した結果、下流域の森林を伐採して裸

地にしたことによってピーク融雪洪水流量が、流域

全体が森林に覆われている場合よりも低減する場合

（MI＜１）は、全流域に対する伐採率（裸地面積率）

が20～60％であることがわかった。このように裸地

面積率の値がばらつくのは主に斜面方位と傾斜の影

響が根本的に融雪エネルギーとなる放射量の多寡を

決定しているからである。今後、広域への適用に際

しては地形をどの程度まで単純化可能か、気象条件

の与え方等、山地の水文気象学的知見の発展を待つ

課題が多い。とはいうものの、概ね最大限に許容さ

れる森林伐採率（下流域に配置される裸地面積率）

は60％であるという目安が得られた。
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２．農地の湛水による周辺都市の洪水防止機能

⑴ 都市近郊低平農地の洪水防止機能の評価

ア 目 的

水田・畑として利用されていた低平地が都市化し

て、流域の洪水特性は変化し洪水被害が拡大してい

図１―23 様々な斜面方位と傾斜の組み合わせ条件におけるＭＩと裸地率

（流域標高差500ⅿ、融雪初期の積雪水量400㎜、1996年の場合。

⒜最小ＭＩ、⒝ＭＩ＜１となる最大裸地率、⒞裸地率100％の場合のＭＩ）
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ることが多い。このような低平農地の洪水防止機能

を評価したい。これまで、洪水特性の変化は詳細な

数理モデルを用いて評価されてきたが、これを大流

域に適用するにはデータ収集や解析時間等に問題が

ある。一方、マクロスケールでの定量的な評価法は

必ずしも提示されていない。本研究は都市近郊にお

ける低平農地の持つ洪水防止機能をマクロ的に評価

するモデルを開発し、農地の湛水による周辺都市の

洪水防止機能を評価するMIを策定する。

イ 研究方法

対象流域を研究所に近く、最近30年間に都市化の

著しい印旛沼流域にとる。印旛沼開発事業完了直後

の昭和44年～平成9年までの29年間における洪水時

の流域の水収支データを収集した。1969年からの全

29年間を都市の進展に伴い順に10、10、９年間のA、

B、C期に分けて検討する。都市化の変化を説明する

MIを提案し、提案した指標を用い低平農林地の洪

水緩和機能を評価した。

ウ 結 果

ア 都市化の状況

図１―24に1976年と1989年の排水流域別都市化率

を比較したものを示す。都市化が沼の南側を中心に

走っている。図１―25に1971年と1991年の洪水の比

較を示す。沼の水位上昇が急激になっていることが

分かる。この変化を経年的に見たものが図１―26で

あり、開発に伴い洪水到達時間が短くなり、水位上

昇速度が増加していることが分かる。図１―27に印

旛沼流域における降雨１㎜当りの排水量を示す。

1969～1978年のA期の80千㎥が1989～1997年の C

期には120千㎥になり、約50％増加していることが分

かる。したがって、ここでは、開発に伴う洪水到達

時間の短縮、水位上昇速度の増加、降雨１㎜当りの

流出率の増加が確認されたので、このような洪水指

標を目的変数とし、農地の利用変化を説明変数とし

たMIを考える。

イ MIの提案

以上の現況分析で用いた指標は、いずれも洪水被

害から考えると間接的なものである。表１―８に各

期別の豪雨と洪水の関係を示す。ここには、明らか

に、降雨の変化を上回る洪水被害の増加を見ること

ができる。この表で被害として示されているものは

湛水被害であるから、水分量としては、沼のピーク

水位と関係が深い。図１―28に総降水量と沼の最高

図１―24 印旛沼流域における排水流域別都市化率

（1976年と1989年の比較）

図１―25 印旛沼における水位変化の相違（1971年と

1991年）

図１―26 洪水到達時間・水位上昇温度の変化
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水位の関係を示す。総降雨と最高水位の関係は以上

のグラフほど明確な傾向がない。これは、①降雨の

降り方（時間分布）が効いている。②開発に伴い河

道特性が変化しているためである。ここでは、以上

の２点を無視できると仮定して降雨とピーク水位の

関数を作成して低平地域の農林地が有する流域レベ

ルの洪水緩和機能の評価指標を提案する。

K＝(ΔV ╱ΔA)×1000 ⑴………………………

ΔV＝a・Δh

Δh＝hp－hp

hp＝1.154R ⑵…………………………

hp＝1.043R ⑶…………………………

ΔA＝C(A －A ）

ここで、

K：降雨 Rmmの時に流域農林地１ が発揮す

る洪水緩和量（mm）

ΔV：時期Oと時期 nの間で生じた沼の洪水増

大量（m ）

a：沼面積 （m ）

Δh：沼の洪水量増

A ：時期0の農林地の面積（m ）

A ：時期 nの農林地の面積（m ）

C：単位期間の減少面積に補正する係数

hp：時期 oの沼の最高水位予測値（m）

hp：時期 nの沼の最高水位予測値（m）

R：流域降水量 （mm）

ΔA：流域全体の農林地面積の減少（m ）

⑵式は1969-1978年（A期）の15豪雨による沼の洪水

位から、⑶式は1989-1997年（C期）の14豪雨による

沼の洪水位から算定した。

ウ 指標の概要

本指標は低平地の水田、畑、森林を有する数万

の流域で、過去30年間の流域の都市化による洪水量

の増加の実態から評価する方法を採っており、流域

レベルの洪水時の評価も指標として用いることが可

能と考える。なお、沼の洪水量増の原因をすべて農

林地の減少によるものと仮定し、農林地が有してい

図１―27 印旛沼流域における降雨１㎜当りの排水量

（10年毎の変化）

表１―８ 100㎜以上の連続降雨と10位までの洪水の

発生期間（1969～1997年）

図１―28 降水量と印旛沼最高水位の関係（ｎ＝41）
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た洪水緩和量算定する。

エ 指標の適用

利根川下流域の印旛沼流域について、過去30年間

の土地利用の変化にともない、印旛沼の洪水時の最

高水位が上昇していることを降雨と最大水位の関係

から分析した。計画降雨278㎜の降雨が発生した時の

沼の最高水位が1969～78年と1989～97年で202㎜高

くなることが算定された。水深換算して36㎜に値す

る洪水緩和機能があるという結果が得られた。

エ 考 察

図１―24からわかるように都市化率の高いブロッ

クは印旛沼周辺に集中している。都市化の著しかっ

たブロックが洪水ピークの前だおしに強く寄与して

いる可能性が高い。図１―27からポンプの排水に限

ってみると、見かけ上は流出率が50％増したように

見える。しかし、これは洪水初期における自然排水

の効く状況を無視しているため、評価としては過大

である。別に流出率を算出したものが図１―29であ

る。流出率の増加は、約15％である。計画降雨278㎜

に対するピーク水位上昇が、流域雨換算で36㎜であ

る。これは、計画降雨の13％に相当する。結局この

MIでは連続条件のみの評価との差が２％しかな

く、この差は15％を分母にして13.3％に当り、80―

90％流出率の変化で、10―20％をピーク水位の変化

で説明していることになると思われる。

オ 今後の課題

流域洪水特性の変動要因は土地利用の変化だけで

なく、印旛沼に流入する河川の改修による洪水到達

の変化も要因として考えられるが未検討である。

カ 要 約

利根川下流域の印旛沼流域について、過去29年間

の土地利用の変化にともなって、印旛沼における洪

水時の最高水位が上昇していることを、降雨と最大

水位の関係から関数化した。この関数を用いて、土

地利用変化が洪水ピークに与える影響を評価する

MIを作成した。計画降雨278㎜の降雨が発生した時

の沼の最高水位が1969～78年と1989～97年で202㎜

高くなることが算定された。水深換算して36㎜に値

する洪水緩和機能であった。
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３．農業地域における農地の洪水防止機能

⑴ 計画洪水時における最大保水量の空間分布と流

出量変化による機能評価法の開発

ア 目 的

農業地域における洪水緩和機能として農地の持つ

雨水保留機能に着目する。農地の持つ保留量は①土

地利用の違いによる雨水貯留量の差と②洪水時にお

ける低平地水田地帯の持つ遊水機能としての貯留量

に分けられる。ここでは主として、洪水時における

低平地水田地帯の持つ遊水機能に注目して、農業地

域における洪水緩和機能を評価する手法を開発す

る。

イ 研究方法

ア 洪水時における低平地の持つ遊水機能につい

て、流域ごと、降水の確率年ごとに通水能力と水田

地帯への貯留量との関係を示す曲線を作成する方法図１―29 ５年ごとの流出率の変化
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を考案し、カスリン台風時の鬼怒川流域及び1986年

の小貝川氾濫に適用した。

イ 水田地域の洪水緩和機能を評価するマクロイ

ンディケータ（MI）として、水田地域における上記

貯留量を面積で除して水深換算し、さらに降雨量と

の比をとったものを提案し、1998年８月豪雨時の新

潟県の阿賀野川右岸地区に適用した。

ウ 新潟県の福島潟干拓地を事例として内水面干

拓地の洪水緩和機能をMIを用いて評価した。

ウ 結 果

ア 低平地の持つ遊水機能について、降水の確率

年ごとに通水能力と水田地帯への貯留量との関係を

示す関係を定式化すると⑴式となる。

S/So＝((Do－D)/Do)u ⑴……………………

ここに Sは貯留能力、Dは通水能力、Do、Soはそれ

ぞれ最大排水能力および最大貯留能力、uはパラメ

ーター。

鬼怒川流域において、カスリン台風の降水と現在

の通水能力を与えると、ポテンシャル値として農地

には全流出量の１/４弱の貯留機能があると推定さ

れる。

さらに、この方法を小貝川に適用した。1986年の

小貝川氾濫により検証したところ、最下流部の本川

への合流量を河川計画流量と仮定すれば、水田域の

貯留量は氾濫推定量と一致することが明らかになっ

た（図１―30）。

イ MIについては⑵式を提案した。

MI＝V/RA ⑵……………………………………

ここにVは貯留量で低平水田地帯への流入量のう

ち域外への流出の通水能を超過するものの累積量、

Rは累積降雨量、そしてAは水田面積である。雨水

が一様に湛水する、非常に勾配がゆるやかな干拓地

のような地域では水田の面積をそのまま湛水面積と

みなせるが、すり鉢状の地形で雨水が特定の場所に

集中する地形の場合は、雨水が集中する場所を特定

しその面積をAとして、特定された場所のMIを算

出することもできる。

阿賀野川右岸地区におけるMIの試算では、Aに

全水田面積を取った場合MIは１を超え、Aに実際

にこの豪雨で畦畔高さ以上に湛水した面積をとると

２を超えた（図１―31）。

ウ 内水面干拓地の洪水緩和機能の例として、福

島潟干拓地は1998年８月の豪雨時に湛水したが、観

測水位をもとに⑵式によりMIを算定すると9.55と

なる。すなわちこの干拓地は一般の水田の9倍の貯留

機能を発揮したことになり、その洪水緩和機能は非

常に大きい。（図１―32）

エ 考 察

ア 提案したMIは、洪水時に水田地帯に貯留さ

図１―30 小貝川流下量と水田貯留能力 図１―31 阿賀野川右岸地区のMI
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れた水が水田地帯そのものに降った雨の何倍になる

かを示している。したがって、洪水緩和機能の指標

として、イメージがつかみやすく、他地域との比較

が可能であるという利点を持つと考えられる。

イ 内水面干拓地の洪水緩和機能MIが大きいこ

と、すなわち、洪水時に湛水深が大きくなることに

は、大きく２つの理由があると考えられる。

第１の理由は内水面干拓地は低平地の中でも最も

標高の低い場所にあった湖沼を干拓して作られた土

地であることから、洪水時には周辺の雨水が集中す

る地形条件になっていること。

第２の理由は、干拓以前の内水湖はもともと周辺

の遊水地としての機能を果たしていたが、干拓を行

う際、計画基準降雨内の降雨について、内水湖の従

前の遊水機能を代替する排水施設を設けるととも

に、計画基準降雨以上の降雨に対しても周辺地の洪

水危険性を増大させることのないように、干拓堤防

の高さを一部低く設定し、洪水を干拓地に流入させ

るようにしていること。

内水面干拓地は干拓以前の内水湖だった場合に比

較して洪水を貯留する機能が若干ではあるが上回る

と考えられる。なぜなら、洪水開始時の初期水位は

干拓地は残存湖の水位よりも低く、干拓地の水位と

残存湖の水位の差だけ干拓地の方が洪水の貯留量が

大きいはずだからである。このことを、福島潟を例

に貯留量と水位の関係を示す（図１―33）。

内水面干拓地は、大きな洪水時には干拓前の内水

湖と同等以上の洪水緩和機能を有しており、治水面

からはすぐれた土地利用であるということができ

る。しかし、このことは内水面干拓地の農業者の犠

牲の上になりたっているという見方もできる。

オ 今後の課題

福島潟干拓地のように洪水時に他の農地に先んじ

て水没するように管理されている農地は、治水面か

ら見ると極めて大きな洪水緩和機能をもっている。

しかし、当該農地は水没することにより激甚な作物

被害を被っている。

このような農地をどのように評価すべきか。防災

事業の実施により被災を克服する方向で進むべき

か。あるいは、洪水緩和機能を十全に発揮させ、集

中的な被害については補償措置等で対処すべきなの

か。今後農地の持つ洪水緩和機能の議論の中で深く

検討すべき問題であると考える。

カ 要 約

ア 降水の確率年ごとに流域の通水能と貯留量と

の関係を表す曲線を作成し流域の洪水緩和機能を評

図１―32 福島潟干拓地の湛水位とMI
図１―33 福島潟の貯水量と水位
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価する手法を考案した。

イ MIとして、水田地域の上の貯留量を面積で

除して水深換算し、さらに降雨量との比をとったも

のを提案した。

ウ 内水面干拓地の洪水緩和機能は非常に大きい

ことを示した。

（相澤顕之）

⑵ 水田灌漑用ダム、ため池の洪水低減機能の評価

ア 目 的

ため池やダムは、非潅漑期や河川流量の豊富な時

期に流水を一時貯留し、水不足の時に潅漑用水を補

給するという貯水池管理を行い、地域の水利用効率

の向上を図っている。このような利水運用過程の中

で発生する貯水池の空き容量は、秋口の洪水期にお

いて台風等による洪水を一時貯留し、下流域の農地

や都市部の洪水被害低減効果を発揮している。ため

池の数は主要なものだけでも約10万ヶ所、また、潅

漑を目的としたダムは平成６年度で約1,900ヶ所に

達し、全国の約2/3の市町村にこれらの施設が存在す

る。

本研究は、ため池と水田灌漑用ダムの有する洪水

低減機能のMIを策定することを目的とする。

イ 研究方法

ア ため池の利水運用実態調査

香川県と大阪府の主要なため池に平均月降水量と

平均月貯留量の関係及び同府県の全ため池が有する

洪水一時貯留量を解析した。

イ 水田潅漑用ダム及び畑地潅漑用ダムの利水運

用実態調査

水田潅漑用ダムの洪水低減効果を明らかにするた

め、水田潅漑用ダム18箇所と畑地潅漑用ダム４箇所

について、1991年～1996年に渡る貯留量の月別変化

を解析した。

ウ 農業用貯水池における洪水流出解析

奈良県のOダム、栃木県のM ダム、三重県のA

ダム、福島県の Sダム、大阪府のM ため池を対象

に、貯水池の空き容量と洪水の流入量･流出量の関係

について実測データ解析及び数値シミュレーション

解析を行った。

エ 海外の農業用ダムの利水運用実態調査

米国カリフォルニア州北部のサクラメント川流域

に位置する潅漑用ダムについて、貯水池の運用管理

と洪水の関係を調査した。

ウ 結 果

ア ため池の洪水低減機能の評価

水田は、畦畔高さの範囲で洪水流出の抑制機能を

有すると評価されている 。そこで、香川県と大阪

府のため池の９月の平均ため池空き容量を、水田の

洪水一時貯留容量に等価換算した。その結果、ため

池の洪水貯留可能容量は水田の同容量に比べ、香川

県では約2.5倍、また、大阪府では約3.0倍と算出さ

れた。ため池に発生する貯水池の空き容量は、洪水

低減機能を評価する指標になると考えられる。

イ 水田潅漑用ダムの洪水低減機能の評価

水田潅漑用ダムでは、潅漑期間中に大量の貯留水

を消費するため、８月以降ダムの空き容量は急増す

るが、その後の台風や秋雨等で貯留量が急速に回復

するという顕著な傾向が認められた。水田潅漑用ダ

ムに発生する貯水池の空き容量は、洪水低減機能を

評価する指標になると考えられる。

ウ 農業用貯水池の洪水流入流出特性

解析の対象とした貯水池の空き容量と種々の降雨

パターンの関係を解析した結果、農業用貯水池の洪

水流入流出特性は、貯水池の空き容量を算出根拠と

する相当雨量 を評価指標とし、本研究で定義した

流入強度係数を判別指標として、貯水池における洪

水のピークカット率によって評価できることを示し

た。

エ サクラメント川流域における農業用ダムの洪

水低減機能

サクラメント川流域に位置するダムは、一般に、

非潅漑期の集中豪雨や１～２月の融雪期の洪水に備

え、最大洪水調節容量以上の低い水位で管理されて

おり、この空き容量は有効貯水量の約20％に相当す

る 。このように、カリフォルニア州の多くのダムで

は、非潅漑期の洪水調節容量として貯水池の空き容

量を積極的に確保していることが明らかとなった。

エ 考 察

ア ため池の洪水低減機能

香川県のため池の総数は16,304ヶ所で、その総貯

水量は146,502千㎥である。主要なため池182ヶ所に

ついて、昭和37年から平成5年までの貯水管理パター

ンと月別平均降水量を調べた。貯水池の水位変動が

大きかった昭和60年の貯水管理パターンを試算基準

データとすると、香川県内の洪水貯留可能容量は次

― ―75



のように算出される 。

V＝V×V＝0.5×146,502千㎥＝73,251千㎥

ここで、V：ため池の洪水貯留可能容量

V：９月のため池空き容量率

V：香川県のため池総貯水量

V＝A×(b×h＋(1－b)×h－h )

＝294,000,000×(0.152×0.3＋0.848×0.1－

0.03)＝29,518千㎥

ここで、V2：水田の洪水貯留可能量

A：本地水田面積（㎡）

b：香川県の水田整備率（1985年）

h：整備済み水田の畦畔高（ⅿ）

h：未整備水田の畦畔高さ（ⅿ）

h：水田の洪水前湛水深（ⅿ）

従って、香川県のため池の有する洪水貯留可能容

量は、水田の同容量に比べて約2.5倍(＝V /V )と評

価された。

一方、大阪府では、平成８年３月時点で受益面積

が２ 以上のため池は11,404ヶ所あり、平成６年の

９月洪水を試算基準データとし、前述した方法で計

算すると、大阪府のため池の有する洪水貯留可能容

量は、水田の同容量に比べて約３倍（＝V /V ）と評

価された。

今回の解析では、ため池群の洪水低減効果を直截

的に算定することが困難であったことから、水田の

有する洪水低減機能で代替する方法を採用した。た

だし、本手法は水田の洪水貯留量を算出する代表的

な近似計算法であるが、これは畦畔内での貯留であ

り、畦畔を越える洪水の一時貯留量は考慮されてい

ない。加えて、この計算値には水資源かん養に資す

る容量、あるいは無効容量が含まれており、その内

訳が明確ではないという指摘がある 。

イ 水田潅漑用ダムの洪水低減機能の評価

利水専用ダムは、本来洪水調節機能を有していな

いが、①利水運営上発生した空き容量、②常時満水

位からサーチャージ水位までの洪水一時貯留量、③

ゲート付きダムにおける洪水管理上の予備放流水位

等で発生する容量を洪水の一時貯留量として内在し

ている。

水田潅漑用ダムでは、図１―34に示す通り、潅漑

期に発生した空き容量が、洪水の流出を抑制する貯

留容量になっている状況が認められた。一方、畑地

潅漑用ダムでは、年間を通じて消費水量に大きな変

動が見られず大きな空き容量は発生していない。こ

のように、①の空き容量による洪水低減効果の発揮

は、水田潅漑用ダムの潜在機能と考えられる。

ウ 農業用貯水池の洪水流入流出特性

種々の降雨パターン、貯水池における洪水流入と

流出及び空き容量の関係に注目した。Oダムにおけ

る洪水時の代表的な流入流出パターンを図１―35及

び図１―36に示す。図１―35に示す通り、強い降雨

が短時間に集中すると、貯水池の空き容量は洪水の

ピークカットに大きく貢献する。一方、図１―36に

示す通り、比較的強い降雨が長時間続くと、貯水池

の空き容量は洪水のピークカット効果をほとんど発

揮できない。このため、本研究では、洪水低減効果

の程度を判別するため、⑴式で表される流入強度係

数（RIC）を定義し、RIC1.0の短期集中豪雨時に空

き容量が洪水低減効果を発揮すると意味付けした。

本係数の分母を図１―35及び図１―36の中に示し

た。

RIC＝10/（洪水最大流入量の10％から洪水最大流

入量に達するまでの時間） ⑴………………………

ここで、各貯水池が種々の降雨で発揮した洪水低

減機能を、洪水のピークカット率及び空き容量を洪

水調節容量と読み替えて流域面積で除した相当雨量

で評価した。その結果、図１―37に示す通り、洪水

低減効果を発揮したグループ１及びグループ２と、

洪水低減効果を発揮できなかったグループ３という

３つのグループに分類された。グループ１とグルー

プ３は、判別指標（RIC1.0）で区分できる。また、

グループ２は、洪水流入量が貯水池の空き容量以下

であった例外的なケースと考えると、グループ１の

洪水低減効果は⑵式で表すことができる。

K＝0.49a＋8.40 ⑵………………………………

図１―34 農業用ダムの月別空き容量
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ここで、Kは貯水池地点における洪水放流量のピ

ークカット率（％）、aは相当雨量（㎜）である。た

だし、⑵式は RIC1.0の場合に成立する。

以上のように、農業用貯水池の洪水流入流出特性

は降雨パターン及び流域特性等によって異なるもの

の、洪水低減機能は、相当雨量を評価指標及び洪水

流入強度係数を判別指標とし、洪水のピークカット

率によって評価できる。

オ 今後の課題

ア ため池の洪水低減機能の評価

大阪府ではため池防災テレメーターシステムを採

用しており、主要なため池の正確な貯水管理データ

が入手できた。しかし、ため池では一般に、厳密な

水文データの記録が行われない。渇水時には厳密な

利水管理が行われる が、洪水時における流入量と

放流量等の詳細なデータが得られない地区が多い。

また、個々のため池の貯水量が小さいことから、本

研究ではある一定の地域に存在するため池群を解析

対象としたが、地域内の降雨分布やため池が位置す

る支流毎の流況の違いを厳密に捉えることは難し

い。今後、これらの課題等を踏まえ、評価方法につ

いて検討する必要がある。

イ 農業用貯水池の洪水流入流出特性

解析のサンプル数を増やすとともに、ダムの貯水

面積や流域の洪水到達時間等洪水貯留に関わる種々

の要素や、ダム地点からダム下流の農地や都市部ま

図１―36 Ｏダムの洪水流況（平成６年９月）

図１―35 Ｏダムの洪水流況（平成５年９月）
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での洪水伝搬等を考慮する必要があり、解析手法の

高度化が必要である。

カ 要 約

香川県及び大阪府のため池と、過去に洪水被害の

低減に効果があったと評価されている農業用ダムを

対象に洪水低減効果を解析した。その結果、洪水低

減機能のMIとして、洪水ピークカット率、貯水池空

き容量、相当雨量及び流入強度係数を提案した。
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⑶ 低平農地域の洪水緩和機能の評価

ア 目 的

水田を主体とした農地が有する洪水緩和機能は、

洪水時に流域に降った雨水を一時貯留する貯水池と

しての機能で、農業が営まれ始めた太古の昔から機

能し続けている重要な国土保全機能の一つである。

農地の持つ洪水緩和機能を定量化しようとする研

究は従来から試みられており、国土スケールで農地

の洪水緩和機能を定量化した志村の研究 、低平農

地の洪水貯留容量を流域スケールで概算する方法を

示した三野らの研究 、個々の洪水時に測定された

水文資料を基にした実証的な研究 、さらに洪水緩

和機能を農業の環境便益と捉え、その外部経済効果

を評価する試み 等がなされている。

これに対して、本報告では、先ず、沿岸部に位置

するクリーク低平農地域を想定した仮想流域モデル

を用いた数値実験から、その洪水緩和機能の定量化

を試み、得られた結果から、クリーク低平農地域の

洪水緩和機能を総合的に表現するマクロな指標の策

定を行う。さらに、筑後川下流クリーク水田地帯に

位置する実流域を対象とした数値実験によって、以

上の仮想流域で得られた結果を検証する。

イ 研究方法

ア クリーク低平農地域の洪水流出モデル

有明海沿岸部などにみられるクリークは、用水路

と排水路を兼用した水路システムとなっているこ

と、極めて大きな洪水貯留容量を持つこと、低平地

に位置するため勾配が非常に小さいこと、等が特徴

である。また、一般に沿岸低平農地域は自己流域を

持たないため用水の供給は常に不足気味であり、一

方、排水不良地でもあるため絶えず湛水の危険にさ

らされている。そのため、用水確保と雨水排除とい

う相反する目的を満たすような特異な用排水系統が

構築されている。

図１―37 水田灌漑用ダム・ため池の洪水低減機能の

評価

（注１）相当雨量とは、洪水調節容量を流

域面積で除して㎜単位で表したも

の。

（注２）図中の＊の付いたデータは数値シ

ミュレーション解析結果であり、

その他は実測データの解析結果

（注３）グループ１内の実線は、⑵式で示

した洪水低減機能評
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以上の特徴を考慮し、先ず、図１―38と表１―９

に示す仮想流域モデルを設定した。４個の水田タン

クと２個の河道タンクからなる連続貯水池モデル

で、流域面積は104 、流域面積に占めるクリークの

面積率は3.9％である。洪水は下流端の河道タンク１

から排水門を通じて地区外に自然排水される。一般

にクリーク低平農地域の洪水流出現象は様々な要素

が複雑に絡み合った現象である。そのため、個々の

要素の役割を明確に把握し見通しを良くするため、

仮想流域モデルは実流域の主要な要素を選択抽出し

単純化したモデルとした。

以上の仮想流域で得られた結果を実流域を対象と

した数値実験によって検証した。解析対象流域とし

て、図１―39a）に示す佐賀県神埼郡千代田町の低平

農地域を選定した。同流域は、城原川と田手川に挟

まれた地区に位置するクリーク水田地帯で、幹線排

水路千代田線の集水域である。流域面積は583.7 、

クリーク面積率は2.6％である。洪水は末端の排水門

から自然排水され、同流域の直下流部で筑後川感潮

域に排除される。この流域を、図１―39a）に示すよ

うに７個の水田群に分割し、これと４個の河道タン

クを連結することで、図１―39b）と表１―10に示す

連続貯水池モデルを構成した。

入力降雨には、表１―９、10に示すように、佐賀

地方気象台の過去71年間（1926～1996年）の降雨資

料を用いて、超過確率 p＝２、５、10、20、50、100

年の確率雨量から求めた３日連続ハイエトグラフを

用いた。その際、確率日雨量を第２日目の総雨量、

２日連続確率雨量を１、２日目の総雨量とし、３日

間の総雨量が３日連続確率雨量となるようにハイエ

トグラフを作成した。また、外水位は有明海湾奥に

おける小潮平均潮位を参考に設定し、計算開始時と

最低潮位時が一致する位相差 q＝6hで計算を行っ

た。q＝6hは、第２日目の降雨ピーク時と満潮時がほ

ぼ一致する場合に相当し、q＝6hではおおむね最危

険側の結果が得られる。連続貯水池モデルを用いた

数値計算には、反復型台形公式を用いた。

以上の水田を対象とした計算に加え、水田が畑地

表１―９ 仮想流域水田モデルの諸元

図１―38 仮想流域水田モデル

図１―39 千代田地区と洪水流出モデル

表１―10 千代田流域水田モデルの諸元
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および市街地に転換された場合を想定した計算も行

う。畑地流域モデルと市街地流域モデルでは、図１

―38、39b）の水田タンクとその欠口の部分を、斜面

長100ⅿの斜面群に置き換え、kinematic wave法で

計算した斜面からの流出量を強制的に河道タンクに

流入させた。その際、畑地斜面、市街地斜面の等価

粗度は、それぞれ0.4、0.025s/㎖/3とした。なお、畑

地流域では、畑地における標準的な雨水保留量曲線

から求めた有効降雨を入力降雨に用いた。使用した

雨水保留量曲線では、初期損失雨量は68.9㎜となる。

以下では、仮想流域を対象とした検討で用いたモ

デルを、仮想流域水田モデル、仮想流域畑地モデル、

仮想流域市街地モデル、また、千代田地区の現況モ

デルを千代田流域水田モデル、畑地および市街地へ

の転換を想定したモデルをそれぞれ千代田流域畑地

モデル、千代田流域市街地モデルと称する。

イ クリーク低平農地域の洪水緩和指標

以上のモデルを用いた数値実験から得られた計算

結果から、クリーク低平農地域の洪水緩和機能を総

合的に表現するマクロな指標として、流域地目（土

地利用形態）指標 I とクリーク面積率指標 Iおよび

排水施設の最適管理指標 I から構成される洪水緩

和指標を定義する。

MI≡I ×I×I ………⑴

I ≡
(H －H )水田 or畑地

(H －H )市街地
………⑵

I≡
(H －H )
(H －H )

［＝exp｛－β(A－A )｝］

………⑶

I≡
(H －H )最適管理
(H －H )無管理

………⑷

ここで、Aはクリーク面積率、Aは I 計算時のクリ

ーク面積率、H は河道タンク１における確率年

pのピーク水位（ピーク末端水位）、Hは河道タンク

１における初期水位（＝初期外水位）である。また、

I、Iは水田モデルだけを対象に計算される。クリー

ク低平農地域において、クリーク面積率と最適管理

を考慮したときのピーク末端水位の上昇高は、市街

地流域の場合にMIを乗じて求められることを⑴式

は示している。

ウ 結果と考察

図１―40、41に、仮想流域と千代田流域の流域地

目指標 I の計算結果を示す。図１―40の仮想流域で

は、I は pに関係なくほぼ一定値で、その平均は畑地

で0.923、水田で0.480であった。水田では、市街地

に比べてピーク末端水位の上昇が半分以下に押さえ

られており、大きな洪水緩和能力を有することがわ

かる。これに対して畑地は、市街地に比べ若干の洪

水緩和機能を有するものの、その能力は小さい。畑

地モデルでは、雨水保留量曲線から算定された初期

損失雨量68.9㎜を除いた有効降雨を入力降雨として

用いているが、実際はH が発生するのは第２日

目であるため、この初期損失分が洪水緩和に寄与し

ていないためと考えられる。また、図１―41の千代

田流域でも、仮想流域と同様の理由で、畑地の I が

１に近い値になっている。しかしながら、水田と畑

地の差が仮想流域ほど顕著でない。これは、千代田

地区では末端の排水門の排水能力が相対的に大き

く、特に出水規模が小さいときに土地利用形態の違

いによるH の差が顕著に生じないためと考えら

れる。

図１―42に、確率年 p＝100年における積算降雨

量、千代田流域水田モデルから得られた流域流出量

の積算値、および河道タンクと水田タンクの貯留量

の経時変化を示す。また、図１―43、44には、千代

田流域畑地モデル、千代田流域市街地モデルから得

図１―41 千代田地区における流域地目（土地利用形

態）指標 I

図１―40 仮想流域における流域地目（土地利用形態）

指標 I
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られた結果を示す。なお、図１―43、44の最下段の

畑地貯留量と市街地貯留量は、それぞれ畑地斜面、

市街地斜面上の貯留量である。また、畑地モデルで

は、初期損失雨量68.9㎜を流域貯留量に加味してい

る。同図によると、最大流域貯留量は水田、畑地、

市街地でそれぞれ273、286、160㎜となっており、水

田、畑地の貯留能力が市街地に較べ非常に大きいこ

とが分かる。また、水田、畑地では、総降雨量（＝

516㎜）の半分以上の洪水を一時的に流域に貯留して

いる。

図１―45に、各確率年 pにおける仮想流域と千代

田流域の各地目の最大貯留量と総降雨量の関係を示

す。図１―45の最大貯留量は、図１―42、43、44の

最下段の水田貯留量、畑地貯留量、市街地貯留量の

最大値を貯留高（㎜）に換算したものに相当する。

同図からも水田、畑地の洪水緩和能力の大きさがわ

かる。また、各地目ともに、仮想流域と千代田流域

は類似の結果となっており、仮想流域モデルの流域

諸元の設定の妥当性が窺える。

志村 は、農地、森林が洪水時に貯えうる最大貯留

高として、水田は平均的な欠口頂からの畦畔高（＝

270㎜）、畑地は平均的な粗間𨻶容量（＝60㎜）、また

森林も平均的な粗間𨻶容量（＝176㎜）とし、これら

の最大貯留高にそれぞれの面積を乗じた総容量とし

て、国土スケールの治水容量を算定している。また、

三野ら は、干拓地のような低平農地が洪水貯留容

量の大きな遊水池や洪水排除能力の大きな排水施設

を持つ点に注目し、その地域の降雨特性と排水路や

排水施設のフロー能力から、低平農地の洪水貯留容

量を流域スケールで概算する方法を示した。志村の

試算値および三野らの方法を千代田流域に適用して

得られた貯留容量、および図１―45の千代田流域モ

図１―42 千代田流域水田モデルにおける流域貯留量

の経時変化（p＝100年）

図１―43 千代田流域畑地モデルにおける流域貯留量

の経時変化（p＝100年）

図１―44 千代田流域市街地モデルにおける流域貯留

量の経時変化（p＝100年）

図１―45 仮想流域と千代田地区の各地目最大貯留量

の比較
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デルでの評価値を比較した結果を図１―46に示す。

まず、水田では、志村の試算値は千代田流域での100

年確率降雨時の評価値に相当しており、また三野ら

の方法から得られた貯留量は、千代田流域の評価値

の約半分程度であることが分かる。一方、畑地では、

志村の試算値は千代田流域の評価値よりかなり小さ

い値となっている。また、千代田流域の水田、畑地

の両評価値とも、出水規模が大きい場合、森林にお

ける志村の試算値176㎜を上回る値となっている点

が興味深い。

図１―47、48に、仮想流域および千代田流域の水

田モデルから計算されたクリーク面積率指標 I の

計算結果を示す。図中の実線は⑶式の指数関数によ

る回帰式である。クリークの洪水貯留機能によって、

クリーク面積率が大きくなると I は小さくなって

おり、その程度は⑶式の指数関数で近似できること

がわかる。また、出水規模に応じてパラメータβが

変化しており、仮想流域と千代田流域でβは比較的

近い値となっている。

なお、実流域においてクリーク面積率に数種の値

があるということは奇異に感じると推察されるので

少し説明しておく。本試算では、幹線クリークのみ

を考慮したときを基準クリーク面積率（2.6％）とし、

そのほかのクリーク面積率は、水田タンク内に存在

する支線クリークを適当な面積だけクリークとして

考慮したときに対応している。

図１―49、50は最適管理指標 Iの計算結果で、そ

れぞれ仮想流域水田モデル、千代田流域水田モデル

から得られた結果である。いずれも下流側に洪水の

集中が生じないように、ファジィ推論を用いて排水

図１―46 既往の評価手法（志村、1982；三野ら、1991）

と千代田地区の洪水貯留能力
図１―48 千代田地区におけるクリーク面積率指標I

図１―47 仮想流域におけるクリーク面積率指標 I

図１―50 千代田地区における排水施設の最適管理指

標 I

図１―49 仮想流域における排水施設の最適管理指標

I
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路のチェックゲートを最適制御した結果である。仮

想流域水田モデルではH の上昇が４％程度押さ

えられている。一方、千代田流域水田モデルでは図

１―39の Gate2より上流部の排水路が極めて緩勾配

であるため、上述の制御ルールに加えて上流域の過

度の湛水を押さえることも考慮した。そのため、Iは

１に近い値となっているが、湛水時間は上流側の水

田で僅かではあるが減少している。一般に排水施設

は個々の流域特性を応じた管理が行われるが、最適

管理指標 Iはその影響を受けるものと考えられる。

オ 今後の課題

提案したMIの汎用性を高めるためには、多くの

流域を対象に検証する必要があると考えられる。

カ 要 約

クリーク低平農地域の洪水緩和機能を総合的に表

現するマクロな指標の策定を目的として、仮想流域

ならびに佐賀県神埼郡千代田町に選定したクリーク

水田流域を対象に数値実験を行い、その洪水流出特

性を検討した。流域地目指標 I やクリーク面積率指

標 I、最適管理指標 Iの値は、流域条件や降雨条件

の違いによって当然変化してくると考えられるが、

本報告で示した洪水緩和指標MIを用いることで、

クリーク低平農地域の洪水緩和機能をマクロに評価

することができるとの確信を得た。得られた結果を

要約すると以下のようである。すなわち、①農地の

洪水緩和機能は水田の場合に特に効果的であり、ま

た、畑地も水田にほぼ匹敵する洪水緩和機能を有す

る、②クリークのもつ洪水緩和機能はその面積比率

で評価できる、③適切な排水施設管理によって洪水

緩和機能はさらに高まる、④クリーク低平農地の洪

水緩和機能は⑴式でおおむね評価できる。

キ 文 献

１)早瀬吉雄（1994），水田地帯の洪水防止・軽減機

能の評価と機能向上事業の提案，農業土木学会誌，

62：pp.943-948

２)嘉田良平（1996），農業の外部経済効果の評価と

政策的合意，1996年度日本農業経済学会大会報告

要旨：pp.S37-S49

３)三野 徹・山本徳司・長堀金蔵（1991），干拓地

の土地・水利用体系の再編成と排水改良，農業土

木学会誌，59：pp.1033-1038

４)中村好男・雨沢英治・寺田義久・佐藤俊郎（1994），

小貝川下流部での排水特性と水田の流出緩和機

能，農業土木学会誌，62：pp.949-954

５)志村博康（1982），水田・畑の治水機能評価―国

土に必要な治水容量の農地・ダム森林による分担

―，農業土木学会誌，50：pp.25-29

（四ヶ所四男美、平松和昭）
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第３章 流水調整としての水資源かん養機能に関わるMIの策定

１．低水流量安定に関わる森林の水資源かん養

機能

⑴ 森林流域の水源かん養機能の評価手法の開発

ア 目 的

森林流域の水源かん養機能とは降水流出の季節的

な偏りを平準化し下流の水需要に適した流況に近づ

けることである。国土の約７割が山岳地で、その大

部分が森林で覆われている日本では、森林流域から

の流出水が利用可能な水資源の大半を占める。した

がって、森林流域の水源かん養機能の評価手法を開

発することは、水資源政策上も重要な課題である。

しかし、実際の降水流出現象には、気候、地質、地

形、土壌、植生、および人為等、複数の因子が階層

的かつ相互に関わり、この複雑さが普遍的な水源か

ん養機能の評価手法の開発を難しくしている。この

ような背景から、本研究では、比較的容易に入手で

きる水文資料（降水量・流出量）から多種多様な流

域の水源かん養機能を評価する手法について検討し

た。

イ 研究方法

森林流域の水資源かん養機能の評価基準として、

年収支（損失量）、渇水流量、流況係数、非調節率、

流域保水容量、土壌保水容量の６種類を取り上げ、

それぞれを実データに適用し、算出結果を比較検討

した。これらの評価基準の主な特徴を表１―11に示

す。

ウ 結 果

ア 流域水収支及び流況曲線の解析による森林整

備の影響評価

多摩川上流の263㎢の集水域を対象に、降水・流出

観測データを用いて、森林整備による長期的な地被

条件の変化が年間の水収支と流況に及ぼす影響を解

析した。森林面積率や蓄積の増加が収支や流況に及

ぼす影響については、標本数の制限から統計的に有

意な結果が得られなかったが、流況曲線上で定義さ

れる水文特性値（図１―51）が、流域の水源かん養

機能を総体的に示す尺度となり得る。

イ 減水曲線の解析による流域保水容量の広域的

評価

多目的ダム管理年報の降水流出データを用いて、

基準減水曲線分割法（図１―52）により流域保水容

量を推定した。全国136流域（平均流域面積68㎢）の

流域保水容量は平均218㎜で（表１―12）、この値は

ダム湖の有効貯水容量の平均値224㎜に匹敵した。ま

た、道志川上流の113㎢の集水域を対象にした流況解

析では、森林の成長に伴う流況係数（豊水流量/渇水
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表１―11 水源かん養機能の評価基準

図１―51 流況曲線の模式図

図１―52 基準減水曲線分割の概念図



流量）の低下や非調節率（図１―51）の減少が検出

され、森林の成長により流況が平準化される。

ウ 多変量解析による山地流域の流況特性の検討

全国70流域（図１―53）の調査・観測資料を用い

て、流域特性（降水量、地質、傾斜、植生）と流況

の関係を多変量解析手法（数量化 I類）により解析し

た。その結果、渇水流量と流況係数のいずれに対し

ても、第一に地質、次いで降水量が関係し、傾斜や

植生の影響は相対的に小さい（図１―54）。実測値と

推定値の相関係数は0.89（外部変数が渇水量の場合）

もしくは0.77（外部変数が流況係数の場合）で、必

ずしも十分な精度とは言えないが、比較的入手の容

易な情報から広域的な流域の流況特性値を統計的に

推定しうることを示している（図１―55）。

エ 孔𨻶解析による土壌保水容量の広域的評価

精密な土壌調査と孔𨻶解析が行われている全国30

箇所の地点について、森林土壌の保水容量を推定し

た。その結果、渇水～平水流出に関わると考えられ

る小・中孔𨻶（pF0.6-2.7）の土壌保水容量は平均で

約280㎜となった。この値は減水曲線の解析により計

算した流域保水容量の平均値（218㎜）に比べると大

きい。実際には流域内のすべての小・中孔𨻶内に水

が溜まるわけではないので、土壌保水容量＞流域保

水容量となるのは現実的な結果である。

エ 考 察

水源かん養機能を表現する値には、一般に以下の

ような特徴を備えていることが望まれる。

第一に、なるべく容易に収集できるデータから比

較的単純な方法で算出できる値である点。これは数

多くの流域を対象に広域的な評価を行うための条件

である。第二に、対象流域のスケールに依存しない、

あるいはスケールに対して線形的に変化する値であ

る点。これは、集水面積の異なる複数の流域や入れ

子状の流域網を対象に評価を行う際に考慮すべき条

件である。第三に、何らかの形で水の絶対量（体積）

に関する情報を含む値である点。これは、例えば流

況がいかに平準化されていても流出水の絶対量が足

りなければ、水源がかん養されているとは云えない

からである。

本件研究で吟味した評価基準（表１―11）の中で、

以上の条件をすべて満たすものはない。値の物理的

意味という点では、土壌保水容量がもっとも明快な

基準であるが、データの制約により適用可能な流域

は非常に限られている。一方、損失量や流域保水容

表１―12 地域別の流域保水容量

図１―53 調査対象流域の位置

図１―54 流況係数に対する多変量解析の結果

図１―55 流況係数の推定結果
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量は、降雨と流量のデータがあれば比較的容易に算

出できる値で、その物理的意味も明確である。しか

し、一般に山地流域の降水は空間的に不均一である

ことが多く、特に降水に占める降雪の割合が大きく

なると不均一性が著しくなるので、集水面積や比高

の大きな流域を対象にする時は注意が必要である。

このような理由から、仮に第一の条件（算出の容易

さ）を優先させるなら、日流量データのみで描ける

流況曲線に基づく評価手法が、現時点ではもっとも

現実的な選択である。ただし、第二、第三の条件を

考慮すると、渇水流量や流況係数（豊水流量/渇水流

量）のように、流況曲線の一点ないし二点の値を用

いた評価基準よりも、流域保水容量のような積分的

な値の方が評価基準としては適している。

オ 今後の課題

森林流域からの流出水が資源たりうるのは、究極

的には精製と輸送のコストがかからないという二つ

の特長があるためで、それは海面からの蒸発を起点

とする大域的な水循環の直接的な産物である。起伏

に富み、保水・透水性に優れた森林土壌が地表を覆

っている日本の森林流域は、このような恩恵を最大

限に活かしうる場であると云える。森林流域の水源

かん養機能は多面的であり、その結果として本研究

では様々な評価基準を対象としたが、いずれも本質

的には上述のような森林流域という場の特長をそれ

ぞれの形で定量的に反映している値である。表１―

13は各評価基準の統計値を示している。標本数が少

ないため、表１―13の値を安易に敷衍することはで

きないが、今後、解析事例を増やし標本数を十分に

大きくすれば、全国各地の流域の水源かん養機能の

大小をこの種の表に照らして評価することが可能と

なるであろう。また、本課題では、これらの評価基

準を個々の源流域の特性値として求めたが、より大

きな水系の水循環において森林が果たしている役割

を定量的に評価するには、流域サイズと各評価基準

との関係も明らかにする必要がある。

カ 要 約

比較的容易に入手できる水文資料（降水量・流出

量）から多種多様な流域の水源かん養機能を評価す

る手法について検討した。具体的には、水資源かん

養機能の評価基準として、年収支（損失量）、渇水流

量、流況係数、非調節率、流域保水容量、土壌保水

容量の６種類の値を取り上げ、それぞれを実データ

に適用し、算出結果を比較検討した。その結果、広

域評価を目的とした場合、算出の容易さという点で

日流量データのみを使う渇水流量や流況係数が最も

実際的な基準であると考えられた。

キ 文 献

１)加藤正樹（1999），森林土壌と水，平成11年度森

林土木技術者のための森林と水資源研修教材，㈶

林業土木コンサルタンツ技術研究所：37pp．

２)志水俊夫（1998），森林流域の水源かん養機能の

評価―多変量解析による山地流域の流況特性の検

討―，総合的開発研究「貿易と環境」I系資料No.

3

３)志水俊夫・坪山良夫・村上茂樹・堀越弘司・米

丸伸一（1998），林況の変遷に伴う流況変化―東京

都水源林の場合―，109回日本林学会大会要旨

４)坪山良夫他（1999），集水規模と林齢の異なる森

林小流域における流出特性と溶存無機イオン濃度
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（坪山良夫、加藤正樹）

２．取水還元に関わる農地の水資源かん養機能

⑴ 農地からの取水還元水量に関するMIの策定

ア 目 的

農地からの取水還元に関するMIの策定を目的と

する。取水還元は取水が排水として河川に還元する

過程をさす。取水還元を涵養機能として評価するに

は、前提条件が必要である。ここでは、前提条件の

解明と前提条件が成立しない場合も含めた広い意味

での水資源涵養機能を評価するMIを策定する。

イ 研究方法

水資源涵養の評価方法には、従来は、農業用水の

排水量、または、取水に対する排水量の比率を採用

していることが多い。しかし、分析の結果、この方

法は、現在においては、非常に問題が多いことが明

らかになった。そこで、MIになりそうな候補を検討

し、そのうちのいくつかで、代表数値を試算する方

表１―13 各評価基準の統計値
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法をとる。

ウ 結 果

ア 前提条件

ａ ダム無し

取水の影響を考え、ダム開発はないと仮定する。

ダムのある場合は、高水から低水への転用が生じる

ので、この部分を涵養と評価できる。

ｂ 洪水と渇水期の除外

ここでは、水資源涵養であるので、洪水の時期は

検討の対象外とする。渇水の時期は、水資源の上で

は重要であるが、次の理由から、極端な渇水は検討

の対象外とする。

渇水がひどくなると、排水路から水をポンプでく

み上げたり、番水を行って、通常の水循環と大きく

異なる水利用が出現する。これら実態の把握は困難

であり、評価はできない。一般に水田用水からの地

下浸透と農業用水のくみ上げの収支では、浸透の方

が大きく、涵養傾向にあると思われる。しかし、渇

水時には地下水のくみ上げが増えて地盤沈下が進行

することも多く、涵養の収支が負になっている可能

性が高い。渇水がひどくなると、農業用水からの都

市用水への用水転用が起こる。これは、明示的な用

水転用の形を取る場合と、一般には、用水転用とは

思われていない、取水制限率が農業用水で、都市用

水より高いという形で仮想的に発生する場合があ

る。いずれにしても、都市用水への転用が起こる状

態で、農業用水の機能を論ずることは適切ではない。

ｃ 水路の扱い

水田地帯の水資源涵養を考える上で水路の扱い

は、重要である。

⒜ データの側面

入手できる取水量データは用水路への導水量と分

水量である。水田への直接の取水量データはない。

水田への取水を計算する場合には、ⅰ期別に面積当

り一定量を入れる、ⅱ計画に準じ、タイプ別減水深

を設定し、有効雨量を計算し、水深の不足分を取水

により、補給する方法がある。また、用水路末端か

ら利用されないまま排水路へ流入するすどおし水量

がある場合には、水路の取水と水田の取水の間に連

続条件が成り立たなくなる。

排水については、水田からの排水も、排水路が河

川に合流する点のデータもないことが多い。排水路

が河川に合流する地点は、河川の背水の影響をうけ

やすく、仮にデータがあっても精度が悪いことが多

い。このデータを無理に使うと、排水量を過大に見

積もる危険性が高い。

⒝ 原単位の側面

研究課題は「農地からの取水還元」であるが水路

を組み込むと、正確には、農地と水路からの取水還

元になる。機能を評価するには、ⅰ農地と水路を別

に扱う、ⅱ水路の寄与分を農地に割りもどして、評

価する方法がある。更に、問題を複雑にするのが、

用水路、排水路、用排兼用水路の別である。この点

は次にのべる。

⒞ 水路の寄与分

全体に水路の与える影響が小さければ、水路と農

地の別は、問題にならない。旧い時代の水路の浸透

量は、本課題の中で計算した。それによれば、土水

路の場合、河川取水の半分程度が水田に到達するま

でに、浸透により失われていたと思われる。現在の

コンクリートライニング水路では、この値は５％以

下と考えられる。したがって、用水路からの浸透は

無視してかまわない。一方、水田で利用された排水

が、排水路を通って河川に到達する間でも浸透によ

るロスがある。農業水利計画では、排水路の水を使

うことは、まれなので、排水路の浸透は今まで全く

問題にされてこなかった。排水路は、普通は水路底

はライニングされていないので浸透は大きい。しか

し、排水路の周辺は地下水位が高いことが多いので、

用水路に比べれば、浸透量は少ないであろう。予想

されるオーダーは用水路の1/2～1/3程度と思われ

る。

還元を考えた場合のロスは蒸発散である。蒸発散

をロスと見なさない場合、全量が涵養になるが、こ

れは、現実にはありえない。つまり、蒸発散がすべ

て回収されることはない。一方、蒸発散の一部また

はすべてを、ロスとした場合には、取水をしない方

が河川への流量は多くなる。したがって、取水反復

が排水路を通って河川に合流し、河川流量が増加す

るので、水資源涵養効果があるとは言えない。なぜ

なら、取水をしない方が、水田地帯の下流の河川流

量は多いからである。そこで、水資源涵養機能を次

のいずれかと考える。

以下では、MIになりうる物理量を検討する。表現

形として、相対化、無次元化、関数化することは重

要であるが、問題が複雑になるので、とりあえず、
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検討を後にする。

イ MIの検討

ａ 農業排水路を通って河川に還元する排水量を

MIとする。

今まで農業用水は、工業用水や上水道にくらべ、

取水反復があるので、取水量にくらべ、実際の消費

は少ないと言われてきた。この表現は、単純に考え

ると、以上の考察と矛盾する。なぜなら、上水道や

工業用水では、蒸発散によるロスは少なく、量的に

は、ほぼ、全量が排水されるからである。この点を

理解するには、次の差があるという解釈が妥当であ

る。ⅰ 工業用水や上水は、農業用水にくらべ、下

水処理水が海に直接排出されるか、河川の最下流部

に排水されることが多く、再利用は困難である。ⅱ

工業用水や上水は農業用水にくらべ、排水水質が悪

く、水質面での再利用が困難である。ⅰでは、河口

堰や河口付近の堰がある場合には、直接海に吐く場

合以外は当てはまらなくなる。ⅱは、工業用水の工

場内廃水処理と廃水の回収、再利用が進んだこと、

下水道が普及したこと、一方、農業用水では、肥料

や農薬が広く使われるようになったことを考えると

妥当性が失われつつある。すなわち、「農業用水には

取水還元があり、上水や工業用水より涵養効果があ

る」という表現は、農業用水の排水水質が工業用水

や上水よりよいこと、農業用水の排水が上水や工業

用水の排水より再利用のための取水が容易であるこ

との２つが成立しており、その結果、農業用水の排

水を利用すれば、ダム開発に相当する水資源開発効

果があることを意味していたと思われる。しかし、

今日では、これらの前提条件が崩れている。水資源

涵養機能は、高度経済成長期に還元水が持つダム開

発代替機能として評価された。この時期、農業取水

の還元水は上水や工水の排水に比べ、水質面での問

題が少なく、水資源としての利用価値が高かった。

その後の下水道の普及、農業取水の還元水の水質悪

化により、還元水を水資源涵養機能として評価する

前提条件は崩れつつある。その場合、地下水の涵養、

蒸発の増加等、今までの水資源涵養機能ではロスと

された成分が流域水循環の面では、正の環境（涵養）

機能として評価される。例えば、下水道処理は、環

境ホルモン等の微量な物質を管理できないのに対

し、山地等の源流水質には、こうした問題がない。

したがって、水田からの蒸発が降雨の増加につなが

れば、正の環境機能と評価できる。海に囲まれてい

る日本では陸地部からの蒸発の降雨への寄与は小さ

い。しかし、夏場の夕立のような局所的な降雨には、

陸地部の蒸発の寄与が考えられる。この問題は fで

考える。

結局、従来の水資源開発効果換算の水資源涵養機

能を評価することが、妥当かという問題に突き当た

る。そこで、重要な視点は、水源開発と環境保全は

相容れないことが多い点である。いずれにしても、

農業用水の排水量をもって、水資源涵養機能として

評価する手法が存在した。量的MIは作成可能であ

るが、現在もこの手法が有効であるかは、排水水質

の評価に依存する。この部分を量的に評価すること

は困難である。

ｂ 清流成分をMIとする。

地下水の涵養部分が水資源涵養であるとする。こ

の場合、重要なことは、地下水涵養により、水質が

良くなることが期待される点である。このため地下

水涵養成分は清流成分と呼ばれることもある。地下

水涵養には、水田からのものと水路からのものがあ

る。地下水涵養は、扇状地のように、地下水水位が

低く、浸透の容易な地域では高く、低平地のように

地下水水位が高く、浸透の困難な地域では低くなる。

また、まれに、扇端のように湧水が多い地域では、

減水深が負になることが知られている。

ｃ 浸透量をMIとする。

清流成分を評価するには浸透成分のうち、排水路

に流出してくる部分を引いて、地下水涵養に寄与す

る部分を分離する。しかし、この量的分離は困難で

あるため、清流成分に変わる指標として浸透量を取

る方法が考えられる。

ｄ 蒸発散のうち降雨増加に寄与する部分をMI

とする。

水質が良くなることを考えれば、究極の効果は、

蒸発散の一部が雨になって、山に降り注ぐ効果があ

る。水田からの蒸発散の一部が、山地の降雨の増加

に寄与していれば、この部分はロスでなく、水資源

涵養とみなすべきである。

ｅ 消費的水量をMIとする。

何が涵養に値するかの評価は以上見てきたよう

に、非常に見解が分かれる。また、水資源涵養とい

う概念が、国際的に共通認識になってはいない。一

方、消費的 consumptive useについては、最近では、
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国際的に合意が形成されつつある。消費的水量でな

い代表的なものに、舟運の水利用、魚類の水利用が

あげられている。これらは、必要量の水がないと活

動できないが、その水は消費されるものではなく、

他の利用と共用可能である。同様の考え方を農業用

水に適用すると、取水から排水に至る過程での消費

的水量を評価すればよい。このMIを、取水量―排水

量－地下水涵養量＝消費的水量と考えると、形式的

には、排水量評価に近い。しかし、消費的水量の実

態は蒸発散で、余程の渇水でなければ、取水量とは

独立している点にMIとしての特徴がある。形式的

には、排水量のMIと補完的であるが、このように

MIの性質が異なるので、排水量に変換しないで、消

費的水量のまま用いる。

ｆ 降雨、取水、蒸発散、浸透でMIを作成する。

以上の水収支の検討で、明らかになったことは、

MIの評価項目として、取水、蒸発散、浸透が評価に

含まれる。そこで、一般化を考えて、これらのベク

トルとして、MIを算出することが考えられる。

次に、環境面を配慮したMIについて検討する。

ｇ 水循環の多様性をMIとする。

最近は健全な水循環が重視されている。生物の生

育環境では、水辺のエコトーンが重要であることが

知られている。農業用水の一部は、河川に対して、

垂直に流れ、エコトーンの拡大に寄与している。こ

のように水辺空間の広がりと多様性を評価する。

ｈ 環境復元の視点から、水循環の健全性を評価

するMIを作成する。

環境重視と水資源涵養の関連を、水資源評価の歴

史的発展過程で評価する。水の環境機能評価を考え

る上で、評価基準時が問題である。例えば水田は、

開発以前の湿地帯をベースとすると、環境破壊と評

価される。日本国内では、基準時を終戦直後または、

高度経済成長期以前にとる合意が形成されつつあ

る。一方、国際的にはこの基準時は、妥当でない。

流域の農用地の歴史的発展過程をふまえて、基準を

検討しなければならない。

ウ MIの試算

次にMIのオーダーの概算推定を試みる。

ａ 排水量

灌漑期間を100日、日減水深25㎜として、降雨1,000

㎜、水田への取水1,500㎜とすると、蒸発散は500㎜

前後と思われる。残りの日減水深20㎜のうち、地下

水涵養と、排水＋排水路への浸透の比を１：１とす

れば、各10㎜になる。これに浸透を水田からの排水

量の30％として、300㎜になり、排水量は800㎜にな

る。これにすどおし水量を500㎜とすれば1,300㎜が

排水量になる。すどおし水量の算出は困難であるが、

ⅰ土水路の時代の元入水量が安全率として組み込ま

れたとすれば1,500㎜程度、ⅱ降雨の変動に対する安

全弁と考えれば、1,000㎜末端になる。そこで、

300～800㎜程度とし、ここでは、500㎜とみなした。

元入取水2,000㎜、降雨1,000㎜で1,300㎜の排水は流

出率43％になる。すどおし水量を基底流量扱いにな

るとして除外すれば元入れ取水2,000㎜、降雨1,000

㎜に対し流出800㎜で流出率は26％になる。図１―56

に日割で関係を示す。

ｂ 清流成分、浸透量

日減水深25㎜、蒸発散５㎜として、20㎜が浸透量

になる。清流成分である地下水への浸透量は分離が

難しいが、単純に1/2として10㎜/日になる。100日間

の累積では浸透量、清流成分は2,000㎜、1,000㎜に

なる。浸透量＝河川への排水量＋清流成分であるか

ら、３者はオーダーは同じくらいになる。

ｃ 蒸発散の寄与分

蒸発散は５㎜/日×100日とし、500㎜である。降雨

増加への寄与分は不明である。仮に寄与が認められ

たとした場合のオーダーは数％であろう。１％と仮

定して、５㎜である。いずれにしても、このMIでは、

量より質を問う。

ｄ 消費水量

畑を中心に地下浸透はロスとみなされたが、文献

ではいろいろな立場があり、現時点で絶対的なもの

はない。ここでは、単純に蒸発散とみなせば５㎜/日、

100日で500㎜程度になろう。

ｅ ベクトル表示

以上、水田では、降雨、取水、蒸発散、排水、浸

透は（1,000、1,500、500、1,000、1,000）㎜となる。

図１―56 水田の水収支の概略（㎜/日）
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降雨＋取水＝蒸発散＋排水浸透になる。そこで（降

雨、取水）：（蒸発散、排水＋浸透）のベクトルとし

て表記すれば、（1,000、1,500）から（500、2,000）

のベクトルになる。もと入れ水量と、河川への排水

で考えると、（もと入れ取水、降雨、蒸発、地下浸透、

排水）は（2,000、1,000、500、1,200、1,300）㎜に

なる。日割は（20、10、５、12、13）㎜である。

ｆ 多様性

用排水ネットワーク図を作成し、そのエントロピ

ーとして評価することができる。

ｇ 環境復元

このMIは、今後の課題である。

エ 考 察

OECD（1994）では環境指標が Pressure、State、

Responseにわけて検討されている。Pressureは人

間活動であり、農業が含まれる。Stateは環境と自然

資源であり、水と土地が含まれる。Responseは訳し

づらいがAgentであり、Administration、House-

holds、Enterprise、Internationalが含まれる。

Responseは環境汚染といった Stateの変化を示し

ているのでなく、Pressureである人間活動に対する

規制を示している。以上の概念を農業用水を含む水

環境系に当てはめると、次のようになる。

Pressure ：取水と排水の変化

State ：水

Response ：水利用規制

検討してきたMIは、主に State、に対するもので

ある。取水がモデルに組み込まれているため、一部

で、Pressureが入っているといえる。一方、すどお

し水量の検討でみたように、Responseは水田用水

系では余り意味を持たない。ただし、すどおし水系

のない畑地かんがいでは異なる。

水資源涵養機能は、洪水防止と異なり、共通に理

解できるような概念定義がない。たとえば、国内で

も河川管理者は、農地での涵養機能を認めていない

が、清流成功を認めている。以上、今回のとりまと

めでは、全体を体系的に提示することに主眼をおい

た。図表については、各年の資料、または、文献を

参照されたい。

オ 今後の課題

4.5年間の研究の流れは、水田用水の利用に伴う正

の環境便益の分離から、水田用水の利用実態の特性

を典型的に示すベクトルの抽出へと目標を変化させ

てきた。また、その流れは代替水資源開発としての

農業排水評価から、水循環と Landscape Ecology

としての評価への転換であった。とくに gで示した

ような、環境復元指標は今後の重要な課題である。

カ 要 約

水資源涵養機能について、評価手法を中心に体系

的にとりまとめた。MIとして可能なものに、①排水

量、②清流成分、②浸透量、③蒸発散の降雨寄与分、

④消費的水量、⑤以上のベクトル、⑥水循環の多様

性、⑦環境復元指標がある。⑦以外は、現時点で計

算が可能である。

キ 文 献

１)丹治 肇（1999），プロ研・貿易と環境「水資源

に関する農業環境指標（MI）研究会」資料

２)丹治 肇（2000），21世紀における農業用水の展

望と課題，用水と廃水Vol.42.,No.1：31-35,

３)丹治 肇（2000），今、何故水循環なのか,農業

土木学会誌，No.2：11-16

４)Hajime Tanji（2000）, History and present
 

status of water resource development in Japan
 

with case study of historical development of
 

Tone River,JICA,Cambodia

（丹治 肇）

⑵ 積雪寒冷地における農地の取水還元水量に関す

るMIの策定

ア 目 的

流域における農業活動は、地域の水資源に大きな

影響を及ぼしている。とりわけ取水・排水をともな

う灌漑農業は、河川流況に与える影響が大きい。特

に近年は、渇水や冷害の頻発等を背景に農業用水の

あり方について様々な議論がなされつつある。その

一方で、たとえば水田の地下水涵養機能のように、

農地および農業が一面で有している水環境保全的属

性に着目し、その評価を試みようという機運も高ま

りつつある。すなわち、単に農業生産のための水利

用の評価ではなく、地域環境の管理・保全・創造等

に果たす農業用水の機能や役割を評価しようという

試みである。

本研究では水資源循環の中での水田および水田潅

漑施設の役割を明確化し、特に積雪寒冷地における

水田の取水還元水量に関連するMIの策定を目的と

する。
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イ 研究方法

ア 広域水田地域の取水還元水量比

水資源循環の中での水田および水田潅漑施設を位

置づけするために、まず水田地域の取水還元水量を

文献調査をもとに分析した。水田は大量の用水を必

要とし、河川取水量の割合も高い。その一方で水田

からの排水や水田浸透後の地下水はいずれ河川に戻

ることから、これらを水田の水資源涵養的機能とし

て評価することもできる。そこで取水量と還元水量

の比について指標化することを目的として、日本国

内各地の水田地域の取水還元水量について検討す

る。

潅漑の行われている水田地域では、取水量と還元

量を含めた水収支式を次式で表すことができる。

P＋DI＋GI＝DO＋GO＋E＋ΔS

ここで、P；降雨量、DI；地表水流入量（取水量）、

GI；地下水流入量、DO；地表水流出量（還元量）、

GO；地下水流出量、E；蒸発散量、ΔS；域内貯留変

化量

潅漑が安定的に行われている時期（活着期、分け

つ期、出穂開花期など）で、かつ無降雨時（P＝０）

であれば、ごく単純化して流入（DI＋GI）と流出

（DO＋GO）が定常状態にあるとし、域内貯留変化

量ΔSは０とみなすことができる。

ここで国内各地の水田地区における取水量と還元

水量を、既往の水収支調査に関する文献より収集し、

整理し直した。また地区の地形類型を第四紀地形図

に基づいて分類した。対象とした文献は、農業土木

学会誌、農業土木学会論文集、農業土木学会大会講

演会要旨集、農業土木試験場/農業工学研究所報告・

技報の各文献である。これら文献より36地区の取水

量および還元量を得た。ただし留意すべき点として、

今回使用した各文献の水収支資料が主に1960～70年

代の古い資料であり、最近の農業基盤整備の進展後

の影響を十分反映したものとはなっていない点があ

る。

イ 積雪寒冷地の農業用ダム貯水実態

水田潅漑の水源施設として農業用ダムがあるが、

これらダムが河川流況に及ぼす影響について検討し

た。すなわちダムはその貯留効果により、流況にタ

イムラグを発生させ平準化して水資源を生み出して

いるとされている。ここでは特に積雪寒冷地である

北海道の農業用ダムを対象としたダムの貯水実態に

基づいて、その貯留効果を明らかにするとともに、

河川流況への影響の度合いについて検討した。

ここでは潅漑施設のうち水源施設である農業用ダ

ムの有する機能を、水利用・管理、さらには地域環

境に果たす面から評価する。すなわち、１）積雪寒

冷地である北海道の農業用ダムにおける貯水利用と

その管理の実態を明らかにするとともに、２）農業

用ダムの有する貯留効果を明確にし、３）地域環境

に配慮したより有効な水管理のあり方について検討

すること、の３点である。

北海道の水田潅漑システムについてごく簡単にそ

の特徴を示せば、潅漑用水の確保・整備が水田開発

と同時に進められてきたという歴史的経緯があり、

府県にくらべ水利用秩序が合理的・合目的的に構築

されてきた。また水資源的に見れば、多雪地帯を除

く府県の農業用水の多くが梅雨期の降水に頼ってい

るのに対し、冬期間の積雪を融雪水という形で比較

的潤沢に利用できる環境にある。

石狩川流域と天塩川流域に分布する16の農業用ダ

ム（図１―61）の各年の管理月報（最大10年分）を

基礎資料として、農業用ダムの水管理実態を、流入

量、取水量、越流量、放流量を指標として整理した。

なおここで用いた指標は次のように定義している。

流入量；ダム集水域（間接流域も含む）から貯水

池への流入量

取水量；農業用水としての取水量

越流量；満水後の洪水吐からの越流量

放流量；下流への責任放流量および潅漑期終了後

の貯留水の放流量

通過流量；農業用水として用いられずにダムを通

過する流量。越流量と放流量の和。取

水量は含まない。

ある期間における貯水池の水収支はごく大まかに

は次式で表される。

初期貯水量＋流入量

＝取水量＋放流量＋越流量＋終了時貯水量

ここで初期貯水量と流入量を合わせたものを改め

て流入量とおき、また放流量＋越流量＋終了時貯水

量を農業用水に用いられなかった貯水ということか

ら通過流量と定義すると、上の式は単純に、

流入量＝取水量＋通過流量

と表現できる。

解析期間は多くのダムが記録を有している４月21
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日から取水終了日までとし、複数年のデータがある

ダムについては各日の平均値を用いる。

ウ 圃場レベルの取水還元水量

圃場レベルの取水還元水量について、北海道での

既存の調査資料をもとに解析をおこない、生育期別

の水収支から取水量に対する還元量を明らかにし、

また、寒冷地特有の水管理（深水潅漑）等に影響さ

れる栽培管理用水量について検討する。

1982年から1984年にかけて石狩川水系の水田圃場

を対象としておこなわれた詳細な用水・排水量調査

結果を用いて、各圃場の取水量、排水量、減水深な

どを分析し、特に冷害年における用水管理と深水用

水量の関連について検討する。対象とした圃場はい

ずれも圃場整備済みの９地区18圃場で、各圃場での

２ないし３カ年のデータを用いた。このなかでは

1983年が冷害年に相当する。

ウ 結果と考察

ア 広域水田地域の取水還元水量比

全地区の取水量と還元水量の関係をプロットした

のが図１―57である。y＝axの形で回帰直線を求め

ると、傾き aは0.84（r＝0.86）となり、取水量の84

％が還元していることを示している。

さらに各地区を地形類型により、扇状地上流部（５

地区、図１―58）、扇状地下流部（10地区、図１―59）、

平地（20地区、図１―60）に分類しそれぞれの相関

を求めた。浸透水の多い扇状地上流部で還元率56％

（r＝0.97）、上流域からの地下水流入が多いと見ら

れる扇状地下流部で還元率109％（r＝0.85）、平地で

還元率83％（r＝0.96）を得た。

水田潅漑農業では一般に河川上流部で取水するた

め、河川流量に影響を与えていると考えられている

が、湿潤な日本の場合、取水量の８割から９割が地

区下流側で反復利用されていることを明らかにし

た。

イ 積雪寒冷地の農業用ダム貯水実態

各ダムの流入量と通過流量の関係をプロットする

と、流入量のおよそ91％は農業用水として利用され

ることなくダム貯水池を通過しており（図１―62）、

その多くは、融雪末期の越流量として生じている。

すなわち北海道の多雪地域では、水資源としての融

雪水が潤沢にあることを示している。また多くのダ

ムで潅漑期終了時点で残貯留水が生じているという図１―57 取水量と還元量の関係（全地区）

図１―58 取水量と還元量の関係（扇状地上流地区）

図１―59 取水量と還元量の関係（扇状地下流地区）

図１―60 取水量と還元量の関係（平坦地・低平地）

― ―92



実態があるが、これは用水管理を保障する上で、渇

水年でない限りある程度必然的に生じるものであろ

う。

潅漑期における流入量と取水量の累加量を取水開

始日を起点として時系列で追ってみると、北海道の

農業用ダムは融雪流入の大きさによって２つのタイ

プに分けることができる（図１―63）。すなわち潅漑

開始時すでに融雪流入がほぼ終了しているグループ

Aと、潅漑開始後も融雪による大きな流入がしばら

く継続するグループBである。しかし融雪の終了後

はいずれのグループのダムも取水量の勾配が流入量

のそれを上回っており、ダムが融雪水を一時貯留す

ることによって農業用水を確保していることが明ら

かであり、梅雨のない北海道においてダム貯水池が

有効に機能していることを示している。

このように用水の確保という面で農業用ダムはそ

の機能を果たしている反面、通過流量もかなりの量

に達していることから、貯水管理のさらなる合理化

を通じて河川環境の保全・向上、あるいは農業用水

や地域用水などの水利条件再考に余地を残すものと

いえよう。

ウ 圃場レベルの取水還元水量

圃場における用水管理は、特に気象条件が厳しい

冷害年に深水潅漑が広範囲かつ効果的におこなわれ

るなど、年々の気象条件に対応したものであった。

このことは逆に、気象条件が比較的良好な年にあっ

ては、水管理も比較的緩やかにおこなわれているこ

とを示唆する。すなわち圃場の水管理は、通常であ

れば個別対応の度合いに著しい差が認められるもの

であるが、冷害のような特異な状況下では、きわめ

て統制だった対応がなされているともいえる。図１

―64には各年の深水用水量を生育期別に示してある

が、灌漑期を通じて低温であった1983年の深水用水

量が際だって多いことを示している。

水収支的観点から石狩川流域の水田圃場9地区で

の３カ年ののべ44圃場のデータをみると、灌漑期間

図１―61 ダム位置図

図１―62 各ダムの流入量と通過流量の関係

※石狩川、天塩川流域の16の農業用ダム

図１―63 灌漑期における流入量と取水量の累加量

図１―64 各年の生育期別深水用水量
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中、インプットとして取水と降雨あわせて1780㎜あ

り、アウトプットでは浸透940㎜、蒸発散480㎜、排

水360㎜となった。供給される水の約2/3が排水や地

下浸透分となっている。この値はアで紹介した水田

地域全体の還元率84％より小さいが、その差は近年

の基盤整備によるものか、もしくは配水管理用水量

として水田を経由せずに流下する水に相当すると考

えられる。

エ 今後の課題

近年は過去に行われたような用水の一斉調査があ

まり実施されていないが、農地、特に最近の水田地

域が地域水循環に及ぼす影響を明確にするための検

討を、詳細にかつ各地の状況に即して実施する必要

があると思われる。

また、圃場レベルの取水・還元水量についても、

地域水循環の中に位置づけながら検討していく必要

がある。これまでの検討は湿潤気候下にある日本国

内のデータのみによっており、諸外国の潅漑農業地

区との比較に至っていない。特に、蒸発散の影響が

大きい熱帯や乾燥/半乾燥地における潅漑農業が地

域の水資源・河川流量等に及ぼす影響の定量評価を

つうじて、農業における水資源の再利用性や農業（農

地）の持続性、地域環境の保全などについて考察す

る必要がある。

さらに農業用ダムについては、立地環境上の特質

を効率的に、かつ本来の目的を保障しつつ、最大限

に有効化した水管理のあり方を今後は考えていく必

要があろう。たとえば地域の水環境に資するダム貯

水管理や、多様化する農業の水利用に対応可能な用

水管理、さらには地域用水としての役割をも果たし

うる農業用水のあり方等、ひろい意味での地域環境

保全に対応する水管理のあり方を模索すべきであ

る。

オ 要 約

日本全国の広域水田地域における取水還元水量

を、文献調査をもとに分析し、地形類型別にその特

性を明らかにした。

水田潅漑の水源施設としての農業用ダムの機能

と、その河川流況に及ぼす影響について、特に積雪

寒冷地である北海道の農業用ダムの貯水実態に基づ

いた分析をおこなった。

圃場レベルの取水還元水量について、北海道での

調査事例をもとに解析をおこない、生育期別の水収

支をもとに、取水量に対する還元量を明らかにし、

また、寒冷地特有の水管理（深水潅漑）等に影響さ

れる栽培管理用水量について検討した。
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１)井上京・Khairullah・長澤徹明（1998），北海道

の農業用ダムの貯水実態と水管理について，平成

10年度農業土木学会大会講演会講演要旨集：192-

193

２)井上京・長澤徹明（1998），農地の取水還元水量

に関するMIの策定，総合的開発研究「貿易と環

境」水資源に関する農業環境指標（MI）研究会資

料：99-105

３)長澤徹明・井上 京（1999），積雪寒冷地におけ

る農地の取水還元水量に関するMIの策定，総合

的開発研究「水資源に関するMIの策定研究会」平

成11年度研究会資料：32

４)井上 京・長澤徹明（1999），寒冷地水田の水収

支と栽培管理用水量に関する検討，第48回農業土

木学会北海道支部研究発表会講演集：56-59

５)井上 京・長澤徹明（2000），深水管理と栽培管

理用水量に関する検討，平成12年度農業土木学会

大会講演会講演要旨集：790-791

６)akashi Inoue, Masazumi Tokuwaka and
 

Tetuaki Nagasawa (2000),“Water balance of
 

rice paddy on field scale and irrigation district
 

scale in Japan;Does rice paddy wastes water?”,

THE XIV MEMORIAL CIGR WORLD CON-

GRESS，口頭発表

（長澤徹明、井上 京）

３．地下水かん養及び地盤沈下防止に関わる農

地の水資源かん養機能

⑴ 農地の持つ地下水かん養機能評価法の開発

ア 目 的

水資源かん養機能のうち、地下水かん養機能とそ

れによる地盤沈下防止機能について、マクロインデ

ィケーター（MI）の策定に資するため、深層地下水

の涵養機構の解明と入手可能な情報によって農地の

持つ地下水かん養機能をマクロに評価する手法の開

発を目的とする。

地下水かん養量は地表面から浸透する水量と同値

ではない。地下水の自然かん養量を推定する方法と

しては、表１―14に示すような多くの方法がある。
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山本 は、地下水かん養量を推定した世界の文献を

レビューし、日本のローム台地で１～2.5㎜/日、沖

積低地で1.3～4.8㎜/日で、被圧水では0.3～1.3㎜/

日という値を示している。日本で求められている値

は、二三のトリチウム法による実測値を除くと多く

は水収支計算による値である。水田からのかんがい

水の浸透が、地下水のかん養に大きく寄与している

ことは一般によく知られている。また、地盤沈下地

帯では、水田からの浸透が強制的に促進され、深層

地下水をかん養すると考えられている。例えば、菅

原 は、埼玉県熊谷市の地下水位観測所の沖積砂礫

層の１号井（深度32ⅿ、スクリーン区間15.7～26.7

ⅿ）と洪積世扇状地堆積物の２号井（深度168ⅿ、ス

クリーン区間126ⅿ～148ⅿ）の地下水位の経年変化

が、両井戸共にかんがい期上昇型を示し、上昇およ

び下降開始時期も一致していることから、熊谷市で

は水田からの地下浸透水が少なくとも深度168ⅿに

達しており、浅層から深層部に達する時間もわずか

であると考えた。しかし、地下水の移動速度は極わ

ずかであり、短時間で深度168ⅿに達することには疑

問がある。農地から地下水かん養による地盤沈下防

止機能を解明するには被圧地下水のかん養機構を解

明する必要がある。水収支計算によるかん養速度を

求める方法はモデルの構築、検証等の煩雑な手続が

必要であり、この方法から直接MIを策定すること

はできない。最も入手しやすいデータは地下水位な

ので、このデータを利用してMIを策定する手法を

検討する必要がある。

イ 研究方法

ア 東京都の100観測井で約30年間継続的に測定

しているトリチウム濃度のデータから熱核実験汚染

のピークトリチウム濃度（ボンブトリチウム）の到

達深度を決定し、被圧地下水のかん養速度を求めて、

深層地下水のかん養機構を検討した。

イ 地下水位の上昇・降下からかん養速度を求め

る簡易方法を検討した。

ウ 結 果

ア ボンブトリチウムの到達深度法

東京都のトリチウム濃度の時系列変化は、なだら

かな凸型（Aタイプ）、鋭い凸型（Bタイプ）、単調

な減少型に区分される（Cタイプ）（図１―65）。凸型

のピークトリチウム濃度をボンブトリチウム（1963

年）として、次の式でかん養速度を推定した。

R＝(PD)/T ⑴

ここで、Rはかん養率、Pは有効空𨻶率（貯留率）、

Dは地下水面下のボンブトリチウムの深さ、Tは滞

留時間である。その結果、不圧地下水のかん養速度

は、75㎜/年～140㎜/年、被圧地下水のそれは、488

㎜/年～1,752㎜/年と見積もられた。

イ 簡易法

ある一定の面積（F）において、ある期間（△ T）

における地下水位の上昇または下降高（△H）と地

下水の流入量（Qr）および流出量（Qd）との間には、

帯水層の有効間𨻶率をμとして、次のような関係が

ある。

Qr－Qd
 

F
＝μ・△H/△ T ⑵

もし、ある期間でQr＞Qdの場合は△Hはプラス

となり、地下水位は上昇する。Qr＝Qd場合は△H

は0となり、地下水位は一定で変化しない。Qr＜Qd

の場合は△Hはマイナスになり、地下水位は低下す

る。したがって、地下水位の変化（△H/△ T）と地

図１―65 東京都のトリチウム濃度の時系列変化

表１－14 地下水かん養量を推定する方法

（山本(1992)による）

１．ライシメータによる直接測定

２．土壌水分垂直移動の測定

⑴ 土壌試料採取

⑵ テンショメーター

⑶ 中性子水分計

⑷ 電気伝導度計

３．水収支式

⑴ 古典的水収支式

⑵ 修飾された水収支式

⑶ ２次微分式の解

４．トリチウム等のアイソトープその他の収支

５．流動システムの解（フリーズら）

６．河川区間流量の測定

７．湖盆からの漏出測定表
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下水の流出量（Qd）および有効間𨻶率（μ）がわか

れば、水田からの地下水の流入量：かん養速度（Qr）

を計算することができる 。

エ 考 察

ア ボンブトリチウムの到達深度法

武蔵野台地の東大和観測所では、深度10ⅿと159.5

ⅿにボンブトリチウムが、それぞれ1987年と1989年

に到達していた。調布観測所では、深度22.5ⅿと48

ⅿに、それは1986年と1988年に到達していた。ボン

ブトリチウムの移動を垂直下方浸透のみと仮定する

なら、東大和観測所では、ボンブトリチウムは２年

間で150ⅿ降下したことになる。しかし、この様な現

象が起こっていることは考えられない。これは地下

水が垂直下向きに流動していると仮定したことが間

違いであることを示している。

観察されたトリチウム濃度の変化から推定された

台地部のかん養機構を図１―66のように考えた。図

で示すように、被圧帯水層への地下水かん養は、段

丘砂礫層などの不圧帯水層からの垂直下方浸透によ

って起こっているのではなく、被圧帯水層が地表に

接する位置で浸透した地下水が水平流動して被圧地

下水をかん養していると考えられる。被圧地下水で

見積もられたかん養速度は見掛けの速度であると思

われる。

深層地下水の利用が多い関東北部では、揚水によ

るポテンシャル低下により水田から補給される地下

水が浅層部のみならず深層部にも達し、水資源の安

定的利用量の確保のみならず地盤沈下の防止にも貢

献していると概念的に考えられていた。しかし、東

京都の例から、深層地下水は、浅層地下水からかん

養されているのではなく、それぞれは別のかん養源

を持っていることが明らかになった。

イ 簡易法

⑵式による推定法を安曇野扇状地に適用して水田

からのかん養量を求めた（図１―67）。有効空𨻶率を

0.065としたときの1985年～1992年の平均かん養量

は867㎜/年で、タンクモデルから推定したかん養量

２）とよい一致を示した。この地域では、この期間

に水田面積が6,700 から6,400 に減少しているた

め、その影響が地下水位の変化にも表れている 。か

ん養量も同じように減少傾向を示した。

オ 今後の課題

有効間𨻶率の資料と地下水位の変化図だけからか

ん養速度を推定する簡易法は地下水かん養機能評価

法MIとして有効であると考えられる。ボンブトリ

チウムの到達深度法と簡易方法は、有効間𨻶率の値

で、かん養量（速度）が大きく変化するため、これ

らの方法でかん養量を求めるには、広い範囲の平均

的な有効間𨻶率を決定する方法を今後検討する必要

がある。

カ 要 約

地下水中のボンブトリチウムの到達深度から東京

都の不圧地下水のかん養速度は、75㎜/年～140㎜/

年、被圧地下水のそれは、488㎜/年～1,752㎜/年と

見積もられた。武蔵野台地のボンブトリチウムの分

布図から深層地下水のかん養機構を推定した。その

結果、深層地下水は、浅層地下水からかん養されて

いるのではなく、それぞれ別のかん養源を持ってい

ることが明らかになった。地下水位の昇降から簡易

的にかん養速度を求める方法を安曇野扇状地に適用

して水田からのかん養量を求めた。求められたかん

養速度は水収支計算結果とよい一致を示し、本方法

が地下水かん養機能評価法MIとして有効であるこ

とが明らかになった。

キ 文 献

１)相場瑞夫（1986），第３節 地下水涵養，「日本図１―66 東京都の深層地下水のかん養機構概念図

図１―67 安曇野扇状地の地下水位と水田面積、かん

養量の関係
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の地下水」所収，地球社，p.969-973

２)関東農政局（1990），農業用地下水調査地下水保

全かん養調査「松本盆地北部地区」報告書，関東

農政局資源課，p.211

３)菅原利夫（1992），水田の地下水涵養効果とその

活用，地下水技術，11，p.1-11

４)富田友幸（1994），農地の地下水涵養機能，創立

35周年記念―地下水問題この10年とその将来展

望，日本地下水学会，p.21-26

５)山本荘毅（1992）：地下水水文学，「水文学講座

６」，共立出版，p.228

（今泉眞之）
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第４章 水質に関わるMIの策定

１．森林のバックグラウンド水質

⑴ 森林流域における水質変動の評価

ア 目 的

森林流域はおもに山岳地域に位置し立地環境が複

雑であるため、水質形成のメカニズムには未解明の

部分が多い。また、調査された流域は限られている

ため、全国的な渓流水質の評価も十分にはなされて

いない。そこで、森林流域の水質を広域的に評価す

るとともに、下流の農業地域での水質MI策定のた

めに、バックグラウンドとしての森林流域における

水質変動を把握し、とくに硝酸態窒素濃度を指標と

して森林流域における渓流水質のMI化を行う。

イ 研究方法

ア 森林流域のバックグラウンド水質

本課題では、全国の森林流域の水質を評価するた

めに既存のデータを収集して解析することとした。

しかし、森林流域の水質データは十分とはいえない

ので、東北、関東、四国の３地域では調査定点を設

けて精密調査を並行して実施し、渓流水質の変動の

実態を明らかにする。また、流域植生の違いが水質

に及ぼす影響を検討するため、全国の９森林管理局

内の代表的な森林12ヶ所とこれに隣接する人工林の

流域において水質を比較する。こうした調査で新た

に得られたデータも含めて、全国的に収集した森林

流域の水質データから、バックグラウンドとしての

水質の概略値を把握する。

イ 硝酸態窒素の経年変化

森林流域における水質項目の中で、下流の農業地

域での水質MI化の基礎情報を得るために、とくに

硝酸態窒素（NO-N）に焦点を絞り、その経年変化

を調べる。調査・分析は、岩手県玉山村姫神岳国有

林の流域で1996年から2000年の間に行い、流量との

関係などを解析する。また、高知県大正町葛篭川源

流域におけるNO-Nの変動についてもあわせて検

討する。

ウ 森林流域における水質のMI化

森林流域の水質のMI化を行うために、NO-N

濃度を指標として数量化 I類により解析する。全国

94地点の森林流域を対象として、NO-N濃度に対

する立地要因の影響を解析する。94地点の内訳は北

海道（２）、東北（18）、関東（20）、中部（９）、関

西（３）、中国（５）、四国（21）、九州（16）である。

各渓流の特徴は、９つの要因と５、６のカテゴリー

でそれぞれまとめるが、解析に際しては重相関係数

ができるだけ高くなるように要因数とカテゴリー数

を調整する（表１―15）。解析に用いた各渓流のNO

-N濃度は、時期的な水質の変動が影響しないよう

に複数回採水した平均値を用いる。

ウ 結果と考察

ア 森林流域のバックグラウンド水質

山形県真室川町の釜淵森林理水試験地流域では、

融雪期における水質の日変動を調べた結果、気温の

変化による流量の増減にともなって、多くの溶存物

質濃度は流量の変化とは逆の変化パターンを示して

いた。これは流量増加による希釈効果の結果である。

これに対して、NO-Nは変化が少ないながら流量

とやや同調するような傾向であった（図１―68）。同

じ調査地で秋期に晴天が続いた後の降雨前後の水質

変化をみると、ここでも多くの溶存物質は降雨時の

明瞭な流量のピークに対応して流量とは逆の変化パ

ターンで推移していたのに対して、NO-Nは明ら

かに流量と同調するように変化していた（図１―

69）。以上の結果から、NO-Nの下流域への負荷量

を評価するには、流量変化時の調査をさらに進めて

いくる必要があると考えられた。隣接する天然林と

人工林流域の水質比較については、今回の調査では
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いずれの地域でも明瞭な関係を得ることができなか

った。これは、こうした植生の要因よりも地質や気

象などの環境条件のほうが大きく影響しているため

と考えられる。以上のような精密調査の結果を踏ま

えたうえで、各地方ごとにまとめられた森林流域の

バックグラウンド水質をみると 、いずれの項目も

下流域に大きな影響を及ぼすほどの高い値を示すも

のはみられず、全体として森林流域の渓流水は清澄

であったが、溶存物質濃度には地域や流域によりか

なりの差があった。NO-Nについては、広瀬ら に

より示された全国平均値の0.35㎎/lと比較すると、

全体的には同レベルであったが一部にかなり高い値

を示す流域もみられた。

イ 硝酸態窒素の経年変化

姫神岳国有林の調査流域における全期間のNO-

Nと流量の変動を図１―70に示した。全体にNO-

Nと流量とは比較的よく似た変動をしていた。融雪

期にあたる３月下旬から５月にかけては、NO-N

図１―68 融雪期の１日の流量と水質の変化

（山形県釜淵森林理水試験地１号沢）

図１―69 降雨前後の流量と水質の変化

（山形県釜淵森林理水試験地１号沢）

図１―70 姫神岳国有林65班のNO-N（○）と流量（◆）の変動（1996～2000）

図中の実線は３区間ごとの移動平均
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と流量ともに高い値を示した。一方、ほとんどの降

水が雪となる１月から３月上旬にかけては、いずれ

の年もNO-N、流量ともに低い値を示した。そのほ

かの時期については、降水量に大きく影響されてお

り、渇水であった1996年夏から秋にかけてはNO-

N濃度の低い状態が続き、比較的降水量の多かった

1998年夏にはやや濃度が高かった。以上のように、

姫神岳国有林流域のような積雪地域では、降雪や融

雪がNO-N濃度の季節変動に大きく影響している

ことが明らかとなった。高知県大正町葛篭川源流域

では、NO-N濃度が春から夏にかけて低く、秋から

冬にかけて高い傾向があった。この春季のNO-N

濃度の低下は、降水による希釈だけではなく、植物

体の生長にともなって養分として窒素が吸収される

ことも影響していると考えられる。

ウ 森林流域における水質のMI化

NO-N濃度の平均値、最大値、最小値はそれぞ

れ、0.33、2.35、0.02ⅿ g/lであった。数量化 I類に

よる解析結果を表１―16に示した。レンジがもっと

も高いのは年平均降水量で、次いで流域面積、表層

地質という順になり、植生は解析に用いた６つの要

因の中で最も低かった。偏相関係数はレンジとほぼ

同じ傾向で、流域面積、年平均降水量、表層地質の

順で、植生が最も低かった。各カテゴリーの中での

要因は、レンジと偏相関係数の高かった年平均降水

量では、1500㎜以下の地域で最も高く、降水量が増

加すると低くなる傾向が認められた。また、流域面

積が小さいほど、年平均気温が高いほど高くなる傾

向が認められた。これまでの研究で、温暖で降水量

の少ない瀬戸内地域のNO-N濃度が高い傾向があ

り 、関東・中部地方では、寒冷多雨の地域よりも温

暖少雨の地域でNO-N濃度が高い結果が示されて

いた 。日本全国の渓流を対象にした今回の解析で

も、年平均降水量が少なく、年平均気温の高い地域

でNO-N濃度の高くなる傾向が認められた。その

要因として、植物の窒素吸収・固定量に大きな違い

のない場合には、温暖少雨の地域は水流出量が少な

く温度が高いため、土壌の有機物分解が盛んで硝酸

化成量が多くなることや系外からのインプット量の

違いによるものが推定される。流域面積に関しては、

流域が大きくなるほど同一流域内では脱窒の影響を

受けたり、個々の渓流の特徴が平準化されたりする

ことで、流域内の状態を反映しにくくなる可能性が

ある。林齢は、10年以下でスコアが極端に大きく、

10年以降になるとほぼ同じ値を示した（表１―15）。

大類らは、20年生以下で林冠が未閉鎖な集水域で

NO-N濃度が高く、閉鎖後はより低い状態で安定

するとしたのに対して 、広瀬らは、若い森林よりも

老齢な森林の方がNO-N濃度が高い傾向を認め

た 。今回の解析結果では、NO-N濃度は伐採直後

から数年は高く、生長の旺盛な若い林分で低く、次

第に成長するに従って安定する傾向のあることが認

められた。

数量化 I類による解析の結果（重相関係数：

0.622）から、森林流域から流出するNO-N濃度は、

下記の式によって推定することができる。

K＝M＋a(1,2,3)＋b(1,2,3,4)＋c(1,2,3)

＋d(1,2)＋e(1,2,3,4)＋f(1,2,3)

K：森林流域の硝酸態窒素（NO-N）濃度（㎎/l）

M：全国の森林流域の平均硝酸態窒素（NO-N）

濃度（0.33㎎/l）

a( )、b( )、c( )、d( )、e( )、f( )：立

地環境要因、（ ）内の数字は表１―15に示したカテ

ゴリー

エ 今後の課題

NO-N濃度が高くなる気象条件要因として、年

平均気温が高く、年平均降水量の少ないことがあげ

られた。しかし、どのような流出過程を経てNO-N

濃度が高くなるか、その要因については未解明であ

るため、そのメカニズムを解明する必要がある。ま

た、本課題では、バックグランドとしての森林流域

の渓流水のNO-N濃度を推定したが、今後は各流

域の流量を把握して森林域から下流域への流出負荷

量を推定する必要がある。

表１―16 数量化Ⅰ類の解析結果
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オ 要 約

森林流域のバックグラウンド水質の精密調査と広

域的評価を行った結果、平均NO-N濃度は低かっ

たが、降水量の少ない地域など一部にやや高い値を

示す流域があった。また、降雨時や融雪期など流量

変化時の調査をさらに進める必要性が示された。

NO-Nの経年変化を調べた結果から、冬期や降水

量が少ない時期に濃度が低い傾向がみられた。数量

化による解析からは、NO-N濃度は降水量が少な

いほど、気温が高いほど高くなる傾向が認められ、

これらの結果を基に森林流域から流出するNO-N

濃度を推定するMIが得られた。

カ 文 献

１)広瀬顕・岩坪五郎・堤利夫（1988），森林流出水

についての広域的考察⑴，京大演報，60：162-173，

２)加藤正樹・池田重人・伊藤優子・金子真司・吉

永秀一郎・生沢均・佐々木重行（1999），「森林と

渓流水質―その形成メカニズムと実態―」，林業科

学技術振興所：98pp

３)大類清和・生原喜久雄・相場芳憲（1994），森林

小集水域における渓流水質に及ぼす諸要因の影

響，日林誌，76：383-392

（池田重人、岡本透、相澤州平、加藤正樹、三浦

覚、伊藤優子、吉永秀一郎、山田毅、小林政広）

２．地域集水域の水質

⑴ 自然浄化機能を組み込んだ水質に関するMI

の策定

ア 目 的

雑多な負荷発生源と投入面との組み合わせにおけ

る窒素の動態・収支との関連を含めて、水量因子お

よびわが国で比較的大きいと考えられる自然窒素浄

化機能を流出因子に含めた水質決定に関する計量モ

デルを作成・検証するとともに、地域集水域の諸特

性値間の関連解析を多くの流域について実施、その

結果から水質（窒素項目）に関するMIを作成する。

イ 研究方法

MIの基本構造として、対象とする流域内に存在

する重要な負荷発生源について、対象成分の発生負

荷（すなわち、行政面で実施されている各種センサ

スを参照して得られるフレーム値と発生原単位との

積）×流出係数×流達係数を算出、これら数値を積算

し、本値を流域内の全有効降水量で除して平均成分

濃度とし、この値の大小をMIとする。

ウ 結 果

流域レベルでの評価上、最も問題の大きい流達係

数の流域間の変動性について、水移動からみた土地

利用連鎖状態を流域レベルで把握可能なシミュレー

ション・システムを構築した（表１―17）。これを使

用して実際に複数の流域についての連鎖状態を算

出、その結果を用いて、実測の流水域評価点を通過

する成分量に対する対象流域内の全ての負荷投入面

について、その投入面から水移動で流去する成分量

（発生負荷と流出率から算出、ここまでの段階を流

出ポテンシャルと称す）の比として得られる流達係

数と最も相関の高いであろう算定式の策出を図っ

た。

霞ヶ浦流域で特に農業、畜産活動の活発な地帯を

流下する５河川を選定、流出遅延に基づく誤差を最

小とするため、各河川について流出ポテンシャルで

過去50年間、実測窒素流出負荷量で過去30年間の変

動を行政的に得られるデータを基に算出した。各々

の最大値を使用し、さらに、畑、樹園地、草地から

の流出水が水田等の湛水域を通過する比率を f1、同

湛水域に流入する全水量（面積換算値）に対する同

湛水域の面積比率を f2と定義し、fden＝f1･f2として

流達率との関連をみた（図１―71）。なお、f1および

f2は、最初に土地利用図から河川、水田位置を抽出、

等高線図から変換したメッシュ標高データを組み合

表１―17 構築した流域単位の水質解析・評価システ

ム（Windows対応）の内容
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わせて、対象とする流域全域について水移動方位デ

ータを作成、次いでこれらデータと土地利用図をソ

ースとして、流域を構成する全 pixelについて、水移

動からみた土地利用連鎖表（土地利用－土地利用の

二元表）を作成、得られた結果を基に算出した。図

中の直線は、以下の式で定義される。

流達率＝0.311 － 0.746・fden

＝0.311(1.0－2.39･f1･f2) （r＝－0.96）

と表される。

ここで前項 f0＝0.311が土壌蓄積の大きさで左右

される要因、後項の()内が自然浄化機能の大きさを

示す要因である。流達率と fden間には非常に高い

負の相関が認められ、かつその型が直線的であるこ

とから、流域レベルでの脱窒にともなう流達率の算

定法が確立された。この結果で特に注目されるのは、

畑及び樹園地からの排水が湛水域を通過する確率要

因 f1よりも湛水域内での滞留時間の確率要因 f2が

その流域の流達率に大きく影響を及ぼし、自然浄化

量は夜越川で30.0％に近似することである（表１―

18）。

ここで、上式の2.39は脱窒特性にのみ依存するは

ずで流域特性の異なる他地帯の河川でも共通に使用

可能なはずである。f0値については、投入有機物の種

類及び作土の土壌型等で大幅に変動すると考えられ

るが、本地帯のように窒素流出ポテンシャル中、家

畜排泄物由来の窒素の投入が50％を越える流域では

0.311が適値と推察される。

なお、f1、f2を算出するための流域単位での水質解

析・評価のための各種手順をルーチン化した GISを

構築した 。

エ 考 察

本MIを構成する項目中、最もパラメータ化しづ

らいのが流達係数であり、しかもこの係数を考慮し

ない場合、すなわち、発生負荷と流出係数のみで構

成される単純な原単位法による水質推定値と実測値

との間には場合により数割もの違いが生じることが

報告されている。この原因は、水移動に乗って負荷

発生面から離れた窒素成分が、灌漑用ため池、湿地、

水田等の湛水域に到達すると、水面によって大気酸

素と遮断された還元的な条件下で高活性となる脱窒

菌によって分子状窒素となり、大気への放出され、

結果として水中の窒素濃度を減ずるためである。脱

窒特性に関しては、水中窒素濃度、接触する田面な

いし底質の面積、接触時間にほぼ比例し（すなわち

長時間放置では一次反応式に従う）、ため池、湿地、

水田間の違いは小さいが水温には大きく依存するこ

と、その大きさは窒素除去量をNr［ℊ/㎡/day］、水

中窒素濃度を c［㎎/L］、接触面積をA［㎡］、接触

時間を t［day］としたとき、年間平均の条件で、Nr＝

0.01・c・A・t 程度である。すなわち窒素浄化発現

量の流域規模での評価は、単純な原単位法、単に地

目別にどの程度の量を浄化するかの定数値では不十

分であり、浄化面へ流入する水の窒素濃度、滞留時

間等も要因に取り込む必要がある。前者は評価地点

に対する集水域全体の特性値である。本結果はこれ

ら個々の湛水域の有する窒素浄化機能を流域規模で

評価する簡易手法を与えるものである。

オ 今後の課題

流域内の窒素の浄化が、湛水域における脱窒のみ

によるとすれば、f0は1.0となるべきである。算定例

では0.31程度であるが、この原因は流出ポテンシャ

ルの算定法の問題である。すなわち、前述の様に投

入面作土中での投入有機物の長期分解特性が必ずし

も明確になっておらず、本解析では、投入窒素の土

壌残存比を０に設定したことの問題である（ただし、

図１―71 農畜産業主体流域における fdenと流達率

の関係

表１―18 農業・畜産活動の活発な地帯を流下する霞

ヶ浦流域５河川の解析結果
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作成した流域単位での水質評価用シミュレーション

システムでは0.45を設定）。短期的窒素分解率（1.0

-土壌残存比）は、牛糞0.2、豚ふん0.3～0.5、鶏糞

0.6～0.8程度である。また、10年間にわたって飼料

作物圃場にスラリーを投入した試験結果でも、作土

中窒素濃度は確実に上昇するとした試験結果があ

る。さらに、過去土壌肥料分野で発表（約30例）さ

れた畑、樹園地からの窒素の流出率は平均30％程度

１）で、そのときの窒素投入量および作物窒素収奪

量から計算して50～60％は土壌蓄積であろうと推定

される。しかし、農業関連以外の研究者は、多くの

場合、物質収支式を優先させ、C/N比の高い難分解

性有機物であっても長期間、一定量の投入を続けれ

ば、最終的に投入窒素と作物収奪窒素量の差が流出

するとしなければならぬことを強調するため、この

考え方を受け入れて解析を実施した結果である。土

壌残存比を分離・定義する場合には本稿要約の

（step3）の方法による。実際に農地面に投入されて

いる各種資材の長期分解、無機化特性等に関する基

本的なデータの集積が必要である。

カ 要 約

MIの基本構造として、対象とする流域内に存在

する重要な負荷発生源について、対象成分の発生負

荷（すなわち行政面で実施されている各種センサス

を参照して得られるフレーム値と発生原単位との

積）×流出係数×流達係数を算出、これら数値を積算

し、本値を流域内の全有効降水量で除して平均成分

濃度とし、この値の大小をMIとする。

窒素が対象成分の場合、上式の流達係数は、負荷

発生面が畑、樹園地で水移動上その下位面に水田等

の湛水域が存在する場合、自然浄化作用を受けて小

さくなる。その大きさを流域レベルで評価する方法

を検討し、畑と樹園地からの流出水が湛水域を通過

する比率 f1と湛水域での滞留時間を表現するファ

クター f2との積に比例することを、流域単位の水質

解析・評価システム（Windows対応）の構築を通し

て示した。

キ 文 献

１)竹内 誠（1997），農耕地からの窒素・リンの流

出，日本土壌肥料学会雑誌，68，6：708-715

２)竹内 誠（1999），負荷窒素の動態予測と自然窒

素浄化機能評価，第16回土・水研究会資料，No.

16：35-51

（竹内 誠）

⑵ 農地に対する用排水管理が下流の水質に与える

影響の評価

ア 目 的

農業用水は農村流域の水循環の中で、その水利用

の特徴（量的な大宗性、用排水の管理・制御による

面的な水利用、水の再利用など）を通じ、水域の水

質環境形成に密接に関与している。一方、今後、農

業貿易の自由化に伴い、農業用排水の施設管理や農

地管理の粗放化等による流域の水質に与える影響が

懸念される。そこで、水源段階から圃場レベルまで

のかんがい排水施設の水管理という人為的な操作に

着目して、地域の水質形成に対する水管理の影響に

ついて検討し、MIを策定する。

イ 研究方法

農地からの汚濁負荷流出量は、用水濃度、地形・

土壌・気象条件、施肥量・栽培作物、水管理等の影

響を受ける。農業水利の特徴である面的水利用と反

復利用等に着目し、広域水利ブロックからの汚濁負

荷量を取水口地点での流入負荷量と下流の公共用水

域への排出負荷量の差としてとらえることにより、

水管理面からの水質への影響因子を把握することが

必要となる。

また、水管理の面から人為的に変更可能なものを

水管理が水域水質に与える影響因子と考えれば、そ

の因子は①水源地点の取水量（ダム頭首工等の取水

源）②水路の送水損失量（開水路・管水路、中間貯

留施設等）③栽培管理と配水管理からなる管理用水

量（水の再利用、かんがい方法、水配分システム等）

④降雨の有効化等である。

なお、水田からの汚濁負荷は単位水田、広域水利

ブロック、河川を通じた流域的水利系統を通じ流出

するが、単位水田はいわば発生負荷量であり、公共

用水域に流入する流達負荷量ではない。そのため、

水管理と水質に係るMI化に当たっては、①短期に

形成される水質濃度ではなく、水域への汚濁負荷流

出量で評価し、②公共用水域に直接排出する水田域

の広域水利ブロックと複数の水利ブロックが連なる

流域レベルを評価対象とすることで検討を進めた。

ウ 結 果

ア 広域水利ブロックでの水質MI

広域水利ブロックの水需給構造と水管理の関係を
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図１―72に示す。水管理には、水源からの取水、送

水、配水、圃場での水利用、排水までの全ての過程

が含まれる。すなわち、水管理とは、自然的要因に

よって規定される降雨、蒸発散、浸透を除く送水損

失、水源からの取水量、管理用水量、無効雨量の各

要素の量的な大小を規定するものであり、人為的に

操作・制御可能な行為を指している。

そこで、広域水利ブロックにおけるある水質項目

の差し引き排出負荷量（L＝地表排出負荷量＋浸透

排出負荷量－用水負荷量－降水負荷量）について、

水管理と水質との関わりを明らかにするため、自然

的要因によって規定される深部浸透排出負荷量と降

水負荷量を除外し、次のようなみかけの差し引き排

出負荷量 Lを考える。

L＝Q ×C－Q ×C

＝(m＋M＋R )×C－Q ×C A……………

m：栽培管理用水量、M：配水管理用水量、

R ：無効雨量、Q ：排水量、Q ：取水量で

既知、C、C：排水の水質濃度、用水の水質

濃度

A式において、Q と Cはそれぞれ取水施設付近

の河川水質、広域水利ブロックの潅漑面積または、

水利権水量から求める。

栽培管理用水量mは、水管理方式（深水・浅水、

間断かんがい、強制落水、掛け流し等）、栽培様式、

営農技術、労力などの圃場における条件と、水源状

況、送配水施設やその管理方式など圃場の用排水条

件によって定まる数値である。また、M は実際に圃

場を通過する流量ではなく、水田での水質濃度変化

は受けないと考えて差し支えない。RLは圃場に貯

留されなかった降水の流出量である。

まず、栽培管理用水量ⅿについては、全国16地区、

延べ73筆において調査が実施されている。図１―73

は、これらの既往調査 の一筆圃場での結果に基づ

き、有効降水率と栽培管理用水率（栽培管理用水量/

圃場取水量）の関係を示したものである。

また、M は一般に取水量の５～10％程度と見積も

られている 。

R は圃場に貯留されなかった降水の流出量であ

るが、広域水利ブロック内の各圃場の有効降水率

（１－R ）がほぼ均一と仮定すれば、A式において

未知数は、有効降水率と排水の水質濃度となる。

このように広域水利ブロックでの水管理による水

質MIの水理上のパラメータとしては、有効降水率

及びそれと一定の相関を有する栽培管理用水率が適

当であることが分かった。

イ 流域レベルでの水質MI

広域水利ブロックでの水質MIは、作物栽培に伴

う用排水管理が行われていることを前提とし、入力

因子として降雨の有効利用率等を選択している。そ

して、これによって示される水管理の良否が河川等

に排出される流出負荷量の影響の指標としている。

図１―72 広域レベルの水需給モデル

図１―73 有効降水率と栽培管理用水率との関係
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しかし、流域レベルでは、これらの広域ブロック

での指標値を単純に積み上げる（A式に流域の水田

面積を乗じ、流域レベルでのMIとする方法）ことに

はならないケースが多い。

すなわち、①上流ダムにおける潅漑用水の貯留・

放流による大規模な水の動態変動は、A式では表現

できず入力因子そのものを変えてしまい、②A式に

おいて、非潅漑期では（m＋M＋R ）のうち、（m＋

M）は０であり R は農地からの降水及び地下水流出

に伴う負荷流出となり、したがって、非潅漑期にお

ける R を表現する必要があり、③広域水利ブロック

から排出された水が河川を通じて、下流域の水利ブ

ロックで再利用されるに伴い、A式の用水濃度その

ものが、パラメータ化してしまうこと（水利ブロッ

ク間の連動）である。

したがって、流域レベルでの用排水管理による下

流水質への影響のMI化には、降水の有効利用率等

によらない別途の指標が必要である。このため、流

域レベルでは水管理がほとんど行われない状態と、

行われている状態の差違をとらえたよりマクロ的な

MIの構築が求められる。ここでは、用排水施設の管

理や施肥等の営農活動を物質循環として一体的にと

らえ、水の流れとそれに伴う負荷物質の流れは水管

理によってもたらされるものであるという視点で、

農業活動による流達負荷量を流域レベルでの水管理

による水質MIとする方法を提案する。すなわち、流

域レベルでの水管理による水質

MI＝L－L

L：潅漑期における農業活動による流達負荷量、

L：非潅漑期における農業以外の活動による流

達負荷量

ただし、以下の前提をおかなければならない。

①都市排水等の点源、路面・裸地、林地等の非点源

での発生負荷が、潅漑期、非潅漑期を通じて、年

間一定である。

②発生負荷を一定と仮定しても、流域レベルでの流

出負荷量は、降雨によって大きな変動を受けるこ

とから、降雨の影響を排除する。

エ 考 察

広域水利ブロックでの水管理による水質MIのパ

ラメータとしては、降水が圃場に貯留される割合で

ある有効降水率及びそれと一定の相関を有する栽培

管理用水率が適当である。しかし、降水に伴う用水

の減少量については必ずしもこれらのパラメータと

リンクしない。

したがって、施設管理者が取水口ゲート等を適切

に操作する供給主導型の地区では、降水に伴う取水

量減少をパラメータとすることも可能であるが、圃

場レベルにおける水需要が水供給のベースとなる需

要主導型の地区では、有効降水率を基本としたパラ

メータが有効となろう。

また、流域レベルでの水管理と水質のMI化のた

めには、有効降水率等と異なるパラメータが必要で

あり、潅漑排水施設の操作を含めた全ての水管理に

伴う汚濁負荷流出量を表現する手法が必要となる。

オ 今後の課題

広域水利ブロックにおける用排水管理が下流の公

共水域の水質に与える影響についての指標を策定で

きた。広域的な拡がりを持つ流域レベルについては、

用排水管理が下流公共水域の水質に与える現象は検

証できたが、最終的な指標化には具体的事例地区で

の検証が不足している。このため、事例地区での調

査研究を継続することにより指標の精度向上に努め

る。

カ 要 約

農地や農業水利システムに対する用排水管理の下

流水質に与える影響評価に関して基礎的知見が得ら

れ、水質を考慮した用排水管理計画の策定に寄与す

る。

キ 文 献

１)㈶日本農業土木総合研究所（1985），ほ場の用排

水

２)㈳農業土木学会（1989），農業土木ハンドブッ

ク：p120

３)豊島弘三・山下義行・鈴木光剛・丸山利輔（1984），

水田水管理の最近の動向と問題点，農土誌，52 ：

5～8

（長谷部均、白谷栄作、吉永育生、（高橋順二））

⑶ 寒地の畑作・畜産地帯の水質に関するMIの

策定

ア 目 的

河川の水質とくに汚濁負荷流出特性に影響を及ぼ

す要因には、人口、家畜種・頭数、施肥量・土地利

用など流域の汚濁負荷源の特性、地質、地形、土壌

など自然環境の特性および降雨、積雪、蒸発散など
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気象条件などがある。流域面積の広い河川では、要

因が多岐にわたることや対象とする河川の本支流の

レベルによって影響する要因が異なるため、流出負

荷特性と影響要因との関係については十分な解明が

なされていない。また、簡便に水質を予測・評価す

る方法は確立していない。

そこで、北海道の畑作・畜産地帯を対象に、大河

川の全窒素濃度と流域からの全窒素流出量を統計資

料に基づいて解析し、農地面積や表層地質など自然

特性の影響を考慮して、簡便に窒素負荷を推定する

式（MI）を求めることを目的とする。

イ 研究方法

網走・十勝地域の畑作・畜産地帯を流れる美幌川、

途別川、利別川、猿別川、十勝川、渚滑川、湧別川

などの数百～数千㎢の流域を持つ河川の本支流28流

域を対象とし、公共用水域の水質測定結果（平成３

年～８年度版、月１回）の全窒素濃度から単純年平

均全窒素濃度を算出した。また、測定時の全窒素濃

度と流量値から、全窒素流出量-流量式を算出した。

この式をもとに、流量年表（平成４年～平成６年版）

の日流量値から年間全窒素流出量を求めた。一方、

解析に PC用の地理情報システム（GIS、TNTmips）

を用いて、国土数値情報から土地利用分類面積を、

５万分の１地形図と利水現況図からを作製し、流域

界書き込み済み20万分の１地勢図流域面積を算出し

た（図１―74）。これらから流域の土地利用や表層地

質と河川の水質との関係の相関をとり、予測・評価

式を導いた。また、流域別の窒素発生負荷量は北海

道市町村別の作物統計ならびに畜産統計等と GIS

から、各作物の栽培面積、家畜の飼養頭数、施肥量、

畜産廃棄物量、堆肥施用量及び作物吸収窒素量等か

ら算出し、水質との関係を解析した。

ウ 結 果

ア 河川水の全窒素濃度の簡易推定式

河川水の単純年平均全窒素濃度と国土数値情報上

の各種地目の面積との関係を検討した結果、普通

畑・牧草畑および草地の流域面積率と密接な関係が

あった（図１―75）。国土数値データでは、普通畑・

牧草畑および草地は同一区分として扱われており、

より詳しい解析には、普通畑と草地を分離する必要

がある。このためには農林水産統計などのデータを、

流域ごとに分配し直す必要がある。しかし、統計情

報は、行政区ごとのデータで必ずしも流域界で区切

られているわけではないので、GISにより流域ごと

に行政区分を割り振るという困難な作業が伴う。こ

のため現段階では普通畑と草地を区別せず、河川水

の全窒素濃度を表す関係式を求めた。関係式は、

年平均全窒素濃度［㎎/L］

＝5.23×(流域畑・草地面積率)＋0.31（R ＝0.62)

と表せた。河川水の窒素濃度は、単純に流域の畑・

草地面積率に比例することを示している。この式は、

現時点での寒地の水質（窒素）に関する簡易なMIと

考えられる。

イ 表層地質の影響

解析した河川水の年平均全窒素濃度の傾向を詳細

に検討すると、畑・草地面積率が同率であっても濃

度が異なる２つのグループが存在するようにみえ

る。対象とした河川流域の表層地質を調べると明ら

かに異なっていた。ここでいう表層地質とは表層近

くの第四紀系及び新第三紀系上部の地質を指す。表

層地質が、火山噴出物で透水性が大きく基底流量が

大きい割合を占める火砕流堆積物（火山岩も含む）

図１―74 簡易推定式の求め方のフロー図

図１―75 流域の畑・草地面積率と河川水の年平均全

窒素濃度との関係（十勝川、網走川、渚滑

川等の本支流28流域のデータによる）
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と段丘上の火山噴出が堆積物の場合には、先鮮新統

の不透水性基盤に比べ低い傾向を示した（図１―

76）。表層地質ごとの関係式は、

不透水性基盤：

年平均全窒素濃度［㎎/L］＝5.07×(流域畑・草

地面積率)＋0.47（R ＝0.36）

火砕流堆積物・段丘：

年平均全窒素濃度［㎎/L］＝5.79×(流域畑・草

地面積率)－0.14（R ＝0.95）

となり、表層地質の性質が畑・草地面積率の増大に

伴う全窒素濃度の上昇に影響していることが明らか

となった。

ウ 全窒素流出量の簡易推定式

流域の単位面積当たりの年間全窒素流出量も流域

の畑・草地面積率と関係があると考えられた。そこ

で、年間の全窒素流出量を求め（図１―74）、面積率

との関係式を求めたところ、

年間全窒素流出量［㎏N/ /year］＝68.9×(流域

畑・草地面積率)－2.66(R ＝0.97)

という回帰式が得られた。しかし、日流量データが

揃っている河川が少なく、解析点数が１２点と少な

かったこともあり、流域の表層地質との関係は見出

せなかった（図１―77）。

エ より一般化したMIへ

上記のMI式をより一般化した式とするため、流

出負荷量を発生負荷量で説明する式を求める方法を

検討した。窒素発生負荷量を統計データから推定す

るため、流域の負荷源を畜産廃棄物、農耕地への投

入肥料及びマメ科牧草などの窒素固定とし、次式に

より農場窒素収支を算出することとした（図１―

78）。

（N養分収支）＝（投入肥料N＋畜産廃棄物N＋窒

素固定N）－（作物収穫物N）

ただし、流域内の窒素収支を直接求めることは困

難で、行政単位毎に統計データ及び GISにより栽培

面積、家畜頭数等を求め、肥料投入量、家畜排泄物

窒素量、作物吸収窒素量、窒素固定量を推定し窒素

収支を算出した。流域を構成する行政単位全てにつ

いてこの作業を実施し、流域に関係している「行政

単位における流域毎の窒素収支」の総和を流域での

窒素収支とした。

1970年代～1990年代の流域での単位面積当たりの

流出負荷量（図１―79）と窒素収支（図１―80）の

関係を美幌川で見ると、過剰の窒素（発生負荷量）

が河川水質に反映していることが推察された。

エ 考 察

集水域の地目ごとの面積は、河川の汚濁負荷源と

相関が高いと考えられ、特に集水域の土地利用が単

純である場合にこの関係を用いた水質の推定が有効

な場合がある 。しかし、日本の寒地での例は少な

図１―76 表層地質の違いが河川水の年平均全窒素濃

度に及ぼす影響 図１―77 流域の畑・草地面積率と単位面積当たりの

年間全窒素流出量（十勝川、網走川、渚滑

川等の本支流12流域のデータによる）

図１―78 農場窒素収支（投入余剰窒素）の算出フロ

ー

窒素収支＝肥料＋家畜排泄物－(作物－窒

素固定１）－(飼料作物－窒素固定２）
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く、また、研究も小集水域に限定されている 。

北海道の東部、東北部では、土地利用が畑作と酪

農が主であり、土地利用と水質の関係が解析しやす

い。また、公共用水域の水質や河川ごとの流量が、

北海道開発局や北海道により測定され公開されてい

るため、基本データとして利用が可能で、パソコン

上で、地理情報システムを利用し、集水域ごとの土

地利用と河川へ流れ込んだ負荷量として全窒素流出

負荷濃度を解析したその結果、畑と草地の流域に対

する面積率が全窒素濃度と比例関係にあることが大

流域河川でも確認された。ここで得られた関係式は、

外国の同様な河川で得られたものに近かった 。さ

らに、この関係は、表層地質によりグループ化され

ることを見いだしたが、これは、表層地質の性質が

河川の基底流量に対する割合に影響しているためと

考えられる。すなわち、火砕流地帯では、不透水性

基盤地帯に比べ保水性が高いので、基底流量が大き

く、降雨に伴う流入全窒素が希釈され、同じ面積率

でも低い値を示していると考えられる。一方、年間

の全窒素流出量は、流出過程が表層地質により脱窒

能が異なる等の差違がなければ、畑・草地面積率で

同様の傾向を示すはずで、実際の傾向とも一致する。

発生負荷量から水質MIを導くためには、既存の

データが市町村等行政単位であり、必ずしも集水域

で区切られていないので、集水域ごとに変換する等

高度なデータ処理を要する。現在までの検討数では

不十分であるが、さらに多くの流域データを解析す

ることにより、発生負荷量と水質との関係が得られ

ると考えられる。

オ 今後の課題

今回求めた式は、北海道の畑作・畜産地帯を流れ

る大流域の河川の全窒素に関する水質の現況を簡易

に予測・推定するMIである。河川への主要な汚濁負

荷源が大都市の場合や、流域での家畜飼養密度や栽

培作物が大きく変化した場合には、河川水に与える

窒素負荷が大きく変化するので適用は限られる。ま

た、河川流域の表層地質が明確な場合は、表層地質

ごとの推定式を用いた方が現実の値により近い値を

得ることができる。

より汎用的なMIを開発するため、既存のデータ

から農耕地への肥料や堆肥施用、作物収量等を組み

合わせ、農耕地での発生負荷から河川水質を予測・

評価する式を誘導すことが重要である。

カ 要 約

北海道の畑作・畜産地帯を流れる大流域の河川の

窒素負荷（全窒素）を予測するMI式を、公表されて

いる水質や土地利用のデータをもとに導いた。この

MI式は、窒素負荷が集水域の畑地と草地を合わせ

た面積率に比例する事を示している。また、表層地

質により水質が影響されることも明らかとなった。

さらに、家畜の飼養頭数や栽培作物の種類などをも

とに流出負荷量を発生負荷量で記述するMI策定の

ための手法を開発した。
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図１―79 美幌川・美幌橋流域単位面積当たりの窒素

流出量

図１―80 美幌川・美幌橋流域の単位面積当たりの窒

素収支
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Costal plain watersheds of Chesapeake bay. j.

Environ.Qual.,26：836-848

（竹中 眞°・草場 敬）

⑷ 暖地の畑作・畜産地帯の水質に関するMIの策

定

ア 目 的

九州では、畑作・畜産地帯等の産地形成がなされ、

多量の施肥や畜産排水、畜産廃棄物が地域の水質に

影響を及ぼしている。従来、河川からの窒素やリン

等の負荷物質の流出に関する研究は、主に小集水域

を対象として進められてきた。そこで、本研究では、

広域の水質を対象とし、水質調査や多変量解析、GIS

などの手法を用いて、畑作・畜産地帯の水質につい

て、流域の土地利用や営農形態等の特徴を表す指標

等を用いて、流域間での比較が可能なMIを策定す

る。

イ 研究方法

ア 調査地区の概要

調査対象流域として鹿児島県肝属川流域（俣瀬

（ⅿ）地点、A（流域面積）＝447㎢、以下A地区）、

および熊本県菊池川流域（山鹿（y）地点A＝580㎢、

以下 B地区）を選定した（図１―81）。

A地区は、周辺を山地および丘陵に囲まれ、中央

部に主に畑地として利用されるシラス台地が広がっ

ており、河川に沿った低地部は主に水田として利用

されている。対象地区（m地点）の土地利用は、水

田8.3％、畑地22.9％、森林56.4％、市街地・集落8.8

％である。また、地形は、台地38.5％、丘陵地16.7

％、山地33.9％、低地10.8％である。A地区では、

農業系窒素負荷量が1970年代後半より1980年代にか

けて急増した（図１―82）。この増加は主に台地上へ

の大規模畜産業の立地に対応したものである。

B地区は、流域の北および東側を山地で囲まれ、

南は洪積台地上に地表水の流域界があり、地下水流

動を含めた水の流れは複雑である。y地点の流域土

地利用は、水田20.4％、畑地12.6％、森林48.4％、

市街地・集落5.1％でありA地区と比較すると水田

の占める割合が高い。B地区南部は主に施設園芸の

進展によって一大農業地帯に発展した地域であり、

畑作や畜産が集中する一部の地域において、地下水

の硝酸性窒素濃度が10㎎/lを超過する 。

イ 手法の概要

畑作・畜産地帯の水質指標の算定式として下記の

評価式（式（1a）～（1d））を考案した。本式は河川

流域の水質の実態解析や予測によく用いられる原単

位法に基づいている。計算に必要となる基本的な因

子は、営農因子、水文因子、対象因子の３つである。

図１―81 流域図

図１―82 農業系窒素負荷量の水位（Ａ地区、ａ地点）
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この３つの因子の乗算により、農業系負荷による河

川水または地下水のポテンシャル窒素濃度（Poten-

tial Nitrogen Concentration by Agricultural
 

Activities）が計算される（（1a）式）。PNAは、農

業系窒素負荷が、流域内で適切に処理されなかった

場合を想定した場合に生じる仮想的なポテンシャル

窒素濃度である。

PNA＝α・β・γ （1a)

α＝
∑(F・L)

S
＝
∑(Ｆ ・U・A)

S
（1b)

β＝
１

(R－E)・D
（1c)

γ＝1/M （1d)

ここで、α：営農因子、β：水文因子、γ：対象因

子、PNA：農業系負荷によるポテンシャル窒素濃度

（㎎･l ）、F：流出係数、L：営農系ポテンシャル

窒素負荷量（g-N）、D：基底流出率（０～１）、S：

評価対象面積（農業集落、10 ）、R：雨量（㎜）E：

実蒸発散量（㎜）、U：発生原単位（ex.g-N･10 、

g-N･頭 ・year 、…）、A：発生源基数（ex.10 、

頭、…）、M：農地面積率（０～１）である。

PNAの単位は濃度（㎎/l）であるため、地下水や

河川などの硝酸性窒素濃度や全窒素濃度との比較が

容易である。また、評価対象の単位は、農業センサ

ス上の「農業集落」である。この「農業集落」を最

小単位とし、PNAまたは TPC（全ポテンシャル窒

素濃度、後述）の値を属性値として塗り分け、マッ

ピングすることにより広域のポテンシャル窒素濃度

の地図化が可能となる。マッピングにはベクター型

の GIS（地理情報システム）を用いる。

PNAは、農業センサス等の統計情報を用いて更

新することができるため、行政上、定期的に PNAを

モニタリングすることにより、広域の農業系負荷に

よる窒素汚染のリスクを安価に、かつ簡便に把握す

ることができる。河川流域や県、地方といった広域

を対象としてマッピングを行ったものと、水道の普

及率や閉鎖性水域の流入範囲等の主題図とオーバー

レイさせることにより、優先して対策を講ずる必要

がある地域抽出が可能になる等、行政的な活用が期

待される。

ウ 適用の対象

PNAの適用において有効であると考えられる対

象流域の条件は、流域土地利用が農業中心であるこ

とである。特に畑作や畜産が主要な負荷源と考えら

れる地域への適用が有効であり、地形的には、窒素

動態が比較的安定な洪積台地や丘陵地帯が中心であ

ることが望ましい。

ウ 結 果

ア 各因子の算定手順

ａ）営農因子

営農因子は、要素毎の流出係数と発生源単位、発

生源基数により計算され、単位面積当たりの窒素流

出負荷量を示す（（1b）式）。

発生負荷量の算定は、原単位法により農作物の作

目別、畜種別に積み上げで行い、発生原単位と発生

源基数を元に算出する。発生源単位は、畑作物につ

いては、県の施肥基準 を用い、また、家畜排泄物に

ついては文献値 を適用する。県で定める施肥基準

は、実際の窒素投入量とかけ離れている場合もある。

ここでは入手の容易性や信頼性、広域に適用する際

のデータの取り扱い易さなどを考慮して、施肥基準

の値を用いた。

農作物の作目別栽培面積や畜種毎の家畜飼養頭数

などの発生源基数は、５年毎に調査、更新される農

業センサスデータを用いた。これら発生源基数は、

地域の農業をめぐる諸情勢の変化により大きく変動

することがある。

なお、農業集落毎に集計された農業センサス集落

カードには、作目別作付面積は記載されていない（表

１―19）。そこで、農林水産情報センター等でとりま

とめられている市町村別の詳細な統計 を用いて、

比例配分により農業集落内の詳細な作目を推定し、

それに施肥基準を当てはめ、農業センサス集落カー

ドに対応する分類毎の単位面積当たりの窒素投入量

を計算した。営農は地域毎に多様であり、統計情報

の利用に当たっては、その地域の農業に関する知識

が必要であるため、施肥基準を用いた窒素施肥量の

算定やセンサスデータの利用に当たっては、十分な

表１―19 農業センサス集落カードの分類項目

― ―110



注意を要する。

また、流出係数は、ライシメーター試験等の結果

や小流域で求められた観測結果や、文献値により決

定する方法や、文献値を参照しつつ実測値との比較

により決定する。なお、水田における窒素負荷の流

出係数は０とした。

ｂ）水文因子

水文因子は、水文要素を評価する項であり、具体

的には地域の地下浸透水量にかかわり（（1c）式）、

主に当該地域の気象や地質、土壌条件を反映してい

るものと考えられ、以下に示す手順で計算した（図

１―83）。

まず、気象庁の１㎞メッシュ気候値の月平均気温

（平年値）を用いて Thornthwaite法により蒸発散

位を推定した上で、河川の水文観測値と比較して実

蒸発散比を算定した。九州の一級河川の流量観測点

で、発電や農業用水等の取水の影響が少ないと考え

られる24河川（図１―84）を抽出し、その水文デー

タ を元に算定した実蒸発散比は0.83であった（図

１―85）。この値を用いてメッシュ毎に有効降水量

（R(年平均雨量)-E)を算定した。基底流出率（D）

は、有効降水量に占める地下浸透成分の割合を意味

する。ここでは、河川流量データを用いて、遺伝的

アルゴリズムによる最適化付きタンクモデルによる

基底流出成分の分離を行い、「有効降水量に占める地

下浸透成分の割合」＝「河川流量に占める基底流出成

分の割合」として求めた。

ｃ）対象因子

対象因子は、農業系負荷による局所的影響を評価

する（（1d）式）。農業系負荷が農地及びその他農業

集落を構成する土地利用全体に投入された場合の集

落平均の窒素濃度を計算する場合を Case1、農業系

負荷が集落内の農地にのみ投入された場合の農地直

下の仮想的な平均窒素濃度を計算する場合を Case2

とすると、Case1で M＝1、また Case2で M＝（農地

面積率）となる。Case2では、集落内の農地が少なく、

畜産などの窒素負荷源が存在すると、PNAの値は

高くなる。

ｄ 窒素汚濁リスクマップ

ａ）～ｃ）因子による計算結果をもとに窒素汚濁

リスクマップを作成した（図１―86）。

図１―83 水文因子の計算手順

図１―84 実蒸発散量の算定に用いた24河川流域と有

効降水量（R-E）の分布

図１―85 九州の24河川における流出高と有効降水量

（R-E）の計算値の関係
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エ 考 察

ア 適合性の検討

以下に記す手順により、算出した PNAと水質モ

ニタリングデータを比較した。

まず、農業集落単位で算定した PNA（Case1）を、

流域内の水質観測がなされている小流域毎に集計し

た。A地区では、４小流域の観測地点と流域全体を

含む１地点の合計５地点（図１―81⒜）において、

PNAを集計し、以下の事項に配慮の上、比較した。

同様に B地区では３小流域と、流域全体を含む１地

点の合計４地点（図１―81⒝）で比較した。その際

の流出係数はA地区では文献値から出発させて、実

測値との比較から試行錯誤的に決定した（表１―

20）。水質モニタリングデータは、国土交通省より提

供された対象地区内の9地点における、およそ20年間

の全窒素濃度を検討対象とした。観測の頻度は年４

回～12回であり、適合性の検討にあたっては年平均

値に加工して取り扱った。

PNAを実測値と比較するためには、自然（バック

グラウンド）の影響や生活排水等の影響を考慮する

必要がある。これらの影響を加えた全ポテンシャル

窒素濃度を TPC とすると、TPC＝PNA＋PDW＋

PNB で求められるものとした。ここで、PDW は生

活系排水によるポテンシャル窒素濃度であり、原単

位法で求めた。両地区とも流域で発生する窒素負荷

総量に占める生活系排水の割合は小さく、かつ流域

人口の変動も少ないため、TPC の算定を行った1970

年～1995年の25年間の PDW には、人口の増減や下

水道の普及等の影響を考慮せず、一定値を用いた。

また、PNB は自然由来によるポテンシャル窒素濃

度であり、算定にあたっては過去の水質観測値の中

で、人為の影響をあまり受けていないと考えられる

時点の値や地区内において汚染がないと思われる地

点の水質値を参考に決定した。なお、工場・事業場

等の影響は無視できるものとした。

また、A地区においては PNAまたは TPC と実測

値の関係には明らかな時間遅れが認められたため、

両者の比較を行う際に時間遅れの影響を少なくする

ように図１―87⒜では1990年の PNAおよび TPC

の計算値に対して、1996年の実測値を対応させて検

討した。

イ 評価単位としての農業集落の特徴

評価を行う最小単位としての農業集落の平均的サ

イズは、A地区で1.63㎢と、３次メッシュよりやや

大きい程度である。ただし、大きさのばらつきは３

次メッシュが、1.1㎢とほぼ同等であるのに対して、

図１―86 農業系負荷による窒素汚濁リスクマップ

表１―20 各地区で採用した流出係数
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農業集落は0.02～25.22㎢と大きなばらつきが認め

られる。また市町村と比較すると、平均で１市町村

あたり70農業集落で構成される（表１―21）。

実在の農業集落を最小単位として評価を行うメリ

ットは、他の農業集落に関する情報と併せて活用し

やすく、データを入力する際に、他の形式（例えば

メッシュデータ）に変換する手間が必要ないことで

ある。さらに、得られた結果を基に、水質対策を講

ずる際に、農業集落単位で対策を検討することがで

きる。一方、メッシュデータで結果が得られた場合、

メッシュを再度、集落や実際の営農単位等と照合し

つつ対策を検討する必要が生じる。

ただ、農業集落の面積には大きなばらつきがあり、

GIS上の取り扱いや表示の際の分解能などで３次

メッシュと比較するとデメリットも存在する。また、

出作・入作により、必ずしも農業集落の境界は統計

上の境界と一致しない。農業経営の企業化や大規模

化がますます進んだ場合、今後、農業センサスデー

タの利用に限界がでてくる可能性がある。

ウ 適用結果と考察

文献値を考慮しつつ流出係数を試行錯誤的に同定

した結果、全ポテンシャル窒素濃度 TPC と実測値

の関係は図１―87⒜にみられるようにほぼ直線上に

プロットされた。このことから、A地区において算

定された PNAは共に、少なくとも流域単位で集計

した値として、実測値とよい適合を示した。B地区

では、流域からの窒素流出における時間遅れが、計

算値と実測値の時系列データの比較から読みとるこ

とができなかったため、図１―87⒝では、計算値と

実測値ともに同じ年（1990年）のものを比較した。

その結果、B地区では、流出係数を変動範囲のほぼ

下限に近い値を入れたにもかかわらず、計算値は過

大評価となった。この要因としては、時間遅れの他

に、流域内における蓄積、水田の持つ窒素浄化機能、

流出負荷削減対策の効果などが考えられる。

表２に示すように、両地区において同定または採

用した流出係数には違いがある。B地区の事例のよ

うに、係数の決定が難しい場合もある。このような

場合、目的に応じて適切な流出係数を決定する必要

がある。例えば、汚濁発生の可能性が高い地区を抽

出するためには、流出係数を文献値の範囲で上限に

近い値を採用すればよい。いずれにせよ、流出係数

を決定する際は、文献値や実測値を十分考慮した上

で行う必要がある。

流域の PNA分布を図１―86に示した。両地区と

も、Case2において山地地形で農地が比較的少ない

集落、かつ大規模畜産の立地のように多量の窒素負

荷が発生する集落でリスクが高い。また、Case1と

Case2を比較すると Case１の計算値は地下水や湧

水の硝酸性窒素濃度と近似している。

また、過去の統計データにより TPC と水質の経

時的な変化をみると（図１―88）、TPC の値は実測

値より10年程度早く河川水質の悪化傾向を示した。

このように長い時間遅れを伴う非特定汚染源からの

負荷流出現象では、水質モニタリングにより水質汚

濁を検出した時点で、汚濁が広範に、かつ地下深く

に拡散している可能性が高い。このことから、PNA

図１―87 ポテンシャル窒素濃度と実測値の比較

表１―21 農業集落と３次メッシュ、市町村の比較（Ａ

地区）
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または TPC の値を定期的に把握することは有効で

ある。

オ 今後の課題

PNAは、農業系窒素負荷の流出について何も対

策をとらない場合の仮想的な窒素濃度である。今後、

農業負荷削減対策等の効果を計算結果に反映させる

ことは課題のひとつである。

また、水文因子の算定法では、本来、基底流出率

D は、土壌や表層地質の特性を反映するものと考え

られるが、ここでは、流域単位での大きなまとまり

として算定している。土壌図や表層地質図を反映さ

せるなどの改良も必要であろう。

カ 要 約

原単位法に基づく簡便な計算により、農業系窒素

負荷による水資源の汚濁リスクを算定する指標を提

案し、結果を GISを用いて図化した。

水質モニタリングと比較すると、低コストで広範

囲の予察ができるため、水質モニタリング地点のス

クリーニング等に利用可能である。

地形、地質条件等により農業系負荷の流出に長時

間の遅れがみられる場合には、この方法でより早く

水質汚濁の危険性を予察することができる。

流出係数の決定は文献値や実測値に基づいて注意

深く行う必要がある。
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第２編 土地資源・地力に関わるMIの策定

第１章 主要国におけるマルチスケールモデルの開発とMIの策定

１．輸出農林産物生産等に伴う農林業の変化が

土壌流亡・土砂崩壊へ与える影響

⑴ 農地の侵食量把握及び侵食に伴う土壌生産力変

化の将来予測

ア 目 的

輸出農作物栽培は、コスト削減重視の立場から粗

放的生産に陥りがちで、土壌侵食や土壌生産力の低

下を招きやすいと考えられている。そこで、輸出農

作物栽培が土壌流亡に与える影響を評価するため

に、以下の三点を目的として研究を行った。１）数

ヘクタールの圃場レベルでの土壌侵食量を Cs賦

存量から把握し、輸出農作物作付けが土壌侵食に及

ぼす影響を評価する手法を確立する。２）この方法

で推定した侵食量から侵食ポテンシャル評価式の適

用性を検証する。３）侵食に伴う土壌生産力変動と

生産力を維持するために必要な肥料や土壌改良資材

の施用量の将来予測をおこなう。

イ 研究方法

フィリピンルソン島のココナッツ畑が分布するロ

メロ川流域とタイ西部のキャッサバ畑が広がるカン

チャナブリ県サイヨーク地区を対象とした。

フィリピンのロメロ川流域は、最高標高810ⅿ、南

北15㎞、東西８㎞の北東から南西の細長い形状で、

ラグナ湖に流入する流域である。その流域面積は約

8,000 であり、流域下流の沖積低地を除いて、ココ

ナッツ畑が広く分布している。一方、タイのサイヨ

ーク地区はクワイ川中流域に位置し、最高標高900

ⅿ、北西から南東に幅約10㎞、長さ27㎞の細長い形

状をもつ流域である。その面積は約25,000 で扇状

地あるいは山麓緩斜面を利用して、キャッサバが栽

培されている。

ア 対象地域内の代表的土地利用単位毎に、土壌

断面に沿って Cs賦存量を測定し、その濃度から侵

食量を推定する経験式の Soileau式に代入し、侵食

量を推定した。なお、 Cs賦存量の測定には Ge半

導体検出器付マルチチャンネルアナライザーを用い

てγ線量を測定した。 Csは水などに溶けず、その

移動は侵食あるいは削剥等の物理的移動に限られる

ため、供給源となる核実験が開始された過去半世紀

の侵食量を見積もるには有効な手法である。そして、

推定された侵食量をUniversal Soil Loss Equation

（以下、USLE式）に代入し、対象地域の侵食量推

定のための植生係数 Cを求めた。さらに、表層土の

㏗、有機物、交換性塩基及び可給態リン酸等の土壌

生産力指標となる土壌特性の分析も行った。

イ USLE式を侵食ポテンシャル評価式として

流域内の侵食量を推定するために、対象地域の大縮

尺地形図、土壌図、土地利用図（いずれも１：

100,000～１：50,000）を収集し、ディジタル入力し

（図２―１）、流域の地理情報システムを作成した。

斜面長については地形図から斜面長図を作成し、入

力した。主題図の入力には TNTmipsを、データの

変換及び評価図の作成にはArcView3＋ArcView
 

Spatial Analystを利用した。また、最新の土地利用

状況を把握するために、ランドサット TM データを

利用して、教師なし分類で土地利用区分図を作成し、

グランドトゥルースを行い修正した。さらに、流域

内の土壌タイプ毎の平均的な理化学性値及び流域内

または流域に最も近い地点での月別降水量を収集し
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て、データベースを作成した。こうして作成したデ

ータベースを重ね合わせ、100ⅿグリッド（タイは25

ⅿグリッド）に変換し、各データ値を読みとり、侵

食ポテンシャル評価式とするUSLE式に代入して

侵食量を推定した。

ウ 侵食に伴って表層の比較的肥沃な土壌が流亡

し、下層の土壌が作土として加わることにより、土

壌生産力が経年的に低下することが予想される。そ

こで、土壌生産力の変動を見積るために『土壌特性

変化式』を考案した。そして、現在はココナッツ畑

として利用され、侵食量が大きくないロメロ川流域

を対象に、水田と集落を除く流域内の傾斜10°以下の

部分を仮にココナッツに代えて、他の輸出農産物

（C＝0.4）を栽培する畑に変えた場合を仮定し、先

の変化式を用いて土壌生産力変化を予測した。

エ ウで推定された土壌生産力変化に対応し、生

産力を維持するために必要な肥料や土壌改良資材の

施用量を推定した。

ウ 結 果

ア ロメロ川流域のココナッツ畑の Cs賦存量

は1.17～1.24kBqm で林地の1.25kBqm とほと

んど違いがなかった。そして、この値から推定され

たココナッツ畑の土壌侵食量及び植生係数は

0.3～1.9㎝、0.005であった。また、ココナッツ畑表

層土の㏗、有機物、交換性塩基及び可給態リン酸の

含量も林地の土壌とほぼ同じ値を持っていた。しか

し、ロメロ川流域では、ココナッツ畑が放棄された

野草地で侵食量8.8㎝、植生係数0.402の大きな値を

示していた。これに対して、タイのキャッサバ畑は

侵食量9.4㎝、植生係数0.46とココナッツ畑と比較し

て大きな値を示した。表層土の㏗、有機物、交換性

塩基及び可給態リン酸の含量も耕地以外の土地利用

より低下しており、土壌生産力が低下していた。

イ USLE式を用いて推定されたロメロ川流域

の侵食量は平均21.7トン/ /年、流域全体では約17

トン/ /年の土壌が失われていると推定された。侵

食量推定図から侵食の多い地域は野草地の分布と一

致し、侵食量の約８割が野草地等からの流亡してい

た。これに対し、ココナッツ園の侵食量は平均6.4ト

ン/ /年と森林の4.1トン/ /年に近い値を示した。

一方、サイヨーク地区の侵食量は平均34.9トン/ /

年であったが、キャッサバ畑では60.8トン/ /年に

達した。土地利用別に見ると野草地とキャッサバ畑

が最も高く、次いで野菜畑、果樹園の順となり、森

林では1.4トン/ /年と少なかった。野草地は流域南

部の扇状地と山地に分布し、急傾斜地で特に侵食量

が大きく総侵食量の約66％を占めた。キャッサバ畑

はクワイ川の南側山麓緩斜面、南部の扇状地に分布

し平均傾斜は３度ほどであるが、植生係数が高いた

め侵食量が大きくなった。

ウ 侵食により当年の作土の表層がなくなり、次

年度はその厚さだけ下層土が作土に加わると仮定し

て、『土壌特性変化式』を考案した。

C’p＝(Cp＊(dp－de)＋Cs＊ de)/dp

（C’p：当年の作土層の性質、Cp：前年の作土層の

性質、Cs：次層の性質、dp：作土層の厚さ（㎝）、de：

土壌侵食深（㎝））

ロメロ川では上記の条件で輸出農産物（C＝0.4）

を栽培した時、侵食量は33.6万トン/年に達し、現状

の土地利用と比較して約２倍になることが予測され

た（図２―２、表２―１）。これに伴って、輸出農作

物を栽培した畑では今後30年間に、表層土の全炭素

含量が約45％、交換性カルシウムが約60％、陽イオ

ン交換容量が約17％減少する。

エ ウで推定された土壌生産力を維持するために

は、今後30年間に全炭素換算で約21トン/ の有機

物、約120㎏/ の Ca等の資材を投入する必要があ

る（表２―２）。

エ 考 察

ア 測定された侵食量や土壌生産力を示す土壌特

性から、輸出農作物であるキャッサバ畑は侵食量、

図２―２ 輸出作物栽培による予測年侵食量
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土壌生産力の低下のいずれもが大きいが、ココナッ

ツ畑は侵食量は必ずしも大きくなく、生産力の低下

も小さい。これは、ココナッツが密生していること、

樹林内も下草で覆われていることから、年間通して

降雨などの影響を受けにくいためと考えられる。こ

れに対して、キャッサバ畑は、地表の被覆度が必ず

しも大きくなく、特に雨季の初めには激しい侵食を

受けることが知られていることとも一致している。

イ USLE式を用いて推定された土壌侵食量は

ココナッツ畑では必ずしも大きくないが、両流域全

体の侵食量（20～35トン/ /年）は、通常の土壌生

成速度0.5～10トン/ /年やアメリカの農耕地の平

均侵食量9.6トン/ /年、南米（アルゼンチン、ブラ

ジル、パラグアイ）の18.8トン/ /年と比較すると

大きい（表２―３）。ロメロ川流域では、通常のココ

ナッツ畑では侵食量は小さいものの、傾斜地では最

大値は70トン/ /年に達し、また、野草地の侵食量

も大きく、傾斜地及びココナッツ畑を伐採したとき

や放棄した後の保全対策が必要である。さらに、サ

イヨーク地区で得られた侵食量は、タイ土地開発局

が推定している侵食量とよく対応していた。タイの

キャッサバ畑では傾斜は３～８度と比較的緩やかで

表２―１ フィリピンロメロ川流域での30年後の予測

侵食量

表２―２ 表１に基づく土壌別生産力維持のための畑への投入資材予測量

表２―３ 各国の耕地からの土壌侵食量
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あるが、幅100ⅿ、長さ１㎞ほどの短冊状に畑が区切

られ、長い斜面で栽培されているため斜面長を短く

する保全対策が有効と考えられる。

ウ 『土壌変化特性式』は、土壌理化学性のデー

タがあれば、項目毎の変動について予測が可能であ

り、土壌生産力予測にとどまらず、生産力を維持す

るために必要な肥料や土壌改良資材の施用量の見積

もりにも有効である。USLE式を用いた場合、侵食

量は、傾斜と斜面長により差が生じることが示され、

傾斜地の管理が最も重要である。

オ 今後の課題

USLE式をマクロインディケーターとして用い

る際に、できるだけ精度を同一とする地形図、土壌

図、土地利用図が必要となる。各国でこれらの整備

が待たれるとともに、衛星データを利用して同一規

格の主題図が作られることが期待される。

カ 要 約

輸出農作物栽培が土壌流亡に与える影響を評価す

るために、フィリピンルソン島のココナッツ畑が分

布するロメロ川流域とタイ西部のキャッサバ畑が広

がるカンチャナブリ県サイヨーク地区を対象として

研究を行った。その結果、

ア 土壌侵食量を Cs賦存量から把握できるこ

と、推定された侵食量から、侵食量見積もりに必要

な植生係数を算出することが可能であり、圃場単位

で輸出農作物作付けが土壌侵食に及ぼ影響を評価す

る手法が確立された。

イ USLE式を侵食ポテンシャル評価式として、

流域単位の侵食量を推定した。そして、世界の農耕

地で推定されている侵食量と比較検討した。その結

果、推定された値は概ね妥当であることが明らかと

なった。

ウ さらに、『土壌特性変化式』を考案して、侵食

に伴う土壌生産力変動と生産力を維持するために必

要な肥料や土壌改良資材の施用量の将来予測をおこ

なった。
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⑵ 農地管理粗放化が傾斜農地の崩壊と荒廃に与え

る影響の評価

ア 目 的

伝統農法により維持されてきた棚田や段畑は非効

率な農地として遊休・荒廃化していく傾向があるが、

世界的な農地の減少が予測されており、適切な保全

が望まれる。このため、傾斜農地を持続させるため

の機構と気候・地形・地質的条件を解明し、農地管

理粗放化が傾斜農地の崩壊と荒廃に与える影響を明

らかにする。

イ 研究方法

新潟県の頸城丘陵（第三紀層の地すべり地帯）、イ

ンドネシアのジャワ島西部バンドン市郊外とバリ

島、フィリピン山岳州バナウェーの棚田（イフガオ、

調査は1993年）および宮崎県高千穂町、高知県香北

町、韓国尚州の中山間地の棚田を調査し、棚田の利

用状況と耕作放棄により予想される影響を土壌の性

質との関係から類型化する。また、棚田の耕作放棄

要因および棚田地帯の地すべりと地質的条件の関係

について検討する。

ウ 結果および考察

ア 棚田土壌の特徴と粗放化の影響

棚田は一般に土壌が厚く堆積したところに発達し

ている。棚田の土壌は細粒質、中粗粒質および火山
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灰土壌の３類型に大別される（表２―４）。棚田の管

理方法や耕作放棄された場合の崩壊形態と土壌の性

質との間には密接な関係がある。

細粒質棚田の典型的な例はフィリピンのイフガオ

および頸城丘陵に見られる。これらの土壌は膨潤性

で排水不良で、乾燥すると亀裂が発達し、放棄され

た場合には地すべりや崩壊が生じやすい。亀裂の発

達と雨水の流入による洗掘を防ぐために、イフガオ

では棚田は周年湛水管理されている。また、頸城丘

陵の棚田も収穫後、秋に代かきを行う地区が多いが、

これも非作付期の乾燥防止が理由の一つと考えられ

る。イフガオ、頸城両地方とも棚田はイネ単作に利

用されている。細粒質土壌の棚田では管理が粗放化

された場合、法面の崩壊を引き起こす可能性がある。

排水不良のために、耕作放棄された棚田を森林に戻

すことは容易ではない。

中粗粒質土壌の棚田は高知県香北町、梼原町およ

び韓国尚州に見られる。この類型に属する棚田には

堆積土層の薄い地形に形成されたものも多い。除礫

等で石を得やすいこともあり、法面は強固な石積み

になっている。排水が良好なため果樹等への転作が

行われており、耕作放棄された場合も自然植生への

回復が早く、大きな災害は生じにくい。

火山灰土壌の棚田は宮崎県高千穂町や中部ジャワ

島に見られる。火山灰土壌の棚田の法面は土坡であ

り、宮崎県高千穂町の例のように、侵食防止のため

に牧草で覆われていることもある。土壌の透水性は

きわめて大きく、転作も容易に行える。放棄された

場合には強雨による法面の土壌侵食が生じやすい。

イ 耕作放棄の要因と周辺耕地への影響

棚田の耕作放棄要因には自然的・技術的条件によ

るものと社会・経済的条件によるものとがある。前

者には圃場が不整形・小面積のために機械化が困難

なこと、複雑な地形と圃場の分散、農道の極端な不

備による非効率な農作業、用水の集水域が狭く水の

確保が困難なこと、圃場整備の面積当たり単価が高

いこと、日照不足・通風不良で田面の乾湿も一様で

ないこと などが含まれる。後者には地域社会の過

疎化・高齢化や稲作の先行きに対する不安 等があ

る。

耕作放棄田は分散して存在するわけではなく、地

形的にまとまって分布する傾向が見られる。これは

道路の有無などの条件に加えて、いったん耕作放棄

が生じると、雑草の繁茂による病虫害・鳥獣害の発

生等による直接的な悪影響のほか、水管理のための

労苦がかさみ、灌漑そのものが困難になるなどの間

接的影響が周辺耕地に広範囲に及ぶためである（表

２―５）。棚田を維持しようとすれば、農作業労力

の軽減が必要であり、小型機械が作業できる程度の

圃場整備は不可欠と考えられる。耕作放棄率が30％

を超えると、圃場整備自体も不可能になるとされて

いる 。

ウ 棚田地帯の地質と傾斜地の利用

発達した棚田景観は第三紀層や破砕帯の地すべり

地帯に多く分布している（表２―６)。地すべり地

には相対的緩傾斜面が存在し、粘土質で保水力が大

きく、湧水の豊富なことが棚田形成に有利に働いた

と考えられている。地すべり地帯では水田の耕作放

表２―４ 土壌の性質からみた棚田の特徴と粗放化の影響
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棄後、乾燥亀裂の発達その他の要因により水の下方

浸透量が増加するなどして地域的な水収支が変化

し、地すべり発生の危険性に影響を与える可能性も

考えられる。

持続的焼畑地帯の人口密度が約13人/㎢であるの

に対し、アジアの伝統的な棚田地帯では50～300人/

㎢と報告されており、棚田はきわめて高い生産性を

有している。棚田農業の持続性には湛水と灌漑によ

る養分の供給と可給化に加え、水資源としての森林

の保全、強固な水管理組織の存在が基礎としてあっ

たと考えられる。アメリカやカナダなどの農産物輸

出国では補助金に依存した農業が傾斜地から撤退

し、流域保全やレクリエーションのための自然林と

して保全されるようになっている。アジアの棚田地

帯では、これとまったく別の伝統的方法で傾斜地を

保全してきたことは強調されてよい。

エ 今後の課題

地すべり地帯における細粒質土壌棚田の耕作放棄

による崩壊は、長い時間スケールにわたって進行す

ると考えられる。地すべりや崩壊が生じた場合にも、

それがどの程度土地利用変化によるかは容易に知り

得ない。耕作放棄や植林などの土地利用変化が地域

的な水収支や傾斜地斜面の安定性に与える長期的な

影響を、明らかにする必要がある。

オ 要 約

代表的な傾斜農地である棚田は第三紀層や破砕帯

の地すべり地帯に多く分布する。棚田の管理方法や

放棄された場合の崩壊形態は、土壌類型（細粒質、

中粗粒質および火山灰土壌）と密接に関係する。排

水良好な中粗粒質土壌の棚田では耕作放棄された場

合も自然植生への回復が早く、細粒質土壌の棚田で

は亀裂の発達による法面崩壊が生じやすい。放棄さ

表２―５ 耕作放棄による荒廃地の周辺耕地への影響（木村 による）

表２―６ 棚田の発達した地すべり地帯の地質的条件
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れた棚田は周辺耕地に直接・間接の悪影響を与える

ため、耕作放棄田は地形的にまとまって分布する傾

向がある。棚田を持続可能な形で維持するためには、

技術的には小型機械が作業できる程度の圃場整備は

不可欠と考えられる。
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⑶ 輸出農林産物生産等に伴う農林業の変化が土壌

流亡・土砂崩壊へ与える影響

ア 目 的

林産物生産のための森林伐採によって起こる土壌

侵食や斜面崩壊などで森林流域からの土砂流出が増

大し、洪水や環境破壊の原因となることがある。こ

のため、大流域を一つの場と考え、森林流域からの

土砂流出量の的確な評価手法を開発するため、森林

伐採等の開発行為が流域からの土砂流出に与える影

響を評価するモデルを開発し、森林伐採と土砂流出

の関係を表すMIを策定する。

イ 研究方法

ア MIの策定方針

USLEを構成する植生管理係数 Cによって、森林

植生が持つ流域内の土壌侵食防止機能を評価する方

法を開発し、CをMIとして各種森林状態のMIを

検討した。

イ 森林流域からの土砂流出モデル

USLEは一つの農地斜面における侵食量を推定

する手法であり、これを広大な流域に適用できるよ

うに、GISを活用して作成した分布型流域を用いる

図２―３に示す土砂流出推定モデルを考案した。

このモデルでは数㎢以上の広い森林流域でも土砂

流出量を推定できる。本来のUSLEは傾斜圃場にお

ける侵食量を推定する手法であるため、区画のない

森林流域に適用することはできない。そこで、対象

流域を50ⅿ×50ⅿのメッシュに区分した分布型流域

を作成し、各メッシュの標高値によってメッシュ間

の流線方向を求め、このメッシュ区分と流線を基に

流域を複数の斜面に区分した。図２―４には流域を

斜面に区分する方法を模式的に示した。この方法で

は一つのメッシュに５個（1.25 ）以上のメッシュ

から集水がある場合、このメッシュを河道とするこ

ととした。集水メッシュが４個以下の場合は斜面と

してUSLEによる侵食土量の計算対象とした。斜面

長と勾配は図２―４を参考に、例えば a1～a4のメッ

シュは４個のメッシュから集水して e1メッシュに

図２―３ USLEを用いた森林流域からの流出土砂

量推定モデルの概要

図２―４ 分布型流域の模式図
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注ぐ斜面で、斜面長は a1上端から e1中心までの3.5

メッシュ分の3.5×50ⅿ＝175ⅿである。勾配は a1と

e1の標高差を斜面長で割って算出した。e1と e2の河

道メッシュにおける侵食量は、その面積を接続する

斜面にふるい分けることで考慮した。この方法によ

ってすべての斜面ごとに算出した侵食量の合計値を

流域内における侵食量とした。

USLEモデルを試験流域に適用して流出土砂量

を算出する際に、土壌係数Kは一般的な森林土壌の

値と考えられる0.04とした。傾斜係数 Sと斜面長係

数 Lは図２―４で示した分布型流域を想定して求

めた。保全係数 Pは保全対策がなされていない場合

０とした。降雨係数 Rと年流出土砂量は試験流域の

観測データから計算した。以下に述べるモデル計算

では全てこの値を使用した。

また、USLEで求められる値は斜面における侵食

量であるが、流域からの土砂流出量ではない。この

ため、侵食された土砂のうち流域外まで流出する割

合を表す流達率（DR:Delivery Ratio）の考え方をモ

デルで使用した 。

このモデルを土砂流出量の観測が実施されている

流域に適用し、森林の侵食防止機能を表す C値を求

めた。

ウ 森林流域からの土砂流出量データ

この研究では森林の伐採とその流域からの土砂流

出のデータが必要である。しかし、このようなデー

タを長期間継続して観測している例は極めて少な

い。アメリカ合衆国農務省フォレストサービスの研

究機関では、1962年よりカリフォルニア州北部の森

林流域（キャスパー試験流域）で、森林施業と土砂

流出に関する研究を続けている（図２―５）。データ

の一部は近年一般に公開されるようになったので、

降雨量と土砂流出量、流出量の観測データ、および、

地理情報・森林状態等のデータを使用した。

キャスパー試験流域はレッドウッドを主林木とし

た２次林で、南谷：424 と北谷473 の２流域で降

雨量、流量、流出土砂量等の観測が1962年から継続

され、表２―７に示した施業・管理が行われてきた。

南谷では1967年に当時実施されていたトラクター集

材による木材生産を行うため、谷沿いを中心に林

道・作業道を開設し、1971～1973年に65％の択伐と

集材を実施した。北谷では流域保全に考慮して尾根

沿いに林道・作業道を開設し、ケーブルによる小面

図２―５ アメリカ合衆国農務省フォレストサービス

により、森林流域からの土砂流出量が計測

されているキャスパー試験流域

表２―７ キャスパー流域試験地における施業の経緯
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積皆伐、谷筋の森林での択伐、尾根筋の森林でのト

ラクター集材の３種類の方法を組み合わせて、

1989～1991年に木材生産を実施した。

アメリカ合衆国内務省地質調査所（USDA）は全

米各地の流域で水量と浮遊土砂濃度の観測を行い、

測定結果をインターネット上で公開している。キャ

スパー試験流域近隣の森林流域（グラス流域）にお

けるUSDAのデータも収集し、使用した。

ウ 結 果

ア 植生管理係数による流域単位にみた森林の侵

食防止機能の評価

実測された流出土砂量の経年変化をみると、1980

年代前半までは林道･作業道の建設とトラクターを

使った収材作業のために流域内が荒れており、変動

が大きく土砂量は全般的に多い。これ以降は試験の

ために流域管理が厳しくなり、土砂量は少なくなっ

た。したがって、1964～1980年の前期と1986～1995

年の後期、さらに、1971～1974年の南谷における伐

採直後の３期間に分け、森林の侵食防止効果を

USLEの植生管理係数 Cとして検討した。

ａ 南谷、1964～1980年（伐採時期の４年間は除

く）における森林のもつ C値

表２―７に示したようにこの期間はトラクター集

材のための林道、作業道等が谷筋を中心に開設され、

自然生態系の保全に十分に配慮したとは言えない森

林施業が行われた。図２―６に降雨係数と実測の年

流出土砂量、USLEによる全ての斜面における年侵

食量の合計値を示した。実測年流出土砂量は変動が

大きく、次に述べる北谷における自然生態系保全に

配慮した施業が行われた場合より全般的に多い。こ

の13年間の実測された総流出土砂量は約11,000 で

あった。USLEで算出される値は斜面から侵食され

る土砂量で流域外まで到達する土砂量ではないの

で、単年度ごとの実測流出土砂量とUSLE流域全体

の侵食量は一致しない。しかし、長期的に考えると

斜面から侵食された土砂は河道に達し、流水によっ

て流域外へ運ばれることになり、この期間の総流出

土砂量とUSLEによる侵食量は等しくなると考え

られる。そこで、この13年間のUSLEによる侵食量

が、実測された総流出土砂量11,000 に等しくなる

ように C値0.00144を求めた。この値を用いて各年

のUSLEによる侵食量の推定値も図２―６に示し

た。

USLEによる侵食量は R値の変動に応じて上下

するが、河道流の掃流力にも影響を受ける実測流出

土砂量に比べると変動の幅は小さい。

ｂ 北谷、1986～1995年における森林の持つ C値

この時期、森林施業においても生態系保全への配

慮が強く求められるようになった。こうした背景の

もとキャスパー試験流域北谷では表２―７に示すよ

うに、流域内を出来るだけ撹乱しないような方法で

伐採・集材が実施された。

図２―７に降雨係数と実測年流出土砂量、USLE

による全ての斜面における年侵食量の合計値を示し

た。図２―６に比べると流出土砂量は少ない。また、

この期間、伐採・集材作業、林道・作業道開設等一

切人手の加わっていない南谷の総流出土砂量は2793

、北谷は3591 、単位面積当たりでは南谷で6.59、

北谷で7.59ton/ となり、自然生態系に配慮した施

業の効果が十分に表れている。この期間の北谷の C

値は0.0006となり、斜面からの侵食量は⑴で述べた

図２―７ キャスパー試験流域、北谷における1986―

1995年の実測流出土砂量、USLEによる推

定侵食量、降雨係数Ｒ値（保全型の施業）

図２―６ キャスパー試験流域、南谷における1964―

1980年の実測流出土砂量、USLEによる推

定侵食量、降雨係数Ｒ値（従来型の施業）
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施業を実施した場合より約42％減少する。

ｃ 南谷、1973～1976年における森林の持つ C値

1971年から1973年に行われた択伐とトラクター集

材で、図２―８に示すように1973年から1976年にか

けて多量の土砂流出が生じた。1974年には約4870 /

年に及び、1962年から1995年までの観測期間中の最

大値となっている。この期間以外では南谷・北谷の

両方をみても流出土砂量が2000 /年を越えること

はない。谷筋に林道・作業道を開設し、トラクター

集材で地表を攪乱することが、流出土砂量を極度に

増加させる要因になっている。

この期間中、1971年から1973年にかけて伐採箇所

が順次拡大していったこと、伐採・集材により撹乱

された地表面は、その後年々植生が回復する等の点

を考えると、C値は年ごとに異なる値を示すとみら

れる。そこで、C値を年ごとに算出することとした。

この場合の C値の算出方法は、後述する降雨係数 R

値と渓床の勾配係数θで流達率を求め、実測流出土

砂量を流達率で割ってUSLEによる斜面からの侵

食土砂量の推定値とした。最後に、USLEによって

この推定値が算出できるように C値を定めた。その

結果、C値は1973年に0.0045、1974年に0.004、1975

年に0.0036、1976年には0.003となった。北谷におい

て択伐・集材等が行われた1985から1995年の C値＝

0.0006と比較すると、約7.5～５倍であり、侵食が非

常に発生しやすい状況にある。

イ USLEと流達率による年流出土砂量の推定

結果

図２―３に示したUSLEと流達率を用いる流域

からの流出土砂量推定モデルによって、キャスパー

試験流域の流出土砂量を推定した。この方法では、

前節で求めた C値を用いてUSLEで各年の侵食量

を算出し、その値に流達率を掛けて流域からの年流

出土砂量を推定する。

流達率は流域内の主流路を等距離に区分した各区

間の勾配から計算できる勾配係数θと流路内の掃

流力と一定の関係があると予測される R値を変数

とした。キャスパー試験流域について、実測流出土

砂量とUSLEによる侵食量から各年の流達率を求

め、各年の R値と勾配係数との重回帰分析を行い、

⑴式に示した流達率の式を得た（重相関係数：

0.75）。

DR＝EXP(0.01R＋0.32S－0.531) ⑴………

次に、USLEによる各年の侵食量に DRをかけて

年流出土砂量の推定値を求め、実測流出土砂量と比

較した。結果を図２―９に示した。年流出土砂量が

1500 /年以下の範囲ではバラツキがみられるが、全

体的にみると当モデルによる推定値と実測された値

は比較的良く一致していた。

エ 考 察

ア 土砂流出モデルの他の流域への適用

土砂流出モデルの有効性を検証するために、他の

森林流域にモデルを適用して C値と土砂流出量の

推定を行った。対象とした流域はキャスパー試験流

域から北東方向へ約300㎞のカリフォルニア州北部

の内陸部に位置するグラス流域である。海岸部のキ

ャスパー試験流域に比べると降水量（約1300～220

㎜）が少ないため、森林はマツを中心とした天然２

次林の混交林で比較的貧弱である。流域面積は8000

である。1977～1994年まで入手できた流量と流出

図２―８ キャスパー試験流域、南谷における伐採後

1973―1976年の実測流出土砂量、USLEに

よる推定侵食量、降雨係数Ｒ値（従来型の

伐採・トラクター集材施業が行われた）

図２―９ キャスパー試験流域における実測流出土砂

量と土砂流出モデルによる推定値の比較
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土砂量の観測データは、途中の欠測もある。

観測期間内で流出土砂量データの得られた11年間

の平均年流出土砂量は５ ton/ /年であった。キャ

スパー試験流域北谷の1986年～1995年の平均年流出

土砂量0.76ton/ /年と比較すると非常に多い。C値

をモデルによって計算すると0.0083となった。この

C値は流域内の森林植生が貧弱で、十分に地表を被

覆して侵食を防止する働きが低いことを忠実に示し

ている。また、図２―10にモデルによる推定流出土

砂量と実測流出土砂量の関係を示した。

イ C値の検討

北原（1998)は既往の侵食プロット試験結果から

C値を逆算で求め示している。そこでは天然林では

0.0045～0.115、人工林では0.0012～0.021、通常の

皆伐で0.129という値を示している。今回の研究で得

られたキャスパー試験流域はレッドウッドを中心と

した天然性２次林で、下層植生も多く、大変豊かな

森林植生で、その C値も小さい値になっているもの

と考えられる。特に、自然生態系保全に配慮した森

林管理を行うと、C値は0.0006と非常に小さい値に

なることが示された。

このように、森林の違いや施業の違いによる侵食

に対する影響を C値によって表現することができ

るため、MIとして適していると考えられる。

オ 今後の課題

表２―８に示したように、森林流域の管理状態や

施業によって、また、グラス流域のように森林植生

の違いによっても C値には差が生じる。したがっ

て、異なった種類の多数の森林植生について、他種

類の施業・森林管理条件下の森林について、C値を求

める必要がある。しかし、キャスパー試験流域のよ

うに森林施業と関連づけて長期的・計画的に土砂流

出データを収集している研究は見あたらない。ただ

し、USGSが公表しているような流出土砂量データ

はアメリカ、日本などでは比較的容易に入手できる

ので、これらを利用して特定の森林についての大ま

かな C値を推定することは可能と思われる。この場

合でも、森林施業との関連で C値を求めるのは困難

であろう。

カ 要 約

森林伐採等の開発行為が流域からの土砂流出に与

える影響を評価するため、USLE式と GISを活用し

たモデルを提案した。モデルでは、50ⅿメッシュの

分布型流域を作成し、流線方向から流域全体を多数

の斜面に分割し、全ての斜面にUSLE式を適用し侵

食量を算出。この侵食量は流域内での年間侵食土砂

量であり、このうち流域外に流出する割合を流達率

とし、流達率をUSLE式の降雨係数 Rと主流路の

分割平均勾配 Sを変数とする式で表した。

モデルを試験流域に適用し、森林の侵食防止効果

を表す植生管理係数 C値を求めたところ、林道・作

業道開設やトラクター集材等を行った後は0.00144、

森林伐採・集材直後は0.0045、自然生態系保全に配

慮した管理・施業が実施されている場合は0.0006と

なった。また、観測期間の実測流出土砂量とモデル

で推定した流出土砂量を比較すると、全体によく一

致した。さらに、このモデルを流域面積8000 の大

流域に適用して土砂流出量の実測値と推定値を比較

したところ比較的良く一致し、流域からの土砂流出

の推定には有効な手法であることが示された。

キ 文 献
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図２―10 グラス流域における実測流出土砂量と土砂

流出モデルによる推定値の比較

表２―８ 流域管理、施業方法の違いが流域単位で算

出した植生管理係数に与える影響
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⑷ 焼畑分布地域における土砂崩壊・土壌侵食発生

危険度評価とMIの策定

ア 目 的

近年の焼畑面積の増加は、伝統的な移動耕作農民

の人口増だけではなく、商品農作物生産を行う定住

農家や移住民によるところも少なくない。焼畑営農

は、土壌条件や気候条件によっては土壌侵食や土壌

崩壊を誘発し、耕作放棄後の植生回復を著しく阻害

する場合もある。本研究では、こうした焼畑を抱え

る熱帯諸国を対象に、土砂崩壊・土壌侵食発生危険

度評価を行い、焼畑の土地資源・地力へ及ぼす影響

を流域単位で評価するMIを策定する。

イ 研究方法

インドネシア共和国スマトラ島中部のカンパル川

中流域を対象に、現地調査、衛星画像解析による焼

畑分布の実態を把握した。さらに、衛星画像の解析

結果をもとに米国農務省で開発された汎用土壌損失

推算式 RUSLE（Revised Universal  Soil  Loss
 

Equation）を適用して、対象地域の土壌侵食量を推

定し、これに基づいてMIを提案した。

ウ 結 果

ア 焼畑分布の実態

カンパル川中流域に位置するコトパンジャンダム

を流末とする総面積33万 のダム集水域を調査対象

地区とし、４時期の衛星画像（1985.6、1989.7、

1992.6、1994.7）による土地被覆判読を行った。①

ダムの取付道路やスマトラ横断道路周辺における焼

畑による土地被覆変動が顕著である、②アクセスの

悪い場所においても焼畑による土地被覆変動パター

ンが散見される、を確認した。対象流域の焼畑分布

の経年変化を図２―11に示す。

イ 土壌侵食量の推定とMIの提案

RUSLEにより支流域ごとの土壌侵食量を推定

し、これをもとに対象流域における土地劣化の現状

を示す「土壌侵食危険地域面積率」と土地劣化の進

図２―11 焼畑分布の経年変化
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行度合いを示す「土壌侵食危険地域面積変化率」を

MIとして提案する。土壌侵食危険地域面積変化率

の算出法は以下の通りである。① RUSLEによる土

壌侵食量を画素ごとに算出する、②地域の実状に則

した侵食許容量を設定する、③現状の土壌侵食量が

侵食許容量を越える土壌侵食危険地域の画素を抽出

し、流域または地域区分ごとに「土壌侵食危険地域

面積率」を算出する、④複数年の衛星画像を用いて、

それぞれ土壌侵食危険地域面積を求め、その経年変

化を示す適当な近似式を求める、⑤現時点での近似

式の傾きを「土壌侵食危険地域面積変化率」として

算定する。図２―12に支流域ごとの土壌侵食危険地

域面積率を、図２―13に土壌侵食危険地域面積変化

率を試算した結果を示す。

エ 考 察

本地区の焼畑の大半は「ガンビル」（染料の原材料

として主にインド向けに輸出されている当該地域の

特産品）の植栽によるものであり、貿易の影響がア

クセス困難地帯にも及んでいる典型的な事例と考え

られる。さらに、ダム取付道路等によるアクセスの

改善は焼畑面積の急増を惹起しており、適切な流域

管理を実施するには、流域内の空間的・経時的モニ

タリング及びMIの開発が不可欠である。

土壌侵食が土地資源量や環境に及ぼすインパクト

は、国や地域社会における農業の位置づけや営農形

態等によって相対的に変化するため、土壌侵食量の

みでは、国や地域間で土地資源や地力を比較評価す

るためのMIとして十分な機能をもっているとは言

い難い。そこで、上述の通り、土壌侵食危険地域の

面積率及び面積変化率をMIとして提案した。本

MIは、①地域特性に応じた許容侵食量を設定する

ことにより、農業システムの違いや国や地域社会に

おける農業の位置づけを反映した評価が可能であ

る、②対象地域や流域の規模に依存しないマルチス

ケールの指標である、③対象地域の変動傾向を示す

指標であるなどの利点を有する。反面、許容侵食量

の設定方法によって、評価結果が異なるなどの問題

点を有しているが、少なくとも同一の基準で許容侵

食量が設定された場合は、土壌侵食危険度の空間

的・定量的な比較が可能であり、土地保全計画策定

等の政策に活用することができる。

オ 今後の課題

提案したMIの算定には、ランドサット TM デー

タを用いたが、流域規模が数百㎞四方以上の大流域

に適用するには、より低コストなNOAAデータ等

の広域・低解像度データによる算定手法の確立が必

要である。

カ 要 約

熱帯の焼畑分布地域における土壌侵食危険度を流

域単位で評価する方法ならびにMIの算定手法を提

案した。開発したMIは土壌侵食危険地域の面積率

及び面積変化率で定義され、地域特性に応じた評価

や対象流域の規模に依存しないマルチスケール評価

が可能などの利点を有している。

（上村健一郎）

⑸ 半乾燥地の塩類集積予測のためのMIの策定

ア 目 的

塩類集積は乾燥地及び半乾燥地では深刻な問題で

ある。塩類集積が起こるメカニズムは概ね解明され

ており、水、土壌に塩分が含まれているために引き

起こされるものと、不適切な水管理などによって引

図２―12 土壌侵食危険地域面積率の試算例

図２―13 土壌侵食危険地域面積変化率の試算例
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き起こされる二次的なものに分類される。しかし、

問題解決は簡単ではない。同じ地区でも集積と非集

積が混在している場合もあり、深刻な被害を被って

いる地区の隣で生産を続けている地区もある。塩類

集積は自然科学、工学的な原因だけでなく経済、社

会、営農に起因して程度が異なる場合も多いと考え

られる。そこで、塩類集積地区で既に行われた調査

結果を基に塩類集積と各種因子の間の関係を検討し

た。これらを発展させれば、塩類集積の予測を行う

ことが可能となる。

イ 研究方法

IWMI-Pak（国際水管理研究所パキスタン支所）

では半乾燥地の水管理に関する調査が行われ、デー

タは CD-ROM としてまとめられている（Samia et.

Al, 1998)。調査地区はパキスタン南西部の Chis-

tianで、地区の位置を図２―14に、調査項目を表２

―９に示した。Chistianはパキスタン南部に位置

し、総面積1,500 、総人口486,000人（1994年推測）、

主要生産物は綿花、小麦である。年間の平均降水量、

潅漑水量及び可能蒸発量は各々189、522、1,165㎜、

乾燥気候帯に属する。夏は暑く、比較的多雨で（150

㎜程度）、冬は冷涼で乾燥（降雨量40㎜程度）してい

る。平均地下水位は比較的深く２～10ⅿといわれて

いる。

調査項目から塩類集積に関する項目を抽出し、塩

類集積を表すパラメータとその他の要因の関係を統

計的に解析した。項目は土壌、水質、気象条件が中

心であるが、耕作委託状況、土地所有などの営農、

社会的な情報も含まれている。

ウ 結果と考察

表２―10は Chistian地区の塩類集積の概要（塩類

集積地の面積割合及び耕作放棄地の割合）を示した。

全体の事象数は500近くである。その中で50％以上の

面積が塩類集積に冒されている事象の割合は

15（12.8）％程であった。塩類集積が見られない地

区数はわずか7.2％しかなく、対象地では塩類集積が

問題となっている。耕作放棄された地区の割合は全

体で６％であり、塩類集積と無縁ではない。

表２―11は井戸水の水質とその深さの関係を示し

た。井戸水の水位は季節変動するために詳細な調査

が必要であるが、今回の調査は６月で、一般に地下

水位は潅漑により上昇している。表２―11は、地下

水の㏗と電気伝導度（EC）を用いた水質区分で、概

ね”S”付きの数字が上がるほど水質の悪化を示す。

地下水位は4.5～6.0ⅿの事象が最多であり、比較

的深かった。地下水位が1.5ⅿより下がると最良カテ

ゴリー S1の割合は急激に減少した。しかし、地下水

位がさらに下がってもその割合は変動が少なかっ

た。一方、最悪の水質である S8の割合は水位

1.5～3.0ⅿで最大で、この深さに塩分を多量に含ん

だ層の存在が推測される。

表２―12は塩類集積と社会、経済的な要因の相関

係数を示した。塩類集積を表す指標として20％以上

の面積が塩類集積に侵されている事象の割合（％）

を用いている。一般に、塩類集積とこれらの指標の

決定係数は小さく、比較的相関が高い因子である水

路長においても、0.1程度であった。この傾向は、耕

作放棄されていた割合についても同様であった。

エ 今後の課題

今回の調査では塩類集積と社会、経済的な要因と

の間に有意な関係は見られなかったため、MIの策

定はできなかった。今後、更に信頼性の高いデータ

を用いて異なる地区を調査し、事例を増やす必要が

ある。

オ 要 約

塩類集積と関連するいくつかの要因をパキスタン

南部 Chistianに関するデータセットを用いて解析

した。その結果、塩類集積に関する幾つかの事実を

解明した。また、塩類集積と営農、社会、経済的な

要因の相関関係を検討した。しかし、今回用いたデ

ータでは双方に有意な相関は見られなかった。

カ 文 献

１)Samai Ali et.al.(1998),GIS Methadata for
 

an Irrigation system (Vol.1,Vol.2),IIMI

（凌 祥之）図２―14 Site Map of Chistian Sub Division.
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表２―９ Dataset

表２―10 Salinized area
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２．農林産物の輸出入に伴う土壌養分の収奪と

蓄積

⑴ 畜産物及び家畜飼料の輸出に伴う土壌養分の収

奪と蓄積の評価

ア 目 的

畜産物及び家畜飼料の主要な輸出国では、輸出に

伴って土壌養分の収奪や集約的な畜産から発生する

家畜排泄物による地下水汚染などが危惧されてい

る。本研究では、畜産物及び家畜飼料の主要な輸出

国のうち、アメリカ合衆国、デンマーク及びアルゼ

ンチンを対象に、畜産物及び家畜飼料の生産とこれ

らの輸出による土壌養分収支の変化を、特に窒素を

指標にして文献・資料や現地調査により評価する。

イ 研究方法

農耕地を対象として、窒素の投入源として家畜排

泄物と化学肥料、搬出として収穫物を想定し、Sur-

face balance methodに基づく土壌養分収支評価を

試みた。評価の概要を図２―15に示す。家畜排泄物

は、実際に農耕地に施用されているとは限らないが、

揮散するにせよ溶脱するにせよ、環境負荷の原因に

なると考えられる。窒素固定および大気降下物によ

る投入は、情報不足のため考慮していない。各国の

農業統計を用いて解析を行った。すなわち、各国行

政区分における各畜種別の飼養頭羽数から排泄物中

の窒素量を求め、各行政区分における農耕地面積を

もとに、農耕地への家畜排泄物窒素負荷量を求めた。

また、各行政区分での化学肥料の使用量をもとに、

農耕地への化学肥料中窒素の平均施用量を求めた。

さらに、各行政区分での作目別収穫量に窒素含量を

乗じて、農耕地からの窒素の搬出量を求めた。これ

らデータを基に、化学肥料と家畜排泄物を投入量、

収穫物を搬出量として、農耕地１ 当たりの窒素収

支を求めた。

ウ 結 果

ア アメリカ合衆国

農業センサス（1992年）データを用い、各州にお

ける家畜排泄物窒素の農耕地への負荷量を図２―16

に示した。全米での負荷量は21㎏N/ /年であっ

た。負荷量の高い州は、コネティカット州（63）、ペ

ンシルベニア州（55）、ウィスコンシン州（48）、バ

ーモント州（45）及びノースカロライナ州（40）な

どであった。

負荷量の比較的高かった州について、各郡におけ

る家畜排泄物窒素の農耕地への負荷量を求め、図２

―17に示した。負荷量が100㎏N/ /年を越える郡

は、コネティカット州で５、ペンシルベニア州で３、

表２―11 Relationship between water quality and depth of tube-well（DTWO96J).

表２―12 Correlation coefficient(R)to Soil salin
 

ity percentage

-

図２―15 Surface balance methodに基づく土壌養

分収支評価の概要
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ウィスコンシン州で２、バーモント州で２、ノース

カロライナ州で18を数えた。また、コネティカット

州のニューロンドン郡：343、ペンシルベニア州のラ

ンカスター郡：245、ノースカロライナ州のデュプリ

ン郡：245、サンプソン郡：204と畜産の偏在による

負荷量の地域的な差が顕著であった。

次に、インディアナ州の例を示す。インディアナ

州は穀倉地帯に位置し、トウモロコシ（穀実用）が

全米50州中５位、ダイズが４位の生産高、一方、豚

が全米５位、鶏が４位と中小家畜の飼養頭羽数の多

い州であり、最近畜産による環境問題が大きい。各

郡における農耕地１ 当たり化学肥料窒素投入量を

図２―18に示した。州全体では、約84㎏N/ /年で

あった。また、各郡における農耕地１ 当たりの家

畜排泄物中窒素負荷量を図２―19に示した。州平均

は約28で、化学肥料投入量に比べて低いが、もっと

も高い Elkhart郡では約84と化学肥料に近い。各郡

における農耕地１ からの収穫物窒素搬出量を図２

―20に示した。州全体では96㎏N/ /年であった。

図２―16 アメリカ合衆国の各州における家畜排泄物

中窒素の農耕地への負荷量

図２―17 負荷量の高い州の各郡における家畜排泄物

中窒素の農耕地への負荷量

図２―19 インディアナ州の各郡における家畜排泄物

中窒素の農耕地への負荷量

図２―18 インディアナ州の各都における化学肥料中

窒素の農耕地への負荷量
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投入量として化学肥料と家畜排泄物、搬出量とし

て収穫物を考慮した場合の、各郡における農耕地１

当たり窒素バランスの推定結果を図２―21に示し

た。州全体の平均は＋19㎏N/ /年であったが、－

29（Vanderburgh郡）から＋76（Washington郡）

まで差があった。

イ デンマーク

デンマークの各郡における農耕地１ 当たり家畜

排泄物中窒素負荷量を図２―22に示した。飼養頭羽

数の多いユトランド半島の郡で負荷量の高い傾向が

みられた。国平均では114㎏N/ /年、負荷量の最も

低いHovedstadsregionenで45、最も負荷量の高い

Viborg郡で151、ユトランド半島全体では132であ

った。

投入量として化学肥料と家畜排泄物、搬出量とし

て収穫物を考慮した場合の、各郡における農耕地１

当たり窒素バランスの推定結果を図２―23に示し

た。国全体では＋127㎏N/ /年、バランスの最も低

い Storstroms郡で＋64、最もバランスの高い

Viborg郡で＋159であった。畜排泄物中窒素の負荷

量が高い郡の窒素バランスが高くなる傾向にあっ

た。これは、家畜排泄物が環境負荷に大きく影響し

図２―20 インディアナ州の各郡における収穫物によ

る窒素搬出量

図２―21 インディアナ州の各郡における窒素バランス

図２―22 デンマークの各郡における家畜排泄物中窒

素の農耕地への負荷量

図２―23 デンマークの各郡における窒素バランス

― ―132



ていることを示している。

ウ アルゼンチン

アルゼンチンは世界有数の畜産国であるが、口蹄

疫の汚染地帯のためこれまで畜産物の輸出に制約が

あった。しかし、最近は輸入子ウシ以外からは口蹄

疫の発症がみられず、対日輸出などが検討され始め

ている。このため、肉質向上の観点から、放牧を主

体とした生産から補助飼料を用いた集約的な畜産へ

の移行が進みつつある。したがって、今後畜産によ

る環境問題が深刻化する可能性が高い。

アルゼンチン各州における農耕地１ 当たりの化

学肥料窒素投入量を図２―24に示した。国全体では、

約３㎏N/ /年であった。また、各州における農耕

地１ 当たりの家畜排泄物窒素負荷量を図２―25に

示した。国全体では22㎏N/ /年であり、わが国及

びデンマークの平均値である127及び114に比べると

かなり低い値で、アメリカ合衆国の21に比べて僅か

に高い。負荷量の最も高い州は La Rioja州で119、

最も低い州は Santa Cruz州で３であった。

各州における農耕地１ からの収穫物中窒素搬出

量を図２―26に示した。国全体では15㎏N/ /年で

あった。

投入量として化学肥料と家畜排泄物、搬出量とし

て収穫物を考慮した場合、各州における農耕地１

当たりの窒素バランス推定結果を図２―27に示し

た。国全体の平均では＋10㎏N/ /年であったが、

最も低い Santa Fe州の－19から、最も高い La
 

Rioja州の＋122まで大差がみられた。

エ 考 察

各国の農耕地を対象として、窒素の投入源として

家畜排泄物と化学肥料、搬出として収穫物を想定し、

Surface balance methodに基づく土壌養分収支評

価を試みた。グローバルな視点からの物質循環を評

価する手法としては、この他に Farm-gate balance
 

methodが用いられるが、この方法ではより詳細な

データを用意する必要があることから、Surface
 

balance methodがよく用いられている。OECDの

図２―24 アルゼンチンの各州における化学肥料中窒

素の農耕地への負荷量

図２―25 アルゼンチンの各州における家畜排泄物中

窒素の農耕地への負荷量
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養分収支に関する農業環境指標としても用いられて

いる。

今回推定した３カ国の土壌養分収支を表２―13に

まとめた。デンマークが投入量、搬出量および収支

とも最も大きく、アメリカ合衆国、アルゼンチンは

いずれも低い値を示した。我が国の家畜排泄物窒素

負荷量は、128㎏N/ /年と推定されており、デンマ

ークとほぼ同じレベルにある。我が国における家畜

排泄物の負荷量と、作物別の代替率、肥効率などを

考慮した窒素施用可能量との差から、収支は＋45と

推定される。現状では、化学肥料窒素の施用量は125

程度あり、我が国の窒素収支はデンマークなみであ

ると考えられる。

オ 今後の課題

本研究では窒素に注目して養分収支を求めたが、

実際の窒素収支を考えるためには、他の窒素供給源

（窒素固定、大気降下物など）からの供給を考慮す

る必要がある。国によってはリンを問題にするとこ

ろもあり、リンの土壌養分収支を検討する必要があ

る。リンについては、窒素よりもフロー推定が容易

であろう。

今回の推定では、行政区分が細かくなるほど、収

支のばらつきが大きくなる傾向がある。国間での比

較の際にはこの点に注意する必要がある。また、各

国の統計データを用いたが、国によって項目やデー

タの性質が異なる場合があり、注意を要する。FAO

などのデータを用いることでデータの性質の差は軽

減されると考えられる。しかし、国内のより詳細な

図２―26 アルゼンチンの各州における収穫物による

窒素搬出量

図２―27 アルゼンチンの各州における窒素バランス

表２―13 土壌養分収支推定結果のまとめ
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検討を行うためには、国内のデータを用いざるを得

ない。

カ 要 約

農耕地を対象として、窒素の投入源として家畜排

泄物と化学肥料、持出先として収穫物を想定し、Sur-

face balance methodに基づく土壌養分収支を評価

した。主要畜産国としてアメリカ合衆国、デンマー

クおよびアルゼンチンを対象に、各国の農業統計を

用いて解析した。各行政区分における畜種別の飼養

頭羽数から排泄物窒素量を求め、農耕地面積をもと

に、農耕地への家畜排泄物中窒素の負荷量を求めた。

また、各行政区分での化学肥料の使用量をもとに、

化学肥料窒素の平均施用量を求めた。さらに、各行

政区分での作目別収穫量に窒素含量を乗じて、農耕

地からの窒素の持出量を求めた。これらを基に、化

学肥料と家畜排泄物を投入量、収穫物を持出量とし

て、各行政区分での農耕地 当たりの窒素収支を求

めた。家畜排泄物は、実際に農耕地に施用されてい

るとは限らないが、揮散するにせよ溶脱するにせよ、

対象地域の環境負荷の原因になると考えられる。窒

素固定および大気降下物による投入は、情報不足の

ため考慮されていない。搬出量としては、収穫物に

よるものを考慮している。

アメリカ合衆国インディアナ州の各郡における農

耕地 当たり窒素収支を推定した結果、州全体で

は＋19㎏N/ /年であったが、－29（Vanderburgh

郡）から＋76（Washington郡）まで差があった。デ

ンマークの各郡における農耕地 当たり窒素収支

は、国全体では－6㎏N/ /年、収支の最も低い

Ribe郡で－106、最も収支の高い Bornholm郡で＋

66と推定された。また、アルゼンチンの各州におけ

る農耕地 当たりの窒素収支を推定結した結果、国

全体の平均では＋10㎏N/ /年であったが、最も低

い Santa Fe州の－19から、最も高い La Rioja州

の＋122まで大きな差がみられた。
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⑵ 主要国（農産物輸出国）における養分収支MIの

策定

ア 目 的

農産物輸出において特徴のある国々に焦点をあ

て、食料・飼料の輸出ならびに化学肥料施用に伴う

土壌養分収支を解析し、養分収支指標（MI）を策定

する。これら指標が各国においてどのような形で環

境や農業に現れているかを把握し、MIと環境デー

タとの関連を検討する。また、発展途上国で養分収

奪が問題となる国における養分収支の実態とMIに

よる評価との関係を検討するケーススタディとし

て、マリ共和国南部の畑、水田、原野などの土壌の

化学性等を調査し、実態とMIとの関連を考察する。

あわせて、これらに使用するデータ、解析や結果の

表示などのプロセスを、比較的コンパクトなシステ

ムとして携帯用パーソナルコンピュータ上に組み込

んで、養分収支MIの算出と解析、結果の表示を迅

速・容易に扱えるようにする。

イ 研究方法

FAOの農業統計（FAOSTAT）から食糧需給表及

び関連農業統計 、日本食品標準成分表 、日本標準

飼料成分表 等を用い、各国の養分収支にかかわる

複数の指標をMIとして計算し、それぞれの特徴を

検討して意味づけた。

選られたMIの特徴・意味づけを検討するため、デ

ータそのものの解析の他に、次の検討を行った。

⑴ 窒素過多の国の多いヨーロッパを対象に、窒

素貿易収支とアンモニア降下量との関係を解析し

た。データとして、ヨーロッパのアンモニア降下量

分布（ECETOC、1994）を国別に集計した。

⑵ 長年にわたる西欧への輸出を続け、現在は低

投入低収奪の国としてマリ共和国を取り上げ、同国

南部の代表的な畑、水田、原野の表土（５㎝）を採
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取し、現地において「新型土壌養分検定器（富士平

工業）」により簡易分析を行った。比較対照として、

農業環境技術研究所構内の畑、水田、アカマツ林の

表土を同様に分析した。得られた分析値と養分収支

の結果の関連を検討した。

ウ 結 果

養分収支を国毎にマクロに評価するために、食

料・飼料に伴う窒素（リン、カリウムもデータベー

ス化したので扱うことが可能）の輸出量（U）、輸入

量（U）、それらの差に相当する貿易量収支（U）、

化学肥料消費量（U ）、後２者の和（U）をとりあげ、

さらに、これらを農地面積、農耕地（農地＋牧野）

面積（L）、人口（L）などで除したものを計算し、

MI：B ＝U/L、（i＝1,…5、j＝1、2）としての可

否の検討を加えた。農耕地面積で除したMIは、農業

生産を評価する上で、また、人口で除したMIはライ

フスタイルなど生活に基づく評価をする上で特に重

要と考えられ、本課題におけるMI群とした。

養分収支解析システム上では、画面の指示に従っ

て FAO統計の取り込み、MIの算出等ができ、準備

された図表示の他に、Excelソフトなどにより好み

の図を作ってプレゼンテーションができる。

対象国の中から代表的な国につき窒素の純貿易収

支、化学肥料施用量、それらの和及び人当貿易収支

を図２―28に示した。窒素化学肥料の農耕地 当り

消費量は、オランダ、韓国が高く、次いでデンマー

ク、日本とつづく。農耕地 当り（貿易収支＋化学

肥料）窒素量では、化学肥料消費量の多寡が効いて、

輸入国では化学肥料の多い国がやはり多く、輸出国

でもデンマーク、英国、フランスなどがプラスの比

較的大きな値を示した。ニュージーランドは、わず

かながらマイナス（地力の持出し）であった。

一人当り窒素の純貿易収支を求めると、オランダ

が多く、ついでスイス、日本の輸入量が多く、輸出

量が多い国は、オーストラリア、デンマーク、カナ

ダ、ニュージーランドなどであり、単位面積当りの

場合と異なる国が上位にランクする。

上記MIの数値が、どのような形で環境と関わっ

ているかを数値等で把握し、MIの有効性を明らか

にする一例として、ヨーロッパ主要国のアンモニア

（NH ＋NH ）降下量を取り上げ、各指標との相関

係数を求めた。その結果、貿易収支との間に0.794、

化学肥料消費量との間に0.748、貿易＋化学肥料（図

２―29）との間に0.866の相関が認められた。このこ

とから、降下アンモニアの多くが農業起源であると

推測された。

マリ国の穀物収量は、独立以来、上昇傾向にある

とはいえ、水準は全般に未だ低い。食料システムに

おける窒素の国別平均収支によると、マリの場合、

作物等による収奪が７㎏N/ に対し、化学肥料は

ほとんど施用されていない（0.3㎏N/ ）。日本は、

各々135、117㎏である（1990年）。

マリ南部の９地点（農耕地は作付け跡地）におけ

る土壌の交換態養分は、古い堆積岩起源の土壌のた

め、低レベルの傾向にある。今回の調査からは、作

物の種類による土壌養分の違いは明らかでなかっ

図２―28 農耕地面積当たり貿易収支、化学肥料消費量、それら合計（㎏N/ ）及び人当貿易収支

（プラスが輸入；㎏N/人）
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た。輸出換金作物である綿花畑は、化学肥料が施さ

れているが土壌養分含量は高くなかった。日本の作

物生産は肥料依存型、マリは土壌（肥沃度）依存型

である。

エ 考 察

国単位の養分収支を問題にする場合、国土に出入

りする養分、すなわち、国境や大気・土壌圏の境界

を越えて出入りする養分を評価することが基本であ

る。とりわけ、人為に依存する食料・飼料貿易と化

学肥料施用量が重要である。食料および飼料の輸出

国においては輸出される養分が収奪され、肥料によ

る補塡が無ければ土壌の疲弊が起こり、他方、輸入

国の側では、養分収支が過多に及ぶ場合、地下水汚

染や陸水の富栄養化、大気汚染、温暖化ガスの放出

など過剰蓄積の害が発生する。また、化学肥料の過

剰施用害が問題となっている国もある。

本課題で提案した農耕地単位面積当りの指標は農

業実態を、人当貿易収支はより広く各国の経済状況

をそれぞれ良く反映している。

オ 今後の課題

ア アンモニア降下量と畜産廃棄物量との相関関

係を検討しておく必要がある。

イ 当初、予定した予測については、必要な情報

が極めて得にくかったため、この研究期間では取り

組むに至らなかった。情報の整備により可能と考え

られる。

ウ FAOのデータに、確度の低い場合（国や年度）

があるので対策が望まれる。

エ 貿易量には水産物も含まれる。水産物は、養

分の国土還元の対象にはなるが、国土からの収奪の

対象ではないので、活用の場面によってはそれを除

くことも必要となる。

カ 要 約

食料・飼料に伴う窒素（リン、カリウムも扱うこ

とが可能）の輸出量、輸入量、貿易量収支、化学肥

料消費量および後２者の和をとりあげ、これらを農

地面積、農耕地（農地＋牧野）面積、人口などで除

したものを計算しMIとした。これらのなかで農耕

地面積で除したものは、農業生産を評価する上で、

また、人口で除したものは食生活等を評価する上で

特に重要と考えられた。各MIを国ごとに図示して

比較すると、各国の相対的順位等が明瞭になり、養

分過多の国、持ち出しの多い国などがよく分かる。

得られたMIと環境との関係の検討では、アンモニ

ア降下量と農耕地当り窒素貿易収支との関係から、

降下アンモニアが主として農業由来であることなど

がよく理解できた。各MIが低い値を示したマリで

は、簡易分析の結果に照らして、地力依存型農業が

展開されていると考えられた。さらに、データ及び

MI群の解析、プレゼンテーションのためのパソコ

ン・システムを整備した。
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図２―29 ヨーロッパ主要国の窒素効果量と「化学肥

料＋貿易収支」の関係
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第２章 土壌流亡に関わるMIの策定

１．森林における土壌流亡

⑴ 森林開発による加速侵食の実態調査と森林の侵

食防止機能の評価

ア 目 的

国内に於ける森林施策は、戦中・戦後の木材生産

偏重から、水資源涵養、保健・休養、生態系保全へ

と重点が遷移してきた。これに伴って森林施行形態

も、森林土壌や河川生態系保全の観点から、表面侵

食・浮遊土砂発生防止を考慮したものが求められて

いる。世界的には、熱帯や半乾燥地域で観られる焼

き畑や略奪的な森林伐採、あるいは耕地造成に伴う

広域の森林破壊による表面侵食への影響は激堪であ

る。そして侵食の発生が広域にわたると、地表流の

集中による流水の侵食力が増加して、表土のみなら

ず地盤の流失をもたらし、水資源、気候、食料生産

に大きな打撃を与えている（写真１）。

山地における表面侵食の危険度を、気象、土壌、

地形、植生などの条件毎に予測して防止対策を立て

ることが、森林の持続的な利用を可能にすると伴に、

今後の循環型社会を創造する上で重要なポイントに

なると考えられる。

以上の背景の下に、森林地における土壌流亡にか

かわるMI（マクロインディケーター）の策定を行う

ため、USLEの山地森林への適用を検討する。USLE

は米国農務省により開発された農地からの表面侵食

量予測式であり、多くのプロットでの観測例から導

かれた以下の経験式である（Wischmeier,1976、あ

るいはUSDA,1978)。

A＝R・K・L・S・C・P ⑴

ここで、A：年間侵食土砂量（ton/ ）、R：降雨係

数（㎡･tonf/ /hr）、K：土壌係数（ton･hr/㎡/

tonf）、L：斜面長係数、S：傾斜係数、C：植生係数、

P：保全係数。

USLEは簡便かつ広域的に適用できる手法であ

り、森林での侵食危険度を評価するには最適の手法

と考えられる。しかし、実際に適用された例はごく

わずかであり、その適用には解決すべき課題が幾つ

かある。例えば、農地に比較して山地では斜面長・

傾斜が大きく、その適用性が不明である。また、様々

な森林植生や侵食防止工の影響が C と Pにどう反

映するのか未定である。さらに、森林荒廃跡地の植

生回復に伴う C の経年変化も考慮しなければなら

ない。そこで、本研究ではこれらの点に関して、プ

ロット試験データならびに既往文献の調査から山地

森林での表面侵食危険度評価モデルを開発すること

を目的とする。

森林は表面侵食の発生を抑えると伴に、表面侵食

により発生した浮遊土砂の流下を阻止する機能（緩

衝機能）も有する。これは地表を流下してきた濁り

水が、樹林帯の土壌を通過する間に濾過されるため

である。森林からの流出土砂量を適切に予測すると

ともに、浮遊土砂の流下防止対策を講ずるためには、

この緩衝林帯の浮遊土砂流出阻止機能の定量的な評

価を行う必要がある。そこで、林床の浮遊土砂濾過

機能を実験的に解明するとともに、緩衝林帯の浮遊

土砂阻止に関わるMIの策定も併せて行う。

イ 研究方法

侵食観測プロットは、群馬県水上町大利根国有林

内に設置した（図２―30）。このプロットは、ブナ択

抜後にササの繁茂した不成績更新地の天然下種更新

を図るため、大型機械を用いてササのかき取り跡地

に設置したものである。標高は1500～1600ⅿに位置

し、周囲はブナ・ミズナラ等の択伐跡地であり、サ

サが旺盛に繁茂し後継樹の発生が殆どみられない。

土壌は黒ボクで、年降水量1,800㎜、最大積雪深2.4

ⅿとなっている。ササのかき取りは裸地が長い距離

にわたり連続しないよう市松模様状に７×６ⅿ

～３×３ⅿの方形で行った。侵食土砂量観測のため、
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かき取りプロットと非かき取りプロット（ササ生区）

の下端にそれぞれ大型の土砂受け樋を設置した（図

２―31）。侵食土砂の回収は毎年概ね３回ほど、５年

間継続して行った。観測プロットの諸元を表２―14

に示す。さらに、プロットから1㎞程の箇所に設置さ

れた、水資源開発公団の気象観測所のデータを取り

寄せ、R の算定資料とした。

文献資料については、USLE中の Cならびに P

を算定するため、山地森林を対象にした野外侵食試

験資料から、自然斜面を用いて半年以上継続観測を

行って、裸地区と植生区あるいは裸地区と侵食防止

工区とが隣接して設置されたものを抽出した。

さらに、緩衝林帯の浮遊土砂濾過機能を解明する

と伴に、樹種による濾過能力の違いを定量評価する

ため、森林土壌ならびに幾つかの樹種の落葉を濾材

として用いた浮遊土砂濾過実験を行った。実験方法

を図２―32に示す。

ウ 結 果

図２―33に各プロットでの表面侵食量の経年変化

を示す。ササ区からの侵食量はかき取り後１年目か

ら草地レベルとなり、２年目以降は林地レベルにま

で減少した（川口、1951)。ササのかき取りにより

裸地化したプロットからの侵食量は２年目までは大

きな値で推移しているが、３年目以降経年的に減少

して、６年目では草地あるいは林地レベルにまで減

図２―30 侵食観測プロットの位置

図２―31 表面侵食観測プロット概略図

表２―14 表面侵食土砂観測プロット諸元

図２―32 森林土壌を濾材に用いた濁水濾過実験の様

子。濾過前後の濁水中の浮遊土砂濃度を比

較することにより濾過機能を定量的に評価

した。

図２―33 各プロットの表面侵食量の経年変化
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少した。

次に、USLEの Lと Sに関する山地森林におけ

る適用性についての検証結果を示す。図２―34に斜

面長と侵食量の関係（石川ほか、1962)ならびに L

による算定値を示す（北原ほか、1998)。USLEは

斜面長以外の他の諸条件が同一ならば、図中の Lは

⑵により示される。

A＝3.97 l ⑵

図に示したように、⑵式は実測値と適合性がよいの

で Lの算出方法は妥当なものと判断された。

また、図２―35にプロット試験による実測の傾斜

角と侵食量との関係並びにUSLEの Sによる算定

値を示す。図中の曲線は、他の諸条件が同一とする

と⑶式により示される。

A＝1.2S ⑶

図に示されたように、急傾斜地に於いてもUSLEが

適用できることが明らかとなった。

また、代表的な林相に対する C 値ならびに侵食防

止工の P値を文献（北原ほか、1998ならびにOkura
 

et al、2000) ならびに一部プロット試験結果より

算定し、表２―15に示した。C については、人工幼

齢林で値が大きくなる、あるいは林床植生の繁茂に

より１オーダー程度小さくなる傾向が認められた

が、その他の場合には天然林と人工林の間で顕著な

差異はなかった。

次に、図２―36に針広混交林のA層ならびにA

層を濾材として用いた濁水濾過実験結果を示す。図

中の阻止率λは⑷～⑹式から算定される。

C
z
＝－λC ⑷

C：浮遊土砂濃度、z：濾層の厚さ、λ：阻止率

境界条件 z＝０の時、C＝Cのもとで⑷式を解くと

⑸式が得られる（水処理工学、1993)。

λ＝
ln 
C
C
 
z

⑸

ここで、濾材となる土壌は水分条件・密度条件等に

表２―15 植生係数 C と保全係数 Pの例

図２―34 斜面長と侵食量の関係

図中の曲線はＡ＝3.97 lにより求めた。 図２―35 斜面傾斜と表面侵食量の関係
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より、厚さのみで阻止能を評価出来ない。そこで、

zの変わりに乾燥質量により評価するものとし、⑹

式に示す。

λ＝
ln 
C
C
 
m

＝
ln 
C
C
 
z･ρ

⑹

m：濾材質量、ρ：濾材密度

図よりA層のλはA層よりも大きく、A 層の緩衝

林帯機能に及ぼす影響が大きいことが明らかとなっ

た。

そこで、樹種の違いがA層の阻止率に及ぼす影響

を検討するため、広葉ならびに針葉数種の落葉を濾

材として行った浮遊土砂濾過実験の結果を図２―37

に示す。図より、広葉樹あるいはササの落葉層の方

が針葉樹に比べて約２倍の濾過能力を有する。広葉

では針葉よりも表面濁水の滞留時間が長くなり、よ

り多くの浮遊土砂を葉の上に蓄積できるためと考え

られる。

エ 考 察

図２―33で裸地区の侵食量が経年的に減少したの

は、ササのかき取り後３～４年目頃からササ、ブナ

の稚樹ならびにその他雑草木の裸地への侵入が進

み、５～６年経過すると植生による被度がほぼ100％

にまで回復したためとと考えられる。

この侵食量の経年変化を予測するために、図２―

38に示す植生回復モデルを用いて、C の経年変化予

測モデルを開発した。微少時間内の植生回復面積 S

は図中の記号を用いることにより⑺式のように表さ

れる。

S＝a・ t・l ⑺

図２―36 森林土壌のＡ層ならびにA層を用いた濁

水濾過実験結果

図２―37 コナラ、シラカシ、ササ、アカマツ、スギ、

ならびにヒノキの落葉を濾材として用いた

濁水濾過実験結果

図２―38 矩形裸地面上における周囲からの植生侵入

モデル概念
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ただし、

l＝L－２・f ・a・t ⑻

ここで、L：初期プロット周囲長（ⅿ）、f：プロット

形状係数（矩形の場合２、円の場合π ）。

t→０により⑻式は⑼式のような微分方程式とな

る。

dS/dt＝a・l ⑼

⑼式について、S＝（１－C）・Aとおき、t＝０、S＝

０の条件のもとで解くと⑽式が導かれる。

C＝(１－a・f・A ・t) ⑽

ここで、A：初期プロット面積、である。ただし、⑽

式は ）式の範囲で有効である。

t≦A /a/f

図２―39に示すような各年のプロットにおける

C 値を用いて⑽式の回帰係数 aを求めたところ、

a＝0.66ⅿ/yrとなった。すなわち、図２―39の回帰

曲線により、当試験区において16㎡の正方形裸地な

らば約３年で、36㎡ならば約4.5年で植生に覆われ、

侵食土砂量も林地並に減少することが予測される。

このように、裸地化後の C の経年変化が、植生侵入

速度 aを導入したモデルにより良く表現され、森林

地の植生復元過程においてもUSLEの適用が有効

である。

以上より、USLEの山地森林への適用は十分可能

と判断されたので、水上試験地周辺における侵食危

険度の予測を試みた。図２―40⒜は裸地面上での予

測結果を示している。図２―40⒝は、C の経年変化

予測モデルをUSLEに組み込んで、⒜から４年経過

した後の侵食量を予測した結果を示している。例え

ば、⒜の中で、斜面長８ⅿ、傾斜25度の侵食量は地

力減退のレベルであるが、４年経過して周囲からの

植生回復が進むと、⒝では地力保持の領域に推移し

ている様子がわかる。

次に樹林帯の緩衝機能に関して、図２―41⒜は

式を用いて（石川ほか、1962)、ササを主体とする

林帯に土砂が流入した際の、通過林帯幅と林帯から

の流出土砂量との関係をグラフ化したものである。

D＝D e

ここで、D：流亡土砂量（ton/ ）、a減少係数（＝

0.33）、D ：林帯なしの D、L：林帯幅（ⅿ）。ここ

で、⑷式を変形すると 式のようになる。

C＝C e

式 と の比較より、濾過実験で求めた阻止率λは

図２―39 裸地プロットにおける C の経年変化とプ

ロット面積毎の C の回帰曲線

図２―40 斜面長と傾斜に応じたUSLEによる侵食危険度の予測

⒜は裸地状態、⒝は裸地状態から４年経過して、植生の回復が進んでいる状態。
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式の減少係数 aに相当している。そこで、濾過実

験での針葉のλがササならびに広葉のλの約0.5

倍であることを勘案して、図２―41⒝においては

a＝0.18として、針葉樹林帯の林帯幅と林帯からの

流出土砂量との関係をグラフ化した。図２―41⒜、

⒝から、緩衝林帯の樹種は針葉樹よりも広葉樹ある

いはササの方が望ましいと言える。

オ 今後の課題

USLEならびに樹林帯の緩衝機能評価式を用い

て、流域からの流出土砂量の解析事例を増やし、総

合的な流域土砂管理計画の策定に有効に活用される

ことが必要である。

カ 要 約

山地森林における土壌流出に関わるMI策定のた

め、USLEの山地森林への適用を検討した。自然斜

面の野外プロット試験結果ならびに既往文献資料か

ら、USLEの傾斜・斜面長係数の山地斜面における

適用性を検証するとともに、種々の森林植生状態な

らびに侵食防止工の植生係数・保全係数を算定した。

また、裸地状態から植生の回復過程にともなう侵食

量の経年減少を、開発した植生係数の経年変化予測

モデルにより適切に表現した。以上より、MIとして

のUSLEの山地森林への適用が有効であり、流域内

の林相ごとの侵食量が予測できるようになった。

さらに、浮遊土砂の流下を阻止する緩衝林帯の浮

遊土砂濾過機能の解明と定量的な評価を行うため、

森林土壌ならびに種々の落葉を濾材として用いた浮

遊土砂濾過実験を行った。実験結果から、落葉層の

重要性が明らかとなり、また、広葉あるいはササの

浮遊土砂阻止率は針葉に比べて約２倍程度となるこ

とが明らかになった。したがって、緩衝林帯の樹種

は広葉樹あるいはササの方が針葉樹よりも望ましい

ことが結論された。

これら２つの成果は、山地森林における浮遊土砂

の発生と吸収に関する定量的な予測モデルを提示し

たものである。すなわち、林相により一義的に特定

可能な植生係数ならびに浮遊土砂阻止率を、MIと

して提示できた。実際的な応用例として、表面侵食

を防止するための荒廃地復旧計画や森林伐採計画策

定時の指針となりうる。また、侵食土砂の流下を防

止するための緩衝林帯の配置計画に活用される。さ

らに、流域からの流出土砂量算定のための基礎モデ

ルとなり、総合的な流域土砂管理計画に有効に活用

されると期待される。
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図２―41 樹林帯幅と流入土砂量に応じた流出土砂量の予測

図中、裸地レベル、草地レベル、林地レベルとは、それぞれ裸地、草地、林地からの流出土砂量

レベルであることを表す。
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⑵ 農林地流域の土砂流出の規定要因の評価

ア 目 的

農林地流域にはダム、ため池、堰などの農業用水

利施設が築造されている。これら農業用水利施設の

中でもダムなどの貯水施設は、農林地流域の土砂動

態や土壌流亡に大きな影響を及ぼす。

農林地流域を農業用ダム流域に限定すれば、流域

から流出する土砂量は、その受け皿であるダム貯水

池内に堆積した土砂量をもとに推測することが可能

であると考えられる。また、農業用ダム流域からの

土砂流出特性は、農業用ダムが立地している流域の

特性とダム管理の特性に起因すると考えられる。

本研究では、ダム等に流入し堆積した土砂の量や

堆積形状のデータを分析するとともに堆積土砂量と

流域環境の関係を調査することにより、農林地流域

の土砂動態の特性を明らかにし、土砂流出を規定す

る要因を評価する。

イ 研究方法

ア 全国66箇所の農業用ダム管理者に対して行っ

た堆砂に関するアンケート調査の結果を分析し、流

域からの土砂流出に影響を及ぼす要因を検討して、

農林地流域から流出する土砂量を予測する式を提案

する。アンケートの主な項目は、表２―16のとおり

である。なお、本研究では、アンケート調査で得ら

れたデータのうち、①完成後10年以上経過したダム、

②完成10年経過後の堆砂量データが２年分以上ある

ダム、を抽出した33ダムの結果をもとに検討した。

イ 本研究で提案した予測式を検証するため、モ

デル流域としてAダムおよび Iダム流域を選定し、

農業工学研究所河海工水理研究室で開発した小型探

査船を用いて堆砂量を現地観測した。

ウ 結 果

農業用ダムと他目的（発電や治水など）ダムにお

ける流域面積 F（㎢）と貯水容量 C（㎥）の関係を

示したのが図２―42である（樽屋、北田1996)。農

業用ダムが他目的ダムと比べて流域面積が小さいと

いう特徴が明らかとなった。この結果、同じ貯水容

量でも農業用ダムでは、C/I 比（I：農業用ダム貯水

池への平均年間流入水量、以下「平均年間流入水量」）

が大きく、農業用ダム貯水池内に堆積する土砂の割

合（捕捉率）も大きくなる。

農業用ダム流域から流出する土砂量は、農業用ダ

ム貯水池内に堆積した土砂量を補足率で除したもの

と考えられるが、今回は農業用ダム貯水池の捕捉率

を検討するのに十分なデータが得られなかったた

め、吉良の式（吉良1978)により各ダムの捕捉率を

算出した。その結果、検討の対象としたダムの捕捉

率は平均で86.3％であった。

農業用以外のダムについて提案されている流出土

砂量の予測式（芦田、奥村1974）では、流域を水系

毎に分類しており、適用できる流域が限られていた。

一方、気候が流出土砂量の推定に無視できないこと、

火砕流・火山灰など一部の地質に分類される流域で

比流砂量 q’が大きくなることが今回の調査で明ら

かとなったため、流域を気候型と地質で表２―17の

表２―16 アンケートの調査項目（主なもの）

図２―42 ダム貯水容量と流域面積の関係
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項目のように分類した。なお、気候型の分類は、関

口武の気候区分図によった。

一方、比流砂量は平均年間流入水量に支配される

ことが明らかとなったため、流出土砂量を平均年間

流入水量から予測するMI式⑴を導いた（図２―43）

―２）。また、農業用ダム貯水池の堆砂量の実績をも

とに係数βを算出して表２―17に整理した。

q’＝10 I ［㎥/㎢/year］ ⑴

平均年間流入水量データは、必ずしも容易に入手

できるデータではないため、平均年間流入水量と流

域面積の関係を調べ、図２―44に示した。図２―44

から得られる平均年間流入水量と流域面積の関係を

導いたのが式⑵である。式⑵と式⑴もとに、流域面

積から比流砂量を予測する式⑶を導いた。

I＝0.8202F ×10 ［㎥/year］ ⑵

q’＝8.306×10 F ［㎥/㎢/year］ ⑶

農業用ダム貯水池の堆砂実績から算出した比流砂

量と、式⑶から予測した比流砂量を比較したのが図

２―45である。なお、実際に堆砂量の現地観測を行

ったAダムおよび Iダムの結果を図２―45中の●

で示した。

エ 考 察

ダム貯水池内の堆砂量とダム流域面積の関係につ

いては、国内、海外ともに多数の研究があり、それ

らの多くがダム流域面積 F と比堆砂量 qや比流砂

量 q’との関係を調べている。このため、本研究で導

いた式⑶により、農業用ダム流域からの土砂流出の

し易さを国内外のダム流域と比較が可能になる。一

表２―17 気候、地質区分とβ

図２―43 平均年間流入水量と比流砂量の関係 図２―45 比流砂量の検証結果

図２―44 年間流入水量と流域面積の関係
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方、式⑶の結果を流砂量が流域面積の－0.7乗に比例

するとした発電用ダムでの結果（芦田、奥村、1974)

と比較すると、農業用ダム流域では流域面積が小さ

くなるほど流砂量が大きくなる傾向が強いという結

果を得た。これは、流出土砂の流達率の違いなどに

よると解釈され、流域面積が小さい農業用ダムの特

徴を表しているといえる。

オ 今後の課題

ア 地域係数推定のため分類した気候、地質区分

の中にはサンプル数が少ないものが多いため、更な

るデータ収集を行い、係数βおよび勾配の修正を図

る必要がある。

イ 本研究で提案した予測式は、流域からの流出

土砂量を予測するためのものであり、各降雨による

流出土砂量の予測を行うには、地形勾配など他の要

因を検討し、予測精度の向上を図る必要がある。

カ 要 約

農業用ダム流域から流出する土砂量の評価を目的

として、農業用ダム流域の土砂動態の特性および土

砂流出の規定要因を明らかにするため、全国66箇所

の農業用ダム管理者に対して行った堆砂に関するア

ンケート調査の結果を分析し、流域からの土砂流出

に影響を及ぼす要因を検討した。

その結果、①農業用ダムでは、他目的のダムと比

較して流域面積が小さいという特徴があり、貯水池

内に堆積する土砂の割合が大きくなる、②流域から

の流出土砂量の推定に気候要因が無視できず、火砕

流・火山灰などの地質に分類される流域で比流砂量

が大きくなることを明らかにした。③流域からの流

出土砂量を規定するMIとして平均年間流出水量と

流域面積を選定し、各MIから流出土砂量を予測す

る式を提案した。モデル流域として選定した２ヶ所

の貯水池の堆砂量を観測し、提案した流出土砂量の

予測式を検証した結果、流出土砂量を十分に予測し

得た。
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２．農地における土壌流出

⑴ 耕作形態や保全管理別の農地の侵食ポテンシャ

ルの定量的評価

ア 目 的

農業が国土・環境に及ぼす影響について客観的か

つ定量的な評価指標を策定することが求められてい

る。農地で発生する土壌侵食は、作土層を減少させ

るだけでなく、下流域の水質悪化や貯水池容量の減

少など流域環境に影響を与える。このため、地域や

流域スケールのような広域における農地の土壌侵食

を定量的に評価することは、農地の土壌劣化や農業

による流域環境への影響を評価するために重要であ

る。土壌侵食量は、降雨や土壌、地形などの自然立

地条件に加えて、耕作形態および農地の保全・管理

の状況によって大きく変化する。農地の耕作形態や

農地の保全管理などの条件は圃場単位ごとに異な

り、わが国ではこうした条件を踏まえた広域的かつ

定量的な評価が行われた例は少ない。

そこで、本研究では、広域の農業地帯を対象とし

た農地の土壌侵食ポテンシャルを評価する手法を開

発し、耕作形態や土壌保全の方法・程度別の土壌侵

食ポテンシャルの定量的な評価を行う。さらに、こ

れらの結果に基づいて農地の土壌流亡に関わるマク

ロインディケーターを策定する。ここで、農地の土

壌侵食ポテンシャルとは長期間における平均土壌侵

食量と定義する。

イ 研究方法

対象領域として、関東地方に位置する農業地帯を

選定した。この地帯は河川の上流域に位置し、周辺

の土地利用は、ほとんどが山林と原野、農地で占め

られる。評価の対象とした農地面積は約3,400 で、

農地の土地利用面積割合は水田５％、普通畑89％、

牧草地６％である。農地土壌は主に黒ボク土で占め

られ、地形は丘陵地で、年平均降水量は1,500㎜であ

る。

対象領域内の農地全体における現況の農耕条件下

での土壌侵食ポテンシャルを評価するため、USLE

(Wischmeier and Smith,1978)を用いて圃場１筆

ごとの土壌侵食ポテンシャルを求め、圃場１筆面積

の加重平均値を算出した。ただし、水田の土壌侵食

ポテンシャルはゼロと仮定した。
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USLEは以下の式で表される。

A＝R･K･LS･C･P
 

Aは年平均土壌侵食量（ yr ）、Rは降雨流

出係数（MJ㎜ h yr ）、Kは土壌の受食性係

数（ h MJ ㎜ ）、LSは地形係数（無次

元）、Cは植生管理係数（無次元）、Pは保全係数（無

次元）である。

圃場ごとの各係数値は、既存の地理情報、統計情

報ならびに現地調査結果から得た。Rは、対象地区

内で観測されたアメダス10分間降雨量データ

（1994～1997年、気象庁提供）を用いて、Wisch-

meier and Smith（1978)の式で算出した。Kには、

対象領域内の農地の98％に分布している黒ボク土の

K値を与えた。このK値は、対象領域近傍の農地小

流域での土砂堆積量の調査結果に基づいて推定し

た。調査を行った小流域は、黒ボク土を表土とする

４筆の畑圃場（合計面積2.97 ）と草生帯、承水路、

集水路、沈砂池から構成されている。各圃場の LS

は、Kamimura（1998)の方法で算出した。すなわ

ち、1/2,500地形図に記載されている圃場の区画形状

と数値地図50ⅿ（標高）のメッシュ標高値をデジタ

ル情報として地理情報システム（GIS）に入力し、各

圃場の地形を板状斜面にモデル化して斜面長と斜面

勾配を求め（図２―46）、これらを Renard et al.

（1997)の式にあてはめて LS係数を算出した。C

は、表２―18に示した値を参照した。普通畑の C値

は、表２―18に示した作物の Cを、収穫面積で加重

平均した値を現況の農耕条件下での平均的な C値

とみなして与えた。Pには、対象領域のほとんどの農

家では土壌保全対策を適用していなかったため1.0

を与えた。

さらに、普通畑の耕作形態および保全管理の条件

別の土壌侵食ポテンシャルを評価するために、表２

―19に示した３ケースの条件を設定し、条件に対応

した Cおよび P値をあてはめて、各ケースの対象領

域における農地の土壌侵食ポテンシャルを算出し

た。なお、表２―19中の Case2と Case3は、それぞれ

トラクタの作業効率を低下させない勾配条件、トラ

クタ作業において危険を伴わずに行える勾配条件

（鏑木、1971)として設定した。

ウ 結 果

現況の農耕条件下における農地の土壌侵食ポテン

シャルの評価に用いたUSLEの各係数値を表２―

20に示す。図２―47は、算出された各圃場の土壌侵

食ポテンシャルの分布図で、土壌侵食ポテンシャル

は0.02～70.6 y に分布している。対象領域

における土壌侵食ポテンシャルの平均値は普通畑が

10.4 y 、牧草地が0.83 y で、農地全

体では9.3 y と算出できた。

また、普通畑の耕作形態及び保全管理条件を、３

つのケースに変化させた場合の対象領域全体におけ

る土壌侵食ポテンシャル量は、それぞれ7.6、7.2、

図２―46 地理情報を用いた圃場地形のモデル化

表２―18 対象領域における栽培作物の収穫面積とＣ

係数

表２―19 耕作形態および保全管理条件別の農地の土

壌侵食ポテンシャル算出結果
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5.7 yr と算出できた（表２―19）。

以上の結果から、USLEとアメダスデータや地形

図、メッシュ標高、作物の栽培面積統計などの情報

を用いることにより、対象領域での現況での耕作形

態および保全管理条件別の土壌侵食ポテンシャルを

定量的に評価することができた。

エ 考 察

本研究で示した土壌侵食ポテンシャルの評価手法

では、USLEを基本式として用いている。USLEは、

降雨、土壌、地形、植生、保全管理の５つのファク

ターを変数としており、自然立地条件と農地の耕作

形態や保全管理条件を考慮した土壌ポテンシャルを

求める有効な手段であると考えられる。この評価方

法を日本の各地域に適用することによって地域間の

比較が可能であると考えられる。しかし、適用する

地域に対応したUSLE係数値を準備する必要があ

る。降雨と地形に関するデータは全国的な整備が進

められているため、Rと LS値の入手は可能である。

K、C、P係数については、実測データに基づく同定

値が十分に準備されているとはいえず（上村ら、

1998)、既往の研究成果を基にした推定値をあては

めるなどの対応策が必要となる。これらの係数につ

いては、多様なケースに対応できるよう係数値を充

実させる必要がある。

土壌侵食ポテンシャルの評価結果は、年平均土壌

侵食量として算出されるため、地域間での比較が容

易であり、農地の土壌劣化を評価するための指標の

一つとなりうると考える。また、農地からの土砂流

出が、流域環境へ与える影響を評価するためには、

流出土砂の輸送プロセス、すなわち、下流にどれだ

け到達するかを検討することが必要である。流域内

における農地の土壌侵食ポテンシャル量は、下流域

へ到達する侵食土砂量の最大値を意味し、農地から

の土砂流出量が環境に与える影響を検討するための

指標の一つになりうる。なお、海外では本研究で用

いた詳細な情報を入手できる国は少ないと予想さ

れ、本手法による土壌侵食ポテンシャルの評価はあ

まり期待できない。しかし、土壌侵食の観測データ

を蓄積している国々が僅かにあるため、国内外での

比較が可能かもしれない。

オ 今後の課題

農地の土壌侵食ポテンシャル評価を全国的に適用

するためには、USLEのK、C、P係数値を充実させ

る必要がある。

カ 要 約

土壌侵食による農地土壌の劣化や農業による流域

環境への影響を評価するためのマクロインディケー

タの策定に寄与するために、広域農業地帯を対象と

した農地土壌侵食ポテンシャルをUSLEを用いて

評価する手法を開発した。この手法を用いて、対象

領域における現況条件下での耕作形態及び保全管理

条件での土壌侵食ポテンシャルを評価した。本手法

は、自然立地条件と農地の耕作形態や保全管理条件

を考慮した広域農地の土壌侵食ポテンシャルを評価

する有効な手段である。
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表２―20 土壌侵食ポテンシャル評価に用いた

USLEの係数

図２―47 農地の土壌侵食ポテンシャルの評価結果

（レリーフマップ上に評価結果を示してあ

る。）
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⑵ 農耕地からの表面流去水の発生に関わる土壌要

因の解明とMIの策定

ア 研究目的

農耕地水食による土壌の侵食量を推定するための

土壌要因と作物要因に関するMIを策定する。その

ため、USLE のノモグラフ法による土壌係数（K

値）を、日本の主要土壌の特性値から求めるための

方法を開発する。また、植生係数（C値）および保全

係数（P値）については日本で行われたライシメータ

試験の結果から整理する。これらの値を用いて、

USLEと国土資源式 から予測した土壌侵食量と実

測値を比較し、その妥当性の検証を行う。

イ 研究方法

日本におけるノモグラフ法による土壌統、土壌統

群および土壌群別のK値を、土壌環境基礎調査の定

点調査の1855点のデータを用いて求めた。また、ラ

イシメータ法によるK値、C値および P値を、13道

府県で1960～73年におこなわれた地力変動観測調

査 などのデータを用いて推定した。さらに、国土

数値情報などの地理情報の土地利用データから C

値を推定するため、主要な作付け体系ごとに C値を

まとめた。

これらの値を使用したUSLEおよび国土資源式

で推定した土壌侵食量と1984～88年栃木県南那須町

の傾斜畑11圃場で測定した土壌侵食の実測値と比較

した。また、流域レベルでの土壌侵食予測量を比較

するため、茨城県帆崎川流域でのUSLEおよび国土

資源式から算出した土壌侵食量をスケールごとに比

較した。

ウ 結 果

ア 土壌係数

USLEではK値を次式から推定している。

100K＝2.1M (10 )(12－a)＋3.25(b－2)

＋2.5(c－3)

Ｍ：（シルト含量％＋極微砂含量％）×（100－粘

土含量％）

ａ：表層土の有機物含量（％）

ｂ：表層土の土壌構造（コード）

ｃ：土壌断面の透水性（飽和透水係数のコード）

粒径組成については、日本で用いられている

ISSS法とUSLEで用いているUSDA法 では粒径

区分が異なるため、土壌係数Kを算出するために必

要なUSDA法の区分を ISSS法の区分から換算す

る方法を検討した。日本の畑土壌40点の ISSS法に

よる土壌のシルトと細砂画分（粒径：0.002～0.2㎜）

とUSDA法によるシルトと微細砂画分（粒径：

0.002～0.1㎜）の関係をみると、USDAでは粒径が

ISSSよりも細かい分、わずかに ISSSの粒径組成よ

りも低くなっており、y＝0.94x－2.0という回帰式

が、0.934という高い決定係数で得られた（図２―

48）。そこで、ISSS法のシルトと細砂含量の和から

得られた回帰式を用いて、USDA法のシルトと微細

砂含量とする。また、USLEに必要な土壌構造の４

区分に対応する日本の土壌環境基礎調査における土

壌構造の区分 を決めた（表２―21）。土壌断面の透

水性については、土壌環境基礎調査の次表層の飽和

透水係数の値からコードを決定した（表２―22）。

その結果得られた土壌群別のK値は、粗粒質の砂

丘未熟土や有機物含量の高い黒ボク土が0.01程度と

低く、細粒質の台地土や低地土は0.04～0.07、褐色
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森林土や赤・黄色土は黒ボク土と低地土の中間の

0.02～0.03であった（表２―23）。これらのK値の傾

向は国土資源式で示された傾向とは異なっていた。

イ 植生管理係数

表２―24に日本の主な畑作物、果樹および茶樹の

C値を示した。畑作物の C値は、牧草が0.0017と最

も低く、コムギがこれに次いで0.16であり、陸稲や

工芸作物の代表としてのテンサイの代わりの飼料用

カブが0.2台であった。カンショやバレイショなどの

イモ類、ダイズ、野菜や花きとしていれたナタネは

これらよりも高く0.3～0.4であった。これらの値は、

多くの文献の C値をまとめた構造改善局の値にお

けるビートが0.4とやや高い以外はほぼ一致してい

た 。また、マクロレベルでの土壌侵食量を算出する

のに必要な国土数値情報の土地利用では、畑作物は

花き、牧草、芝を含んでいる。このため、これら C値

を1995年農業センサスの耕地面積の比率に従って加

重平均して、0.216を得た。

永年作物である果樹や茶の C値は畑作物とは異

なる。みかん園清耕区の移植初年目の C値は0.7を

越えているが、急速に低下する。６年後の間伐によ

って C値は上昇し、再度年とともに低下する。みか

ん園では６、７年ごとに２回間伐をおこない、30年

以上栽培を継続する。このため、初期10年間の C値

の単純平均値は全栽培期間の C値よりも高くなる

ことが予測される。そこで、２年目以降と間伐前ま

での期間の C値の平均0.168をミカン園の C値とし

た。また、実際の果樹園では清耕だけではなく、侵

食防止や肥沃度向上のための草生栽培や防寒や雑草

防除のためのワラマルチングがおこなわれている。

それらの P値は0.004や0.003と清耕の1/40近い値

であった。

茶園では横畝・マルチ栽培の香川県のデータしか

図２―48 ISSS法のシルト＋細砂画分とUSDA法

のシルト＋微細砂画分の関係

表２―21 日本の土壌環境基礎調査（定点調査）の土

壌構造のコード

表２―22 飽和透水係数のコード

表２―23 日本の土壌統群のＫ値（部分）
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ないが、この C値も移植初年目には0.3であったも

のが、年数の経過とともに急速に低下し、４年目以

降は0.05以下の状態が続いた。茶園の更新は35年以

上といわれていることから、４年目以降の平均 C値

0.033を茶園の値とした。各県の栽培基準には、茶は

基本的には南北方向にウネを作るが、傾斜地では等

高線方向とし、防寒のためにワラマルチをおこなう

ことが記述されている。そこで、茶園の C･P値を横

畝およびワラマルチでの値とすることにした。

ウ 保全係数

表２―25に作物別の横ウネの C･P値と P値を示

した。北海道のバレイショやダイズで横ウネの C･P

値が縦畝程度かそれ以上となっていた。これは、栽

培期間中に高い降雨強度の降雨があり、横畝が決壊

して、大規模な土壌侵食が起こったためである。北

海道のデータや蔬菜を除くと、一般的に横ウネの P

値は低く、全平均は0.3程度となった。この値は構造

改善局の傾斜４～７°での0.3という P値と等し

い。

エ 侵食量の推定

南那須町における褐色森林土造成相の圃場レベル

でのUSLEによる土壌侵食予測値は、実測値よりも

高い。しかし、国土資源式の予測値よりもばらつき

は小さく、圃場レベルではUSLEが有効であること

が確かめられた（図２―49）。実測値が予測値よりも

低かったのは、実測値が圃場下端の沈砂池の堆積量

から求めているために、一旦土壌面から流出した土

砂が、圃場内にとどまっていたか、沈砂池からの越

流水中の懸濁物質として沈砂池外に流出したことに

よると考えられる。

流域レベルの侵食量は、圃場ごとに計算した

USLEでは年間132 、国土資源式では299 と国土

資源式で多い。しかし、約250ⅿメッシュの地形デー

タを利用した国土資源式では149 であり、USLE

に近い。

エ 考 察

USLEではライシメータ試験結果から求めたK

値に合うように土壌の物理・化学性を選択し、それ

ぞれの係数や式をノモグラフ法で決定している。し

たがって、本来は両者の値は等しくなければならな

い。しかし、日本でおこなわれた５年間にわたるラ

イシメータ試験によるK値とノモグラフ法のK値

の間には有意な相関関係は認められない 。その理

由については明確でないが、土壌係数の推定値につ

表２―24 日本の畑作物、果樹および茶樹のＣ値 表２―25 日本の畑作物の横畝のＰ値

図２―49 造成畑の実測土壌侵食量とUSLEおよび

国土保全式による土壌侵食予測値の関係
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いては測定年度や降雨の状況によってバラツキが生

じており、これらの数値は一定の目安を与えるもの

に過ぎないとしている。

地力変動観測調査のライシメータ法によるK値

とノモグラフ法のK値は１：１の直線の付近に分

布している傾向があるが、有意な関係はなかった。

特に、黒ボク土でノモグラフ法のK値よりも、ライ

シメータ法のK値が高い傾向があった。これは、有

機物含量が高いために、ノモグラフ法ではK値が低

く算出されたためと考えられる。こうした特殊土壌

のK値については、さらにデータを積み上げる必要

がある。

保全係数で問題となるのは、縦畝か横畝の実態の

把握である。比較的小さな地域では、現場観察や航

空写真によって縦畝か横畝かは容易に判断できる

が、流域、県および国レベルになると多大な労力を

必要とする。圃場の形態や傾斜から推定することも

試みられているが、実際の現場では、畝の方向は傾

斜だけでなく、湿害を避けるために栽培作物や降雨

量および機械の作業性などによって決定される。ま

た、急傾斜地ではテラスを導入する場合もあるが、

これも栽培作物や機械作業性などによって左右され

る。このような実態をどのように評価するかが、マ

クロスケールでの侵食量算出において問題となろ

う。

オ 今後の課題

土壌係数や植物管理係数の値は圃場内の土壌侵食

発生量を推定するのに有効であるが、圃場外への流

出負荷量の評価には流出率を求める必要がある。

カ 要 約

日本の主な土壌タイプごとの土壌係数を、土壌環

境基礎調査（定点調査）のデータを利用して土壌統

レベルでノモグラフ法によって算出した。また、個々

の作物の栽培期間中の植生管理係数、それぞれの栽

培管理にもとづく保全係数についても整理した。造

成畑での土壌侵食量のUSLEによる予測値と実測

値の間に妥当な関係が得られた。しかし、有機物含

量の多い黒ボク土など特殊な土壌の土壌係数や地域

や国レベルでの保全係数の評価が今後の課題であ

る。
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（谷山一郎）

⑶ 温暖地畑作地帯における土壌流出の定量的評価

ア 目 的

年間雨量が多くかつ台風等の大雨にしばしば見舞

われる温暖地畑作地帯では、土壌侵食が生じやすい。

温暖地畑作地帯における土壌流出を、流域単位で定

量的に評価することを目的として、河川への土壌流

出量を実測し、流域の土地利用との関係を解析する。

イ 研究方法

ア 研究フィールド

阿蘇外輪山北西部を水源とし、熊本県北部を流れ

る菊池川の本流および支流を調査対象とした。本水

系の流域の土地利用は、上流では阿蘇の森林および

草地が、中下流では本流付近の沖積面や北側から合

流する内田川の流域では水田が、南側の台地地帯か
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ら合流する合志川の流域では畑作が多く、また、市

街地や森林が混交している（図２―50）。土壌は黒ボ

ク土が主体である。

イ 調査方法

五万分の一地形図上で菊池川水系の流域を500ⅿ

四方のメッシュに細分し、土地利用および地形を判

読し、流域の土地利用および地形が異なる８カ所を

調査地点とした（図２―50および表２―26）。

各調査地点において、1996～97年には、濁度の測

定（携帯型濁度計）によって土壌流出の概況を把握

した。1997年以降は濁度に加えて河川流量を測定し

た（水深、流速（流速計または流物の速度による）

を測り、川幅に乗ずる）。また、河川水試料に含まれ

る懸濁物量、ならびに懸濁物中の有機成分と無機成

分の量を測定して、濁度と水中の土壌粒子量の関係

を解明した。これらの結果より、各流域からの土壌

流出量を推定した。降雨量データは、農業気象観測

値または雨量計による実測値を用いた。

ウ 結 果

ア 各調査地点流域の土地利用

地形図から判読した各調査流域の土地利用を表２

―26に示した。調査地点は菊池川本流に２地点（上

流側から、阿蘇の森林・草地地帯から山麓部への出

口である地点２、水田を中心とした菊池市付近の盆

地の下流側にある地点３）、支流に５地点（地点２に

近く、流域のほぼすべてが森林である地点１、畑作

を主体とした台地地域を流域とする地点４、畑作（ハ

ウスも多い）と水田が混合している流域の地点５お

よび６、森林・水田を主な流域とする地点７）であ

る。なお、流域の土地利用については、ランドサッ

トデータによる推定（教師なし分類）も試みた。結

果は表２―26の（ ）内に示したように、地形図判

読から得られた結果に近い値が多かったが、地点５

流域の水田割合のように大きく異なる場合も見られ

た。そこで、地形図から判読した結果の方を、各流

域の土地利用とした。

イ 河川濁度から見た各流域の土壌流出の概況

図２―51に示したように、1996～97年の調査では、

一日当たり40㎜以上とまとまった降雨は５月半ば

～７月半ばの梅雨期前後に集中しており、この期間

の降雨時または降雨直後に30 以上と比較的大きい

濁度が数地点で観測された。

調査当日および前日の雨量と、各地点での濁度の

関係を図２―52に示した。雨量が合計40㎜以下の時

には濁度はすべて30 以下であったのに対し、雨量

が合計40㎜を超えると濁度が０～15 と低い範囲に

集まる場合と、０～50 以上と広い範囲に散る場合

があった。前者は当日に20㎜以上の降雨があった場

表２―26 各調査流域の土地利用

図２―50 調査地点
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合、後者は降雨のほとんどが前日だった場合に対応

していた。雨量が合計40㎜を超える場合、濁度の高

い地点は測定回ごとに異なり、特定の傾向は見られ

なかったが、流域のほぼ全てが森林の地点１のみが

全観測で15 と小さい。各地点で、雨量が合計40㎜

を超える場合の濁度の平均をとると地点１で8 と

小さく、他の地点では19 ～33 であった。

ウ 濁度と水中懸濁物量ならびに土壌粒子量の関

係

図２―53に示したように、降雨時に採取した河川

水中の懸濁物量と濁度の間にほぼ直線関係が見ら

れ、濁度測定により水中の懸濁物量を簡易に推定で

きる。懸濁物を強熱（450℃）した後の残存物量を懸

濁物中の無機成分量、灼熱損量を有機成分量とする

と、両者には図２―54に示した直線関係が成立した。

無機成分が全て土壌粒子に由来するものと仮定する

と、懸濁物中の無機成分量を、土壌粒子に占める無

機成分の割合で除することにより、河川水中の土壌

粒子量を推定できる。ここでは土壌粒子の有機成分

割合を仮に19.4％（日本各地の黒ボク土A層の有機

物割合 の平均値）とすると、土壌粒子量＝懸濁物中

の無機成分量/（1－0.194）となる。以下では、この

式と図２―53、図２―54に示した関係式を用いて、

河川水の濁度から土壌粒子量を推定した。

図２―51 河川濁度の定期調査結果

図２―52 河川濁度と雨量の関係

図２―53 濁度と懸濁物量の関係

図２―54 懸濁物中の有機成分量と無機成分量の関係
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エ 降雨時における河川の濁度と流量の経時変化

降雨時における土壌流出量の経時変化の状況を知

るため、梅雨期の降雨の際に、地点４における河川

流量と濁度を20分間隔で測定した（図２―55）。降雨

量は測定地点に設置した雨量計により10分間隔で実

測した。

この時の雨量は９時半の調査開始から増大し始

め、10時頃の小さなピークを経て一旦減少した後、

急激に増大して11時頃に16㎜/時と最大に達した。そ

の後雨量は急速に減少し、12時前後と14～15時に小

さなピークを刻んだ後に止んだ。

河川の流量（○）は、10時過ぎに一つのピークが、

13時半頃に最大のピークがあり、17時半頃にも小さ

いピークが見られた。アメダスデータによると調査

開始前の７時前後に、菊池観測点で10分間に5.5㎜の

降雨が記録されており、10時過ぎの流量ピークはこ

の降雨に由来するものと考えられる。13時半と17時

半の河川流量ピークはそれぞれ11時～12時の降雨と

14時～15時の降雨に由来するものであろう。すなわ

ち本地点での流量のピークは降雨から２～３時間遅

れて生じている。

濁度（◇）は、流量とほぼ同調して推移した。た

だし13時半の河川流量ピークからは30分ほど遅れて

濁度ピークが生じ、また17時の河川流量ピークに対

応する濁度ピークは見られなかった。

濁度の値と前節に示した濁度－懸濁物－土壌粒子

量の関係式を用いて水中の土壌粒子量を計算し、そ

の値に河川流量を乗じて時間当たりの土壌流出量

（▲）を計算した。土壌流出量は、特に河川流量と

密接に同期しており、河川流量が濁度より変動の幅

が大きいため、より強く土壌流出量の変化に影響す

るためである。

このようにして求めた時間当たりの土壌流出量

を、降雨の開始から終了まで積算することにより、

各流域からの一降雨あたりの土壌流出量を計算でき

る。この方法で、測定開始後24時間の土壌流出量を

計算（20時以降は直線的に土壌流出量が減少したも

のと仮定）すると1104 であった。この値は非降雨

時の同地点における土壌流出量の137日分に相当す

る。降雨時における土壌流出は年間の土壌流出の大

部分を占めると考えられる。降雨時、特に大雨（図

２―52を参考にすると40㎜以上）に際しての調査が

重要であり、土壌流出量は雨量と連動して短時間に

大きく変動するため、短時間間隔での調査が必要で

ある。

オ 降雨時の集中調査による土壌流出定量

大雨の度に降り始めから終わりまで２時間程度の

間隔（３地点の周回に要する時間）で、調査地点を

地点４（畑作）、地点５（水田・畑作）、地点７（森

林・水田）の３流域に絞り、土壌流出量を調査、算

出した。雨量は各調査地点に簡易雨量計を設置して

実測した。

結果は図２―56に、各回の合計雨量を横軸に示し

た。雨量と土壌流出量の関係には、地点間差が見ら

れた。地点４（畑作を中心とする農耕地利用）では、

図２―55 大雨時の雨量と河川流量、濁度および土壌

流出量の経時変化（地点４）

図２―56 一降雨あたりの雨量と流域からの土壌流出

量の関係
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あらゆる総雨量の範囲で、土壌流出は総雨量と比例

して発生した。一方、水田が畑作より大きな割合を

占める地点５および地点７では、総雨量100㎜以下で

は土壌流出量が小さく、100㎜を越えると土壌流出が

総雨量と比例して発生した。

エ 考 察

図２―56に示した回帰式と過去20年のアメダス降

雨データ（菊池観測点の値を用いた）に基づいて、

年間土壌流出量を計算すると、地点４の流域では4.1

/ 、地点５および７の流域では1.4 / を得た

（表２―27）。一方、地形図、土壌図、センサス等の

データに基づき、流域単位の土壌流出量予測式（国

土資源プロジェクト式１）、用いた諸係数は表２―27

に示した）による予測値は、地点４が10.2 / 、地

点５が9.1 / 、地点７が11.2 / となった。

このように、河川で実測した値等から推定した流

域からの土壌流出量は、国土プロジェクトの予測式

による値より小さく、また、土地利用の異なる流域

間の差を明確に反映した。

土壌流出量推定値の、実測に基づく値と予測式に

よる値との差は、①土砂発生源から調査地点間での

トラップ（流達率）、②農耕地がテラス化されている

ため原地形から読んだ傾斜係数よりも実際は小さい

ことに起因すると考えられる。

オ 今後の課題

土壌流出量の、河川濁度等の実測に基づく推定値

と予測式による値との差が、今後の課題として残さ

れている。この点について、各流域における農耕地

のテラス化の状況を調査し、予測式の傾斜係数を補

正して計算を行う必要がある。実測に基づく流出量

推定値と、係数補正後の予測値との比が、土砂生産

源と調査地点での流達率に相当する。

カ 要 約

熊本県北部の黒ボク土地帯を流れる菊池川水系に

おいて、各流域からの土壌流出量を予測（一部実測）

した。通年の定期的な濁度調査から、同水系では年

間の土壌流出の大半が、梅雨期等の大雨（40㎜以上）

の際に生じていると考えられた。河川濁度を流域別

に見ると、森林で占められる流域の濁度が、他の流

域に比べて顕著に低かった。大雨の開始から終了ま

で、水系内の３流域で，短時間間隔で土壌流出量を

調べたところ、畑作を中心とする流域からの土壌流

出は常に総雨量と比例して発生していた。これに対

し、水田割合が畑作より大きい流域では、総雨量100

㎜以下では土壌流出量が小さく、100㎜を越えると土

壌流出が総雨量と比例して発生した。これらの関係

式とアメダスデータから、畑作流域および水田流域

からの年間土壌流出量を求めると、それぞれ4.1 /

、1.4 / の値となった。これらは、流域単位の

土壌流出量予測式（国土資源プロジェクト式）によ

る値（それぞれ10.2 / 、9.1～11.2 / ）にくら

べて小さく、また、土地利用の異なる流域間の差を

明確に反映していた。

キ 文 献

１)石原 暁（1990），土壌侵食防止機能の評価の整

理，農林水産業のもつ国土資源と環境保全機能及

表２―27 流域からの年間土壌流出量推定値
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版会：115-276

３)種田行男（1982）：農地の侵食―その現状と保全

対策―，農業及園芸57

（久保寺秀夫、山田一郎）

― ―157



第３章 土砂崩壊に関わるMIの策定

１．森林における土砂崩壊

⑴ 森林開発が農林地の地すべり・崩壊防止機能に

与える影響の評価

ア 目 的

森林の伐採によって、森林のもつ土砂流出・崩壊

防止機能が低下し、林地及びその周辺や下流域の農

牧用地まで土砂災害が及び、周辺環境に対して大き

な影響を与える恐れがある。一方、森林資源を有効

利用するために、崩壊や浸食などの発生危険度を考

慮しつつ、流域保全を考慮した持続可能な森林施業

が求められている。したがって、森林の根系が持つ

崩壊防止機能を定量化し、平易な指標で表現するこ

とが必要となる。本研究では、各種の森林と地すべ

り・崩壊の関係についての調査研究の成果をもとに、

森林根系を考慮した斜面全体の安定性を評価する手

法を開発し、森林状態の変化が斜面全体の安定に及

ぼす影響を示す指標MIを確立する。

イ 研究方法

既往の調査研究を検討した結果、森林状態の変化

などの人的な行為が及ぼす時間依存問題を適切に評

価し、MIを策定するには、物理モデルの導入が必須

であり、斜面安定モデルを基本とする物理モデルを

構築した。すまわち、斜面安定計算式に森林根系の

生長等による地盤の補強効果を導入するため、既往

の研究成果を参考として、伐採や植林に伴う補強強

度の変化を考慮した地盤補強モデルを設定した。さ

らに、このモデルによって算出された森林根系によ

る地盤強度を安定計算式に入力し、各年毎に安全率

が1.0となるような実効降雨量を逆算した。一方、過

去に土砂災害の被害を受けた地域の雨量観測データ

を用いて、崩壊と密接に関係する実効雨量の分布特

性を求めた。これらのデータをもとに、森林の伐採

や植林など森林状態の変化によって生ずる、森林の

もつ崩壊発生防止機能の変化を、実効雨量の確率年

をMIとして評価、検討した。

ウ 結 果

森林と崩壊との関係に関する従来の研究は、主に

統計的手法と物理的手法の２つのアプローチによっ

て進められてきた。前者は、豪雨などで発生した崩

壊調査の結果をもとに、伐採履歴や林齢など森林の

状況と崩壊の関係を統計的な手法によって解析した

もので、森林のもつ崩壊防止効果を定量化した事例

は、ほとんどこれらの結果に基づいて行われている。

一方、後者は樹木の根系が崩壊防止に物理的にどの

ように作用しているかを、樹木の引抜抵抗力の試験

結果や樹木の根系を考慮した斜面安定解析の結果を

もとに、森林の崩壊防止効果を定量的に把握しよう

とするものである。

統計的手法による既往の研究では、幼齢林と壮齢

林では崩壊率が大きく異なることや、花崗岩地域で

は森林状態と崩壊に密接な関係があるなど、林齢な

どを含む森林状態と崩壊率の関係や崩壊発生率に対

する森林状態変化の鋭敏度などについて成果が得ら

れている。しかしながら、一般に崩壊は基盤地質が

大きく関与すると言われているものの、花崗岩地質

などの調査事例は多いが、古生層や中生層の調査事

例がほとんどなく、過去の災害履歴に依存する問題

が見られた。

物理モデルについては、地盤強度への根系の影響

を考慮した評価方法などについて成果が得られてい

るものの、局所的な安定問題にとどまっており、山

地斜面条件や基盤地質によって森林伐採が斜面安定

にどのような広域的な影響をもたらすのかなどにつ

いて、調査研究や評価手法の開発が不足している。

森林のもつ崩壊防止機能の定量化については、要

因分析など統計的手法を用いて得られた項目を抽出

し、さらにそれぞれの項目をカテゴリー区分しメッ

シュ毎に評価する手法がとられてきた。この方法は、

広範囲に適用が可能なものの、根系の腐朽などによ

る土壌緊縛力の低下や、間伐・枝打ちなどの施業不

足による管理水準の低下等、時系列要素の表現には

適していない。また、崩壊発生の素因と誘因が同列

に数量化されている場合が多い。崩壊発生危険度を

予測するためには、山地斜面の場と崩壊を誘起する

現象を分離する必要がある。したがって、森林状態

の変化などの人為が及ぼす時間依存問題を適切に評

価しMIを策定するには、物理モデルの導入が必須

であり、このため斜面安定基本モデルを構築する必

要がある。

森林斜面で発生する土砂移動現象としては、落石、
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表面侵食、崩壊、地すべりなどがある。本課題での

森林による崩壊・地すべりの発生防止機能では、森

林のもつ根系が及ぼす範囲等から、浅層あるいは表

層の崩壊を対象とすることが最も望ましい。表層崩

壊は、豪雨などによる多発や、下流部への土石流な

ど、豪雨時の災害を特徴付けている。

森林の根系は、表層崩壊の可能性が高い森林土壌

と基岩との境界面を補強する役割を果たす。したが

って、人為や森林火災などによる森林の変化は、結

果的に表層地質の粘着力⒞と内部摩擦角φの変化と

してとらえられる。このことは、元来斜面そのもの

が保持していた崩壊安定性が、樹木根系の生長によ

って、より多くの降雨に対しても維持されることを

意味する。すなわち、降雨量を根系のもつ補強効果

の指標にすることが可能である。ところが降雨量は

著しく地域差があることから、確率分布的な概念を

導入し雨量の局所的な偏在の影響を取り除く必要が

ある。以上のことから、斜面の安全率が1.0となる降

雨確率年をMIとすることが、最も平易で合理的で

ある（図２―57）。

エ 考 察

森林が伐採されると根系が腐朽し、一定期間の後

には斜面が元来保持していた強度に戻ると予想され

る。その期間は引き抜き試験などの結果から15年程

度とされたが、最近の研究によると、補強効果に大

きな役割を果たす細根の腐朽速度が速いため、森林

伐採に伴う地盤の補強効果は10年程度で消滅すると

言われている。したがって本研究では、林齢60年の

森林の持つ補強効果は指数関数的に減少し、10年で

０になるようなモデルを構築した（図２―58）。回帰

式は⑴のとおり。なお、樹種は調査研究事例の最も

多いスギを選択した。

f(t)＝178.7e ⑴

一方、樹木を植栽すると、斜面の地盤は根系の生

長によって強度が増加する。この補強効果を定式化

することによって、森林状態の変化が崩壊防止機能

に及ぼす影響を定量的に評価できる。そこで、根系

の生長モデルと根系の持つ地盤補強効果を考慮した

既往の研究をもとに（阿部、1997）、植栽後10年以

降の根系による補強効果を回帰計算によって数値化

した（回帰式⑵）。一方、植栽直後から10年までは指

数関数的に補強効果が増加すると仮定し、10年後に

補強値が一致するように数値化した（回帰式⑶）。

図２―57 MI算出までのフロー

図２―58 森林伐採後と植栽後の粘着力の変化
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f(t)＝87.2ln(t)－172.6 （t＞10） ⑶

f(t)＝0.168e （０＜t＜10） ⑵

斜面の安定解析には、降雨→山地斜面への浸透→

飽和帯の形成→土質の変化→安全率の低下→崩壊の

発生を取り扱うことのできる下記の安定計算式⑷

（駒村、1988） を用いた（図２―59）。

F＝［｛(1＋e)C＋(G ＋eS －eS －S )γH cos

θ･tanφ｝］［(G ＋eS )γH cosθ･sinθ］ ⑷

安全率が1.0となる時の土壌飽和度を求めるため、さ

らに以下の式⑸に変形した。

Sr＝

Ae－Be－A＋｛(Be－Ae＋A)－4Ae(BG －AG －(1＋e)c)｝
2Ae

（where, A＝wH cosθ･tanφ, B＝wH cosθ･sinθ)

⑸

また、式⑴，⑵、⑶で算出した樹木の補強、減退効

果は、すべて粘着力⒞で表現できることから、φで

はなく次式の cにすべて組み込んだ。

斜面の条件としては、土壌厚：1.2ⅿ、斜面の傾

斜：30°、地山の持つ粘着力：250㎏/㎡、内部摩擦

角：33°、間𨻶比1.58、土の比重：2.7と設定した。ま

た、林齢60年のスギを伐採した後、直ちに植林した

ものと仮定している。これらの条件で、上式を用い

て F（安全率）＝1.0となる土壌の飽和度（Sr）を計

算した。さらに、含水比をw＝eSr/Gsによって算出

し、この含水比と初期含水比との差を導くことで、

F（安全率）＝1.0に到達するための水分量が得られ

る。この基本式を用いて、伐採後50年までの F（安

全率）＝1.0となる土壌水分量を求めた（図２―60）。

森林状態の変化と森林立地の水分状態の関係を明

らかにした上で、土壌水分量とこれを規定する降雨

量を関連づける必要がある。時間雨量を用いること

も可能であるが、崩壊は先行雨量と密接に関係して

いることなどから、過去の降雨履歴をより適切に表

現できる実効雨量を土壌水分量とした。実効雨量を

求める計算式は下記の通りである。

E＝αR ＋α･R ＋……＋α

･R (M＝logQ5/logαorα＝Q5) ⑹

一方、最終的な目標である Fs＝1.0となる実効雨

量の確率年を求めるためには、特定の地域の気象デ

ータを用いて実効雨量を算出し、確率実効雨量分布

特性を把握しなければならない。このため、過去に

災害を受けた長崎県を選び、12年間にわたる時間雨

量のデータから実効雨量を算出し、さらに下記の式

を用いて確率実効雨量分布を求めた（図２―61）。

log X＝0.184K＋2.267 ⑺

(K＝
6
π

(γ＋Ln)(LnT －Ln(T －1)))

この図から、実効雨量に該当する確率年を求める

ことができる。その結果、森林の伐採やその後の森

林の生長は、崩壊を発生させる実効雨量の約18年の

確率年に相当する変動を与えると認められた。ただ

し、1982年の豪雨の記録が含まれているものの、統

計数が少ないため確率年の変動幅が小さくなった。

また、計算過程においてもさまざまな仮定が入って

いるため、誤差がかなり含まれている。しかしなが

ら、森林火災や施業などによる森林状態の変化を原

因として森林のもつ崩壊防止機能が変化する割合

を、地域差を平準化した降雨の確率年として表現で

きた。

図２―59 斜面安定解析の考え方
図２―60 森林伐採後に F↔Fsとなる土壌水分量の

変化
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なお、森林の根系が持つ地盤の補強効果から確率

年を算出する式は以下のようになる。

T ＝ exp(e )
exp(e ) A＝－

π（log x－y）

6σ
⑻

オ 今後の課題

初期値の設定や入力パラメータについて、さらに

詳しく検討する余地が残った。より多くの崩壊地調

査事例などを参考にし、得られたMIの妥当性につ

いて検討する必要がある。

カ 要 約

森林開発が森林のもつ土砂流出・崩壊防止機能に

与える影響を評価するMIを策定するには、物理モ

デルの導入が必須である。このため、土壌水分量を

考慮した斜面安定式を基本とする物理モデルを構築

した。また、斜面安定計算式に森林根系の生長等に

よる地盤補強効果を導入するため、伐採や植林に伴

う補強強度の変化を考慮した地盤補強モデルを設定

した。さらに、このモデルによって算出された森林

の根系による地盤強度を安定計算式に入力し、各年

毎に安全率が1.0となるような実効降雨量を逆算し

て求めた。一方、過去に土砂災害の被害を受けた地

域の雨量観測データを用いて、崩壊と密接に関係す

る実効雨量の分布特性を求めた。これらのデータを

もとに、森林状態の変化によって森林のもつ崩壊発

生防止機能の変化を示すMI、すなわち、実効雨量の

確率年として評価する方法を確立した。

キ 文 献

１)阿部和時（1997），樹木根系が持つ斜面崩壊防止

機能の評価方法に関する研究，森林総研研究報告，

373：170

２)駒村富士弥（1988），表層崩壊発生危険雨量の予

測，地すべり，25⑴：7-12

（松浦純生、阿部和時、浅野志穂、岡本 隆）

２．農地における土砂崩壊

⑴ 地形・水文条件からみた中山間地水田地帯の土

砂崩壊防止機能評価法の開発

ア 目 的

多雪・地すべり地帯の中山間地域では、水田を中

心とした農業が営まれてきたが、耕作放棄等によっ

て農地の荒廃が進み、土砂崩壊や地すべり等の発生

が危惧されている。土砂崩壊は様々な要因（素因と

誘因）が重なって発生する。一方、棚田の耕作放棄

も様々な条件下で発生している。そこで、新潟県頸

城丘陵の棚田を対象に、耕作放棄の程度や地形条件

等を用いて棚田の土砂崩壊への影響を評価する方法

を検討する

イ 研究方法

研究対象とした新潟県東頸城地域は、標高

100～700ⅿの頸城丘陵が連なる中山間地域で、年間

降水量が3,000㎜前後と多く、冬期間の積雪が２～３

ⅿにも及び、全国有数の地すべり地帯である。

頸城丘陵（東頸城）の棚田分布や、団地ごとの傾

斜、地質、耕作放棄率等を整理すると共に、土砂崩

壊等デ－タを収集し、水田団地の要因が土砂崩壊に

与える影響を数量化Ⅱ類を用いて解析した。解析に

は平成３～４年「傾斜地帯水田適正利用対策調査」

（構造改善局資源課）における傾斜1/20以上の水田

団地を対象とした（178団地、4,721 ）。一方、土砂

崩壊の資料については、新潟県で取りまとめられた

平成２～７年の資料をもとに関係町村での聞き取り

を行い、整理した。なお、ここで扱う土砂崩壊のデ

ータは農地に関係し、移動土量が10㎥以下を対象と

した。

解析は、①178団地全体を対象に表層地質、傾斜、

耕作放棄率を要因として土砂崩壊の有無を評価する

とともに、②干ばつの被害率を要因に加えて土砂崩

壊の有無を評価した（松代町21団地）。また、他の地

図２―61 森林状態の変化が崩壊誘起実行確率雨量の

確率年に及ぼす影響
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域（西頸城）への適用性や、平成10年以降発生した

土砂崩壊の事例を当てはめて、その妥当性を検討し

た。

誘因と考えられる雨量については、土砂崩壊と雨

量との関係を統計的に解析し、土砂崩壊の発生割合

と雨量の確率年を用いて検討した。

ウ 結 果

ア 頸城丘陵全体の解析に用いた外的基準と要因

のカテゴリーと、データのクロス集計を表２―28に

示す。また、数量化Ⅱ類を用いて解析したカテゴリ

ーと数量を図２―62に示す。相関比が0.090と小さ

く、あまり良く判別されていない。土砂崩壊の判別

には、表層地質が最も寄与し、傾斜と耕作放棄率は

ほぼ同程度であった。表層地質は新第三紀の土層が、

また、傾斜は急傾斜ほど崩壊に影響を及ぼしている。

耕作放棄率が大きい団地ほど崩壊に影響を及ぼして

いる。しかし、同様の方法で求めた西頸城では、表

層地質では同様の結果が得られたが、傾斜と耕作放

棄率では明瞭な関係は認められなかった。頸城丘陵

の解析結果のカテゴリー数量を用いて、サンプルス

コアーを評点の範囲で示した評価法を示した（表２

―29）。解析に用いなかった平成10年以降の土砂崩壊

の結果を評価法に当てはめた。16事例のうち危険度

高い４、やや高い６、やや低い３、低い２と評価で

きた。

イ 水文的条件として、平成６年の干ばつ時の水

稲被害を要因に加えて（団地水田の乾き易さを示し

ている）、松代町を事例に検討した。表２―30は用い

たデータのクロス集計表であり、図２―63は解析結

果である。相関比は0.513であった。傾斜で異なる傾

向が見られたが、その他の要因は前者と同様であっ

た。また、干ばつ被害が大きい団地ほど土砂崩壊へ

の影響が大きいと考えられた。松代町の結果を基に、

表２―28 データのクロス集計（178団地)

図２―62 東頸城全体の事例

表２―29 要因の重みと評点（頸城丘陵全体）
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カテゴリー数量を用いて、サンプルスコアーを評点

の範囲で示す評価法を示した（表２―31）。解析に用

いなかった平成10年以降の土砂崩壊の結果を評価

し、９事例のうち危険度高い３、やや高い４、やや

低い１、低い１と評価できた。

ウ 頸城丘陵全体の土砂崩壊のうち、降雨が原因

とされる土砂崩壊を対象に、降雨との関係を整理し

た。崩壊発生時の該当雨量を大きい順に並べ、全崩

壊に占める崩壊発生割合と、６年間雨量のうち該当

雨量における崩壊発生割合との関係を見ると、土砂

崩壊は３日連続雨量と関連が深かった（図２―64）。

また、土砂崩壊発生割合を確率雨量との関係で整理

した（図２―65）。頸城丘陵で土砂崩壊が100%発生

する連続雨量は175㎜、確率雨量約50年と評価でき

た。

エ 考 察

東頸城地域の中山間地水田では、素因として新第

三紀層の表層地質で、また、傾斜が急なほど土砂崩

壊発生の確率は大きく、耕作放棄が増加することに

よって土砂崩壊への影響が増加するものと考えられ

た。また、干ばつの被害率が大きい団地、すなわち、

乾きやすい地形・水文条件の団地ほど土砂崩壊発生

表２―30 データのクロス集計（松代町21団地)

表２―31 要因の重みと評点（松代町の結果)

図２―63 干ばつを考慮した事例（松代） 図２―64 連続雨量と土砂崩壊の関係
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の確率が大きいと推察される。棚田の耕作放棄に伴

う土砂崩壊への影響を評価する場合、傾斜や表層地

質だけでなく、水に関する要因が重要である。新潟

県の東頸城の地すべりについて数量化Ⅱ、Ⅲ類を用

いて検討した結果 によると、耕作放棄田では、乾裂

等を通して降水が地すべり地内へ供給されていると

推測されている。また、耕作放棄田で水収支を解析

した結果 によると、干ばつでできた亀裂によって、

下方への浸透量は大きく増加する。すなわち、棚田

が放棄されることによる土砂崩壊への影響は、気象

条件、特に降水量の多い地帯では乾燥条件に大きく

左右され、放棄後の表層土壌の透水性の変化、表層

地質の透水性や力学性の変化が重要な要因になる。

異なる土壌や地質では乾燥による水移動への影響の

程度が異なり、数量化Ⅱ類で解析した要因の重みや

サンプルスコアーが異なるものと考えられた。東頸

城では表層土壌は粘質土で乾燥収縮が大きく、表層

地質も新第三紀層で乾湿による風化が進みやすいと

されている。

オ 今後の課題

本評価法は、地域によってその重みやサンプルス

コアーが異なる。このため、他の地域で適用する場

合、同様の方法で検討する必要がある。本方法は統

計的な解析結果であり、より詳細に検討するために

は土砂崩壊の物理モデルを検討する必要がある。

カ 要 約

新潟県東頸城の中山間地水田における棚田の耕作

放棄が土砂崩壊に及ぼす影響を土砂崩壊の有無を外

的基準とし、傾斜、表層地質、干ばつ被害率及び耕

作放棄率を要因として数量化Ⅱ類を用いて解析し

た。その結果、表層地質では新第三紀層が、傾斜は

急なほど、干ばつ被害率ならびに耕作放棄率が大き

いほど土砂崩壊に影響を及ぼすことが明らかとなっ

た。解析で得られたカテゴリー数量を用いて、サン

プルスコアーを評点の範囲で示す土砂崩壊への影響

評価法を示すと共に、他の土砂崩壊事例への当ては

めを行った。

キ 文 献

１)権平哲三ら（1998），地すべりと放棄田等との関

係－数量化理論による解析結果－，地すべり学会

講要：171-174

２)吉田修一郎・高木強治・足立一日出・増本隆夫

（1997），気象条件の変化に伴う中山間地耕作放棄

田の土壌物理性の変化，農土論集 191：75-83

（足立一日出、高木強治、吉田修一郎）

⑵ 中山間農用地の立地・管理条件別の土砂生産に

関わるMIの策定

ア 目 的

棚田水田地帯を事例として、統計手法による中山

間農用地の表層崩壊発生評価手法を開発し、農地利

用の変動に伴う土砂崩壊発生に関わるMIを考察す

る。

イ 研究方法

ア 表層崩壊の実態把握と GISデータの作成

棚田を中心とした農地が傾斜面に立地する高知県

大豊町A集落を調査フィールドに設定し、農地の現

況図を空中写真から作図する。この現況図を基に、

現地踏査・測量によって遊休農地を含めた全農地を

対象として表層崩壊発生の有無と崩壊土量を調査す

る。また、A集落の土地利用や地形情報、表層崩壊

の調査結果等を地理情報システム（GIS）に入力し、

農地１筆毎の土地利用や地形量等の立地・管理条件

に関わるデータベースを作成する。

イ 表層崩壊発生判別式の作成とMIの考察

A集落内において、アで作成したデータベースか

ら、農地の立地・管理条件を要因、表層崩壊発生の

有無を外的基準とし、数量化理論第Ⅱ類を用いて統

計モデルとして表層崩壊発生の判別式を作成する。

この作業を通じ、中山間農用地における農地の土地

利用や管理水準に対応した表層崩壊発生評価手法を

開発すると共に、MIを考察する。

ウ 結果と考察

ア 表層崩壊の実態把握と GISデータの作成

現況図は、国土地理院が1975年に撮影した空中写

真から解析図化機を用いて作成すると共に、GIS上

図２―65 土砂崩壊と確率雨量
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に入力した。表層崩壊調査は、1975年の空中写真か

ら判読できた農地で、林地化が進み地表面の調査が

困難なものを除いた農地を対象とし、ガリ侵食をも

含め、現況から表層崩壊跡と判断されるものを全て

対象とした。発生位置は現況図によって把握し、崩

壊土量は巻尺等による簡易な測量で求めた（図２―

66、図２―67）。調査結果は GIS上に入力した。

森林基本図から等高線や水系データを、空中写真

の判読結果と現地踏査結果から年次別の土地利用情

報を GIS上に入力し、農地の現況図情報ならびに表

層崩壊調査情報と合わせ、農地１区画毎に土地利用

や傾斜度等の各種地形量、NDVI（正規化植生指標）、

表層崩壊の有無・崩壊土量（概算）等のデータベー

スを作成した。

A集落においては、1975年に896筆あった耕作農

地は1998年には275筆へ減少し、遊休化が進行してい

る。表層崩壊は、棚田１筆内の法肩や田面の一部が

崩壊するような小規模な崩壊を中心に、多数発生し

ていることが図２―66、図２―67から判る。

イ 表層崩壊発生判別式の作成とMIの考察

多変量解析による表層崩壊発生要因の解析に当た

っては、発生メカニズムの異なるものを同一に扱う

ことは適切ではない。従って、発生メカニズムから

土壌侵食との分離が容易でない１㎥以下の表層崩壊

を除外して判別式の作成を行うこととした。判別式

の作成に当たっては、GIS上に構築した農地１筆毎

のデータから、既往の研究 等により表層崩壊と関

係が深いと考えられる土地利用、傾斜度、比集水面

積、水系次数、及びNDVI（正規化植生指標）の５

項目のデータを要因として用い、さらに各要因をカ

テゴリー区分した（表２―32）。地質や表層地質、土

壌等は、一般的には表層崩壊と関係の深いものの、

単一集落を対象とした作業のため、要因に加えなか

った。

A集落内の全農地を対象として判別式を作成し

たところ、相関比は、0.046と低かった。これに対し、

A集落内を沢で５ブロックに区分し、各ブロック単

位で判別式を作成した場合には、小水系単位として

明確に区分されるブロックにおいては良好な相関比

で判別式を作成することが出来た（表２―33）。この

結果から、水系を解析単位として数量化理論第Ⅱ類

を用いて判別式を作成した場合、農地の表層崩壊発

生は統計的に意味を持った判別式として記述出来

る。

図２―67 Ａ集落における表層崩壊の規模

図２―66 Ａ集落における表層崩壊の発生地点（縮

尺：約１/8,700）

表２―32 用いた要因とカテゴリー
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数量化理論第Ⅱ類による解析においては、要因の

判別対象に対する寄与度合を、判別式作成の過程で

要因毎に算出される重みのレンジ（範囲）の比較に

よって、相対的に比較することが出来る。また、同

一精度・同一項目のデータ群毎に判別式を作成した

場合、同一要因に対する寄与度合を、データ群間の

レンジを比較することによって、データ群間で相対

比較できる。従って、同一の要因を用い、同一精度

のデータで地区毎に統計モデルとして意味を持つ表

層崩壊発生の判別式を数量化理論第Ⅱ類を用いて作

成した場合、土地利用・農地管理に関わる項目につ

いてのレンジを比較することによって、農地の持つ

表層崩壊発生防止機能を定量的に相対評価すること

が出来る。

数量化理論第Ⅱ類による評価は、統計モデルであ

る判別式作成時に外的基準として用いた基準に対応

したものとなる。従って、表層崩壊発生防止機能の

評価も外的基準としての表層崩壊に対応したものと

なる。A集落で作成した判別式に用いた表層崩壊は

棚田１筆内で発生した小規模な崩壊を外的基準とし

たことから、崩壊発生に伴う下流域への土砂流出防

止のような明確な外部経済効果としての表層崩壊発

生防止機能よりも、生産基盤としての農地の保全、

すなわち、内部経済効果に関わる表層崩壊発生防止

機能を主に評価するものとなっている。

以上より、外部経済効果に関わる国土保全機能と

しての農地の持つ表層崩壊発生防止機能は、①水系

を解析単位とし、②下流域に対する土砂流出に影響

を与える規模の表層崩壊を外的基準に数量化理論第

Ⅱ類を用いて統計モデルとしての判別式を作成し、

③土地利用・農地管理に関わる項目のレンジをMI

として比較することによって評価できる。

エ 今後の課題

本研究を発展させるためには、農地における表層

崩壊発生メカニズムを踏まえた物理モデルを開発す

る必要がある。

オ 要 約

棚田を中心とした傾斜地農業集落において、全農

地を対象として表層崩壊調査を行い、この調査結果

と農地１筆毎の農地の立地・管理条件に関わるデー

タを GIS上に構築した。このデータを用いて、農地

の立地・管理条件を要因、表層崩壊発生の有無を外

的基準とし、表層崩壊発生を記述する判別式を数量

化理論第Ⅱ類を用いて統計モデルとして作成した。

この作業を通じ、中山間農用地における農地の土地

利用や管理水準に対応した表層崩壊発生評価手法の

開発を行い、MIを考察した。

カ 文 献

１)高橋博・大八木規夫・大滝俊夫・安江朝光（編）

（1986），斜面災害の予知と防災，白亜書房，：95

-221

（吉迫 宏）

⑶ 土地利用配置パターンによる農地保全機能の評

価とMIの策定

ア 目 的

農地としての国土利用が、国土保全に果たす役割

の重要性は多方面で指摘されているものの、これら

を実証する研究は少ない。本研究は、農地転用や荒

廃、土地利用の地目別構成や割合、空間的な配置条

件など災害発生要因となり得る場の条件（土地利用

配置パターン）に注目して、災害の側面から農地保

全機能を評価するためのMIを明らかにする。

本研究の主要な説明対象は農地災害であるが、農

表２―33 小水系ブロック間の相関比の相違（Ａ集落）
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地災害の取り扱いは空間スケールの大きさによって

異なる。例えば、九州全体や流域全体を評価する場

合には、災害統計のような統合化、平均化された情

報に頼らざるを得ない。一方、評価の場を市町村域、

水田団地、圃場と絞り込んで行くに従って、必要な

検討データの種類と質を適切に選定する必要が出て

くる。ところが従来の研究では、この空間スケール

の違いに関する取り扱いが必ずしも明記されていな

いために、これらの最終的な評価手法や指標の適用

限界に関しても不明な点が多い。逆に言えば、現象

の本質を失わない範囲で判定指標（マクロ指標）の

数を減らしていくことが可能かについても不明な点

が多い。そこで、本研究では土地利用配置パターン

と空間スケールとの関係を重視する。また、近年、

景観の保全や国土保全など農業の多面的機能維持を

目的として、中山間地域の棚田を保全する緊急的な

行政施策が展開されており、従来よりも詳細な関連

データの蓄積が可能となっている点も考慮する。

イ 研究方法

対象とする場の空間スケールと説明対象を変化さ

せて、対象を説明しうる変数を主として統計解析に

よって検討する。

ア 地方、都道府県スケールでの検討

災害統計（農林水産省構造改善局：1992～1995年）

に基づいて、地域別に農地災害箇所、被災面積、被

害額の違いを調べる。さらに1991～1994年における

被災面積を都道府県別に整理し、農地の配置と管理

に関わる指標をもとに、重回帰分析（変数増加方

式)によって主要な変数を選択する。

イ 流域、市町村スケールでの検討

熊本県のK川流域（1,036㎢）を対象として、15市

町村別（平均100㎢オーダー）に農地災害被害額

（1990～1995年分）と土地利用との関係を重回帰分

析によって明らかにする。投入する説明変数の一覧

を表２―34に示す。

ウ 水田団地スケールでの検討

宮崎県 G町（172㎢）における、31水田団地スケー

ル（101～102 ）の農地災害被害額（1995～1999年

分・334箇所）、立地条件、管理的条件、社会条件、

土地利用等データから重回帰分析（変数増減法）に

よる変数選択を行う。その際、目的変数を、「総災害

被害額」、「水田団地内の水田群とそれらに近接した

土砂崩壊被害額」、「1999年度単年度災害に限定した

土砂崩壊被害額」などに分けて、評価結果を比較す

る。投入する説明変数の一覧を表２―35に示す。

エ 崩壊土砂量による検討

ウと同じ31水田団地の単位水田面積あたり棚田の

崩壊土量を「崩壊規模」と考え、水田団地スケール

で水田面積との関係を調べ、崩壊現象の特性を明ら

かにするとともに、各団地の立地条件と「崩壊規模」

との関係を調べる。さらに、既存の50ⅿメッシュ標

高データから得た団地別「平均勾配」、土地利用（水

田、畑、牧草地、樹園地）別の全団地面積に対する

「面積比率」、土地改良基本調査による「排水不良水

表２―34 重回帰分析の投入変数（流域、市町村スケール）

表２―35 重回帰分析の投入変数（水田団地スケール）
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田面積比率」を基に因子分析を行って、主要な立地

条件因子を抽出する。

オ 圃場一筆スケールでの検討

土砂崩壊現象に関する物理的な意味を鮮明にする

ために、エにおいて30 以下で面積のほぼ等しい９

団地に絞って、崩壊に及ぼす各水田団地の特性を比

較する。航空写真等に基づき、水田を構成する耕区

一筆ごとの面積、形状、勾配データを拾って団地全

体に積み上げ、団地内の総水田面積に対する１）総

法面面積割合および２）総筆数割合を算出して、こ

れらを耕区配置パターンと考え、「崩壊規模」との関

係を調べる。

カ MIの策定

ア～オの結果と考察から、上記因子の線形結合に

よって適当なMIを選択、策定する。

ウ 結 果

ア 図２―68には、農地災害の発生状況を地域別

に整理した。また、表２―36は都道部県別の農地災

害被災面積（目的変数）に対する説明変数の選択（重

回帰分析）結果である。

イ 図２―69は、1990～1995年度における農地災

図２―68 農地災害の発生状況（地域別スケール）

表２―36 重回帰分析結果（都道府県スケール）

図２―69 農地災害の発生状況（Ｋ川流域市町村別単位面積当り）

表２―37 重回帰分析結果（流域、市町村スケール）

表２―38 重回帰分析結果（水田団地スケール）
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害の件数と災害復旧事業査定額を、単位農地面積当

りの値に換算して市町村別に比較した結果である。

重回帰分析結果を表２―37に示す。

ウ 表２―38には３種の目的変数によるケース⑴

～⑶において、重回帰分析による変数選択の結果を

示した。

エ 単位水田面積あたり棚田の崩壊土量を「崩壊

規模」と定義し、この量を縦軸に、水田面積を横軸

にとって整理し、図２―70（左）に示した。図２―

70（右）は、立地条件による因子分析の結果をもと

に、立地条件因子と崩壊規模との関係を示している。

オ 団地内の総水田面積に対する１）総法面面積

割合および２）総筆数割合を算出し、これらを横軸

に、縦軸を「崩壊規模」に選んで整理し、図２―71

に示した。

エ 考 察

ア 図２―68から、九州地方は、例えば北海道な

どに比べると規模の小さい多数の被災箇所を抱えて

おり、気候上の立地条件以外に地形の複雑性による

と推察される。表２―36から、林野率に比べると耕

地率の方が被災面積を抑制する効果が高いが、農地

保全機能として読みとるためには情報量が不足して

いる。

イ 図２―69から、J町を除くと災害面積、災害査

定額とも大体同じような傾向である。降雨量につい

て言えば、1993年度は1990年度を遙かに凌いだが、

図２―68の傾向とは逆に、土地利用上の立地特性の

違いが推察される。表２―37から、一見、樹園地率、

平均標高、農地率の災害抑制効果が高いように読め

るが、現実には低地の水田地帯に災害が集中したこ

との裏返しであった。この条件では畑地を含めた農

地の保全機能を評価することは出来ない。

ウ 表２―38の全てのケース⑴～⑶において、説

明変数の偏回帰係数の傾向は一定している。耕作放

棄に関わる要因は災害を助長し、畑地率や牧草率は

抑制側にまわっている。樹園地率は明らかに助長側

である。決定係数と有意確率の値に問題がある理由

は以下のように解釈できる。すなわち、災害額の内

訳には純粋に農地で災害が起きたものと、農地に付

随する農道等のいわゆる施設災害がある。ケース⑴

の災害被害額は両者の合計であり説明変数との間に

不一致を生じたためと思われる（水田団地内の水田

群とその周辺の農地災害事例に限定したケース⑵で

は同様の問題は生じていない）。樹園地率の効果は表

２―37と反対であるが、これは災害を市町村単位か

ら水田団地単位で整理したことによると思われる。

すなわち空間スケールの取り方の重要性を示す一つ

図２―70 水田の崩壊規模と立地条件

図２―71 法面面積比率および耕区数密度と崩壊「規

模」の関係（凡例は図１と同じ）
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の事例であるとともに、水田団地のスケールで土地

利用に基づく災害因子を考察することの有効性を示

唆するものである。

エ 図２―70（左）からは、水田面積が小さくな

るほど、「崩壊規模」の大きい団地が出現する傾向が

得られる。このことは、水田団地面積で捉える「崩

壊規模」の現れ方が、評価面積の括り方と密接な関

係を持つことを示す。図２―70（右）において、図

中の凡例（×●）の分布を見ると、第１因子の大き

い立地条件で「崩壊規模」の大きなグループ（×）

が集中する傾向がある。また、「崩壊規模」の小さな

グループ（●）は、相対的に第２因子の大きな方に

数多く集まっていることがわかる。これは、第１因

子が面積を基準とした土地利用別割合に関する因子

で、「水田面積比率」の寄与率が高く、第２因子は「平

均勾配」の寄与率の高いことと関係していると思わ

れる。

オ 図２―71からは、団地全体に占める水田の面

積比率が低く、法面面積の比率が高く、耕区数の密

度が高い団地ほど「崩壊規模」が大きいことが判る。

これら圃場を単位として積み上げた解析の結果は、

水田団地スケールの説明因子と十分対応する。この

種の圃場単位のデータは、直接支払制度との関係か

ら入手が年々容易になっており、今後とも活用すべ

きである。

カ 図２―70より、水田団地別の「水田面積比率」、

「50ⅿメッシュ標高図による団地内平均勾配」、「70

㎝以浅地下水位面積比率」にオーダー指標としての

「水田面積」を加えたものを、水田団地の立地条件

に基づくMI①とする。また、総水田面積に対する

「総法面面積割合」および「総筆数割合」に水田団

地との繫がりを表す「水田面積比率」を加えた３種

の因子は、水田内耕区の空間的配置構造（耕区配置

パターン）を表していると考えられ、これらを耕区

配置パターンに基づくMI②とする。以上のMI①、

MI②の因子の算定式と各係数を表２―39に示す。

オ 今後の課題

今後、中山間地帯の棚田の地形情報整備はより精

緻化し広範囲に拡大していくので、統計モデルとと

もに、各スケールに相応した崩壊予測の物理モデル

を開発する必要がある。

カ 要 約

農地の転用や荒廃、土地利用の地目別構成や割合、

空間的な配置条件など農地において災害発生要因と

なり得る場の条件（土地利用配置パターン）に注目

して、農地災害の側面から農地保全機能を評価する

ためのMIを検討した。農地災害の取り扱いは空間

スケールの大きさによって異なるため、九州、流域、

市町村、水田団地、圃場と対象の場を絞り込みなが

ら、主として重回帰分析による変数選択により農地

災害（崩壊）の検討に必要なデータの種類と質を吟

味したところ、最低限水田団地スケールでの検討が

必要であった。耕区レベルでの検討結果もその結果

を裏付けた。以上の結果から、水田団地を単位とし

た災害に関する立地条件と耕区条件に基づくマクロ

指標を策定した。

キ 文 献

１)菅 民郎（1993），多変量解析の実践，現代数学

社．

（樽屋啓之、久保田富次郎、宮本輝仁、石田憲治、

島 武男）

表２―39 農地の土砂崩壊に関わるMI
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第４章 土壌肥沃度に関わるMIの策定

１．土壌肥沃度変動の土地利用形態別評価

⑴ 普通畑・野菜畑の養分収支と土壌肥沃度変動予

測等MIの策定

ア 目 的

わが国の畑作物・野菜圃場における養分収支は、

一般作物栽培圃場ではほぼ均衡、野菜圃場ではプラ

スと予想される。しかし作目毎の圃場での養分収支

や連用に伴う影響などについて推定した例は見あた

らず、実態などについても不明である。そこで、畑

作物・野菜圃場における養分収支の実態を把握する

とともに、実態を簡易に推定するマクロ式を策定す

る。さらに窒素収支をもとに畑・野菜圃場を対象と

した環境影響を予測するMI式を開発する。

イ 研究方法

養分収支として、農耕地にインプットされる養分

と農耕地より持ち出されるアウトプット養分の差か

ら算出される土壌面収支法を採用した。収支式や環

境への影響予測式を簡略化するため、養分の投入を

施肥および有機性資材に、養分吸収や搬出を作物吸

収および収穫物と限定した。養分収支の実態推定に

は、施肥や資材投入の資料として実態調査結果 、

作物の養分吸収量および搬出量の資料として公立場

所での養分吸収試験結果取りまとめ 、栽培面積や

収穫量の資料として平成10年産の統計資料 を使

用した。ただし、テンサイ及び小麦の有機質資材投

入量は、十勝畑作地帯の投入平均量 と投入圃場率

に４㎏N/ （堆肥における窒素平均含量）を乗じて

求めた。また、土壌環境基礎調査（未公表）や文献

値 など他資料より算出した養分投入量や持ち出

し量と比較し、本研究にて算出した実態推定値の妥

当性を検討した。一方、養分収支を簡易に推定表記

できる指標式作成には、養分投入の推定資料として

各都道府県の施肥基準や有機物の施用基準を用い

た。さらに、環境影響指標として窒素の溶脱に注目

し、公表されたライシメータ試験結果等 を使用し

て、インプットを化学肥料、アウトプットを収穫物

吸収のみとした系での窒素収支と溶脱量との関係を

表す演繹モデル式を作成した。

ウ 結 果

ア 養分収支実態の推定：養分収支の特徴（表２

―40）

「化学肥料－作物吸収」において畑作物全体では

窒素・リンはプラス、カリはマイナス状態にあった。

窒素は作物間差が大きく、葉茎菜類・果菜類では大

幅なプラス、麦類・工芸作物類などではマイナス、

豆類・イモ類ではほぼ均衡状態となった。リンは工

芸作物や果菜類・葉茎菜類でプラスが目立つ。逆に

カリはマイナスとなる作物類型が多く、調査対象と

した作物では大幅なプラスは葉茎菜類以外認められ

ない。「全投入－作物吸収」においては畑作物全体で

は均衡する養分はなく、窒素、リンともに大幅なプ

ラスとなる。「全投入－収穫物」に至っては麦類・豆

類を除き３要素全てが大幅なプラスとなる。特に果

菜類・葉茎類、中でも、キュウリ（845㎏N/ ）、な

す（940㎏N/ ）、トウモロコシ（774㎏N/ ）、ホ

ウレンソウ（441㎏N/ ）等でのプラスは著しい。

また、全収支を通じ作物間の差が大きい。

イ 実態推定値の検証（表２―41）

実態の推定に用いた「農業生産環境調査結果」か

ら算出した水田＋畑・野菜圃場への化学肥料投入窒

素量は113㎏N/ となりMishima他（1999)の値

と同じになった。また、同様に畑・野菜、水田、水

田＋畑・野菜圃場の堆肥化資材投入窒素量はそれぞ

れ137㎏N/ 、31㎏N/ 、66㎏N/ となり、Mi-

shima他（1999)や土壌環境基礎調査から算出した

値と極めて近い値となった。一方、尾和（1996）か

ら算出した水田、水田＋畑・野菜圃場での作物吸収

量はそれぞれ97㎏N/ 、119㎏N/ となり、鳥山

（2001）やMishima他（1999）の値とほぼ同じ値と

なった。同様に水田、水田＋畑・野菜圃場の収穫物

窒素量はそれぞれ60㎏N/ 、67㎏N/ と鳥山

（2001）やMishima他（1999）の値とほぼ同じ値と

なった。本研究にて用いた基礎データ値と他の資料

のデーター値は作付面積や地目構成などが異なると

はいえ、ほぼ同等な値となり本収支結果はほぼ現状

に即した推定値である。

ウ 養分収支マクロ式：施肥基準の投入窒素量を

用いた簡易養分収支マクロ式

畑・野菜圃場における主要作物の「施肥基準に基

づく投入窒素量－収穫物窒素量」（X；窒素収支推
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定値）と「農業生産環境調査の化学肥料投入窒素量－

収穫物窒素量」（Y窒素収支実態値）および「施肥基

準及び有機物施用基準に基づく投入窒素量―収穫物

量窒素」（X；窒素収支推定値）と「農業生産環境調

査の化学肥料と有機質資材の投入窒素量―収穫物窒

素量」（Y窒素収支実態値）との間には、それぞれ

Y ＝1.14＊X＋0.25（R ＝0.91）、Y ＝1.57＊X－

5.39（R＝0.75）の関係（図２―72、２―73）が認

められた。以上から、畑・野菜圃場の窒素収支は施

肥標準と収穫物吸収で簡易表現でき、「窒素収支」＝

α＊（「施肥基準および/もしくは有機物施用基準の

表２―40 わが国の畑・野菜圃場における主要作物毎の一作当たりの養分収支

表２―41 引用した資料における投入資材および作物中の窒素量

図２―72 「化学肥料投入窒素量―収穫物窒素量」収

支の施肥基準値からの算出値と農業生産環

境調査値からの算出値との関係
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窒素量」－「収穫物窒素量」）＋β（α、βは系数）で一

般化できることが示唆された。

エ 養分収支と流出特性―農耕地での窒素収支と

溶脱量―（図２―74）

深さ約１ⅿの系を対象に、インプットを化学肥料、

アウトプットを収穫物吸収および溶脱のみとし、前

年の「化学肥料窒素量」－「収穫物吸収窒素量」＋「溶

脱窒素量」を当年のインプットに加算して、連用圃

場の試験区も含め解析した。同一試験区では年間に

おける施肥窒素余剰量（施肥窒素量＊（１－施肥窒

素利用率））と施肥窒素溶脱量の間には比例関係が認

められた。収集した資料では勾配は１～1/5と様々

で、同一土壌群（例えば黒ボク土など）でも試験地

が異なると勾配も異なった。さらに（施肥窒素溶脱

量）/（施肥窒素余剰量）は浸透水量が増えるにつれ

増加する傾向が認められ、溶脱への透水性の関与が

示され、施肥窒素溶脱率は土壌の透水性・有効水量

などで表記できる可能性が示唆された。両者の関係

は次式で表された。

（年間施肥窒素溶脱量［㎏N/10 ］）/（年間施肥窒

素余剰量［㎏N/10 ］）＝0.0007＊（年間土壌浸透水

量［㎜］） （R＝0.59）

エ 考 察

畑・野菜圃場の窒素収支は施肥標準を用いた式で

の簡易表記が可能なものの、実態調査結果から推定

された窒素収支と簡易推定との両者の値には、約1.6

倍の開きが認められた。施肥基準（F1）から推定し

た施肥窒素量と農業生産環境調査の化学肥料窒素量

（F2）との間には F2＝1.07＊ F1＋2.84（R2＝0.91）

の関係が認められ、基準に従って施肥されているこ

とが伺えた。しかし、農業生産環境調査の投入堆肥

化資材窒素量は堆肥化資材の施用基準から推定した

窒素量よりかなり大きい。これにより、施用基準か

ら推定した全投入窒素量と農業生産環境調査の全投

入窒素量に違い生じ、さらに窒素収支へ影響したと

考えられた。堆肥化資材における両者の差異は、施

用基準以上の投入以外に、堆肥化資材中の窒素含量

の見積もりの違い等も影響していると考えられる。

一方、窒素収支をもとに畑・野菜圃場を対象とし

た環境影響を予測するマクロ式では、施肥窒素の余

剰量に対する溶脱割合は浸透水量［㎜］の0.0007倍

であった。解析に用いた試験結果の大半が深さ約１

ⅿすなわち1000㎜のライシメータを用いていたこ

と、通常の土壌の固相率が30～40％であること 、土

壌の種類にはあまり関係しないこと（ただし、ライ

シメータでは土壌構造が未発達もしくは破壊されて

いる）などを考慮すると、全余剰窒素の溶脱に必要

な浸透水量は孔𨻶量のほぼ2倍であることが推察さ

れた。

オ 今後の課題

土壌肥沃度指標が不明確であるだけでなく、土壌

肥沃度維持にとって適切な養分収支（有機物資材投

入量）との関係解明が不十分である。また、本指標

（リスク指標）と河川や地下水に及ぼす影響、すな

わち、状態指標との関係が十分解明されていない。

窒素収支と溶脱量との関係を高精度化するととも

に、作物生産と環境負荷両面から収支の適正（許容）

範囲を策定していく必要がある。

カ 要 約

既存資料を用いて、我が国の畑作物・野菜圃場に

おける養分収支の実態を把握するとともに、窒素収

図２―73 「全投入窒素量―収穫物窒素量」収支の施

用基準値からの算出値と農業生産環境資料

からの算出値との関係

図２―74 土壌浸透水量と余剰施肥窒素に占める溶脱

施肥窒素の割合
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支の実態を簡易に推定するマクロ式を策定した。さ

らに、環境への影響指標として、インプットを化学

肥料、アウトプットを収穫物吸収のみとした系での

窒素収支と溶脱量との関係を表す演繹モデル式を作

成した。窒素収支マクロ式は、Y ＝1.57＊X－

5.39（R＝0.75、X2：「施肥基準及び有機物施用基

準に基づく投入窒素量」－「収穫物窒素量」、Y2：「農

業生産環境調査の化学肥料と有機質資材の投入窒素

量」－［収穫物窒素量］で表され、畑・野菜圃場の窒

素収支は施肥標準と収穫物吸収で簡易表現でき、「窒

素収支」＝α＊「施肥基準および/もしくは有機物施

用基準の窒素量」－「収穫物窒素量」＋β（α、βは係

数）で一般化できることが示唆された。また、窒素

溶脱量については、（年間施肥窒素溶脱量［㎏N/10

］）＝（年間施肥窒素余剰量［㎏N/10 ］）＊0.0007

＊（年間土壌浸透水量［㎜］）、（R＝0.59）の式を得

た。
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⑵ 水田における肥料・有機物投入に伴う土壌肥沃

度変動の土地利用形態別マクロモデルの策定

ア 目 的

水田における肥料・有機物投入に伴う土壌肥沃度

変動を知るため、水田肥沃度を表現するMIを開発

する。また、水田作が水文環境に及ぼす影響を推定

するため、我が国水田の平均的な窒素収支を求める。

イ 研究方法

ア 資料として農林水産省土壌保全対策事業の

「土壌環境基礎調査－基準点調査中間とりまとめデ

ータ集、1990」を用いた。収量データは約７カ年の

平均値を用いた。基準収量（5 ）を確保するた

めに必要な窒素施肥量を水田肥沃度のマクロインデ

ィケータ（MI）と定義した。尾和らの換算係数 を無

窒素区収量に乗じて無窒素区推定窒素吸収量（N0

est）とし、解析に使用した。

イ 水田における窒素収支の推定においては、統

計情報部等の統計データおよび尾和らの収量・窒素

吸収量間の換算係数 等を利用した。施肥窒素の脱

窒率に関する1976年以降の文献報告値をエクセル上

でデータベース化して活用した。

ウ 結 果

ア 水田肥沃度MI

我が国の水田では収量を規定する養分は、多くの

場合窒素である。そこで、窒素施肥量と収量データ

から水田肥沃度のMIを求めた。具体的には、玄米収

量5 程度までは窒素施肥量に比例して収量が

増加するという仮定を置き、基準収量（5 ）を

確保するのに必要な窒素施肥量（Nf）を水田肥沃度

MIとした（図２―75）。本指標は窒素施肥量や収量

が異なる試験地間のデータを規格化して比較でき

る。本指標を利用して全国の施肥試験結果を整理し

た結果、全水田のNfは90㎏N 、単作水田では

73㎏N 、二毛作水田では112㎏N であった

（表２―42）。また、Nfは土壌窒素吸収量（N0est）

が高いほど低かった。土壌タイプ別に集計した無窒

素区N吸収量（N ）の標準偏差は６～17㎏N

であったが、Nfの標準偏差は21～79㎏N で土

壌窒素吸収量の変異よりも大きかった（表２―43）。

重回帰分析の結果、Nf＝-1.79N -0.12RE＋25.9,

R＝0.62（RE：施肥窒素利用率）となり、水田肥沃

度指標NfはN と REの２要因を反映している。

Nfは従来の無窒素区窒素吸収量（N ）に比べると窒
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素施肥条件での水田肥沃度のより適切な評価指標で

ある。稲わら施用がMIに及ぼす影響について検討

した結果、稲わら施用により全水田平均で6.7㎏N

、単作水田で3.7㎏N 、二毛作水田で12.3㎏

N の窒素施肥量の削減が可能であり、平均的に

は稲わら施用による肥沃度増強効果が示された（表

２―44）。

イ 養分収支MI

作物統計等の収量値に収量・養分変換率を乗じて

圃場から搬出される窒素量を推定し、生産費調査等

から求めた窒素投入量との差から窒素収支（全投入

量－搬出量）を試算した。その際、施用稲わらは統

計数値では有機物施用量に含まれていたが、水田内

で生産されたものを鋤込んでいることから全投入量

には含めないで収支を計算し、＋29㎏N を得た

（表２―45）。次に、水田では人為的な投入搬出の他

に窒素固定、用水、降水からの富化、あるいは脱窒

に伴う損失が大きいので、これらの推定値として現

在の知見で妥当と考えられる数値を設定し試算し

た。水田での施肥窒素脱窒率に関する報告値を整理

した結果、基肥窒素の平均脱窒率は30％、穂肥窒素

の平均脱窒率は19％と推定された。平均的な基肥窒

素量と穂肥窒素量にこの脱窒率を乗じることによっ

て、水田からの平均的な脱窒量を推定した（表２―

46）。さらに、窒素固定や用水からの富化に関する推

定値と併せて収支計算を行った結果、我が国水田の

窒素収支は約＋41㎏N と試算された（表２―

45）。

エ 考 察

ア 単作水田と二毛作水田のNfの平均値には有

意差がある。この原因として、二毛作水田において

は①土壌窒素供給量が低い、②施肥窒素利用率が低

い、③単作水田に比べて作期が約１ヶ月遅く、吸収

窒素の玄米生産効率が低い等が考えられた。検討の

結果、土壌窒素供給量および吸収窒素の玄米生産効

率は、単作水田と二毛作水田間で有意差なく、原因

は施肥窒素の利用率の違いにあると判断される。二

毛作水田の試験地土壌は灰色低地土が多いが、作土

の土性が細粒質であっても中・粗粒質であっても、

単作水田に比べて有意にNfが大きかった。二毛作

水田では畑作物の根張りや乾燥等によって孔𨻶が生

じやすく、単作水田より透水性が大きくなり、この

ため溶脱量の増加、脱窒量の増加を引き起こし施肥

窒素利用率の低下を招くと考える。次に、稲わら施

用によって全国平均窒素施用量（76㎏N ）の8.8

図２―75 基準収量レベル（５ ）を得るために必

要な窒素施肥量（Nf：水田肥沃度MI）の

計算式とその図解

Y：無窒素区収量、Y：三要素区収量、

Nf：三要素区窒素施肥量

表２―42 水稲玄米収量、窒素施用量、窒素吸収量、水田肥沃度MI（Nf）のまとめ
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％の削減が可能であったが、Nfのヒストグラムで

検討すると単作水田の約40％の試験地では、むしろ

稲わら施用によってNfが増加し、窒素施肥量の増

加が示唆された。一方、二毛作水田では80％の地点

でNfが低下し、肥沃度が向上している。二毛作水田

では秋鋤込み稲わらの畑条件での分解が進むため、

Nfへの悪影響は出にくいが、単作水田では秋冬季

に分解が進まず春先の湛水条件での急激な分解を起

こすこと、寒冷地に多く分布することから生成した

生育阻害物質の蓄積が長引くこと等で生育収量の低

下を招くと推察される 。このように稲わら施用に

よって、平均値としてはMIの改善、すなわち施肥窒

素の削減が認められたものの、個々の事例をみると

一律に稲わら施用による施肥窒素削減効果があると

は言い難い。地域間あるいは国間の水田肥沃度の比

較にここで提案したMIを利用する場合、MIには

気象条件の違い、品種の違いが含まれるので単純な

土壌肥沃度指標とは言えないが、MIは「基準収量を

得るために必要とする施肥窒素量」という意味で、

表２―43 土壌タイプ別の水田肥沃度MI（Nf、Nf ）と稲わら施用効果（Nf－Nf ） （㎏Nha-）

表２―44 水田肥沃度MI（Nf）に対する稲わら施用

の影響

表２―45 水田の平均的な窒素収支（㎏Nha ）

表２―46 水田における施肥窒素および土壌からの脱

窒量の推定
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広義の水田肥沃度を表す指標として有効である。

イ OECDの表面収支法 に準拠した「投入量－

搬出量」は＋29㎏N であったが、水田における

自然条件での窒素の出入りは非常に大きいので、窒

素固定や用水からの流入、脱窒等を考慮した収支を

求めたところ、＋41㎏N であった。ただし、水田

では施肥窒素や固定窒素が一旦微生物バイオマス等

の有機物として貯留された後に環境中へ流出した

り、作物に利用 されることを考慮すると、どの程度

が水文環境へ流出するかについては判断できない。

施肥窒素の有機化、用水・降水由来の無機態窒素の

水田表面での脱窒や有機化等の数値を実態調査等で

明らかにして、水稲１作期間における水田土壌中へ

の蓄積を定量化する必要がある。

オ 今後の課題

ア 水田肥沃度MI

稲わら施用後の年数とMIの関係については結論

を出すに至らず、長期連用データの解析が必要であ

る。また、稲わら以外の有機物施用の効果について

も同様な手法で解析を進める必要がある。

イ 養分収支MI

収支結果から土壌への貯留分を差し引き、水文環

境への窒素負荷量を推定する必要がある。このため

には、重窒素トレーサー法で用水、降水、肥料、施

用有機物、窒素固定産物に由来する窒素の行方を調

査する必要がある。

ウ 施肥量に対する搬出窒素量（収量）が高い農

業技術システムは環境負荷が少ないと考えられる

が、収支が負になれば地力収奪となる。生産の持続

と環境への影響を調和させた適切な投入レベルを地

域別・国別に検討する必要がある。

カ 要 約

ア 我が国の平均的な玄米収量レベル（5 ）

を確保するために必要な施肥窒素量（Nf）を水田肥

沃度MIと定義し、全国の施肥試験データを解析し

とりまとめた。

イ MIは地力窒素の吸収量と施肥窒素利用率の

両因子の影響を受けた。二毛作水田で単作水田より

Nfが高い（すなわち肥沃度が低い）原因は、施肥窒

素の低利用率にあると推定された。また、稲わら鋤

込みにより全水田平均７㎏N の施肥窒素の削

減が可能であったが、単作水田では稲わら施用が施

肥窒素の削減に結びつかない事例が約40％あった

ウ 水田肥沃度MIは、上記のように過去の施肥

試験データをもとに推定できるので、施肥試験デー

タが整備されている国での利用が期待される。MI

が高い場合には、同一収量を確保するための施肥量

を多く必要とするので、窒素収支計算では環境影響

が大きいと推察される。

エ 水田における窒素収支を、投入窒素－搬出窒

素量で計算すると29㎏N と推定されたが、空中

窒素固定や脱窒による窒素の出入りを考慮すると41

㎏N と推定された。この収支結果から水文環境

への影響評価を行うには、土壌蓄積分の定量化を必

要とする。
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⑶ 利用形態別草地における土壌肥沃度変動のマク

ロモデルの策定

ア 目 的

草地における養分の流れと養分の収支を明らかに

するとともに採草地および放牧草地別に土壌肥沃度

の変動傾向を解明する。

イ 研究方法

対象とする草地の概念を採草地－放牧地（兼用

地）、造成草地－維持管理草地、マメ科混播草地、草

地以外の飼料作物に分けた上で、土壌表面における

養分収支（施用量－収奪量）を既往の試験成績、各

種統計数値およびアンケート調査から求めた。最終

年にはこれらに家畜ふん尿養分の発生推定量を加え

て、養分収支との関係を解析した。
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ウ 結 果

ア 造成採草地の養分収支

富士ヶ嶺と富士の２団地における造成年および翌

年の収支はいずれも養分投入量が過剰で、吸収量に

対する施用量の割合は窒素で126～242％、リンで

665～1415％であった。

イ 混播草地の肥沃度MI試算

養分収奪量に対する施用量の相対比を1-output/

inputとして算出することにより、肥沃度変動のMI

と考え、草地試験場山地支場混播草地の収支をあて

はめた。25年間の窒素とリンのMIを試算した結果、

窒素肥沃度はゼロを概ね維持し、収支バランスが保

たれているが、リンでは0.5程度を示し、肥沃度上昇

（蓄積傾向）を示唆した（表２―47）。しかし、これ

を北海道の混播草地に適用すると窒素で大幅なマイ

ナス、すなわち収奪量が過大に評価され、マメ科牧

草の窒素固定を考慮する必要がある（表２―48）。

ウ 採草地と兼用草地のMI比較

上記の計算手法に放牧時の糞尿還元量を加算し

て、草地試験場の兼用草地に当てはめることにより

窒素、リンともMIが増加する、すなわち肥沃度増大

傾向が読みとれた（表２―47）。この場合MIは採草

地＜兼用草地であった。

エ 放牧地と採草地の養分収支比較

既往の文献 から放牧地の養分収支を草地表面

の収支でみると、相当量の養分残存が認められ（表

２―49）、牛乳生産と採草残余を搬出養分と見なす

と、さらに残存傾向が著しい（表２―50）。一方、採

草地では牧草による養分収奪量が多く、とくにカリ

では収奪型を示した（表２―51）。

オ 飼料作物の養分収支

代表的な飼料作物と牧草を比較すると、概して牧

草が飼料作物よりも収奪型、すなわち肥沃度減少型

であり、草地飼料作全体としてはいずれの養分も収

奪型を示した（表２―52）。ただしこの計算には家畜

ふん尿は含まれていない。

カ 土壌環境基礎調査による肥沃度変動の推定

わが国草地の９割を占める北海道、青森県、岩手

県の定点調査によると全炭素、全窒素、交換性カリ、

有効態リンは1979-82年、1984-87年、1989-1992年の

いずれかで増加傾向を示した（表２―53）。

キ 全国アンケートによる施肥量調査

表２―48 火山性土草地における窒素養分収支

表２―47 養分収支に対する放牧の影響
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アンケート調査では、実際の農家における施肥量

やふん尿施用量、収量など基礎的な数値を全ての都

道府県で得ることは不可能であり（平均回答率64

％）、得られた回答の精度も高いものではなかった。

アンケート調査から求めた化学肥料とふん尿施用

量、収量から算出した北海道を除く本州の平均窒素

収支（全窒素）は草地で105㎏/ 、飼料畑で279㎏/

の余剰である。実際の圃場レベルでは、草地飼料

作畑においてもふん尿負荷量に比べて余剰量はそれ

ほど大きくない。

ク 都道府県レベルにおける家畜ふん尿負荷試算

家畜ふん尿窒素生産量を延べ耕地面積当たりでみ

ると、数県において250㎏を超える程度である（図２

―76：平成11年度、以下すべて同年の数値）。ところ

表２―51 採草地における養分収支

表２―50 集約的搾乳牛放牧地における養分収支

表２―49 放牧草地における窒素養分収支

表２―53 土壌環境基礎調査における草地土壌の化学性とその経年変化１）

表２―52 飼料作物生産量と一作あたりの土壌表面における養分収支
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がこれを草地飼料畑面積当たりに換算すると、本州

（北海道を除く地域の総称、以下同様）の平均値は

1392㎏/ となり（図２―77）、豚・鶏を除いても534

㎏/ であり、多くの府県で250㎏/ を超える（図２

―78）。畜産農家から排出される家畜ふん尿の多くが

自家利用され、他の作目に流通している割合は少な

い実態からみて、上記の高い値は環境に対する潜在

的な影響を意味している。以上のように、わが国の

草地飼料畑においては、面積に対して過剰な家畜飼

養頭数に由来するふん尿により、潜在的傾向として

窒素過剰である地域が大半を占める。

エ 考 察

わが国の草地飼料畑の肥沃度推移、すなわち土壌

表面における養分収支の変動傾向を、既往の試験成

績と各種統計数値を用いて求めた。この結果、草地

飼料畑および牧草地では多くの場合、養分収奪型、

すなわち土壌肥沃度減少傾向を示すか、あるいは収

支がほぼ均衡し、肥沃度維持型であった。しかし、

マメ科牧草の窒素固定や、放牧牛からの排泄糞尿な

どを考慮すると、一転して収支は施用量が過大、す

なわち肥沃度増大型を示した。とくに採草地に比べ

放牧地で、あるいはイネ科単播草地よりもマメ科混

播草地で肥沃度増大傾向が強かった。

これを農業現場の実状に照らし合わせるために

は、施肥量や収量等の正確な情報が必要であり、ア

ンケート調査を行った。しかし、施肥量についての

実態は把握できなかった。この理由は圃場レベルの

施肥量把握の困難性にある。すなわち、個々の圃場

の施肥量を正確に把握し、記録すること自体の困難

性に加え、１つの経営体の標準値として数値化する

ことは非常に難しい。とくに草地・飼料作の場合は、

収穫物が直接換金されるわけではないことも、施肥

量実態把握を困難にしている。

一方、上記の推定は特定の草地表面に限るという

仮定のもとで行った。また、窒素施用量は、化学肥

料に限定し、多くの場合、各県が定めている施肥基

準を用いた。しかし、肥沃度変動に極めて大きな影

響を及ぼす家畜ふん尿の養分を算入しないと、実態

の把握は困難と考え、最終年には家畜飼養頭数を基

本数値として排泄窒素量を推定し 、これらが草地

飼料畑に還元（施用）されると想定した。その結果、

家畜ふん尿窒素負荷は、施用対象を草地飼料畑に限

定することにより大幅に高まり、北海道以外の平均

値として1392㎏/ となった。この値はあくまでも潜

在的なものであり、排泄後の過程（牛舎内における

移動、糞尿集積場における揮散、堆肥化過程におけ

図２―76 延べ耕地面積当たり家畜ふん尿窒素潜在負

荷量㎏/ /yr

全国平均146、北海道96、本州164

図２―77 延べ草地飼料作畑面積当たり家畜ふん尿窒

素潜在負荷量㎏/ /yr

全国平均648、北海道179、本州1392

図２―78 延べ草地飼料作畑面積当たり牛ふん尿窒素

潜在負荷量㎏/ /yr

全国平均296、北海道144、本州531
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る揮散、施用時における損失等）における減少要因

を考慮していない。しかし、たとえ減少要因が相当

程度見込まれ、排泄量の半量となったとしても、依

然として圃場の受容可能量をはるかに超える。しか

も、実際にはこれに化学肥料が加えられるので、前

半で検討した草地利用形態別の土壌肥沃度変動要因

の差がどれほどあったとしても、草地飼料畑全体と

しては圧倒的に過剰な施用量が存在するので、肥沃

度という視点では確実に増大傾向にあると言える。

定期的な土壌化学性追跡調査の結果からも、草地土

壌における富栄養化の傾向が見られる。北海道以外

の府県では過剰な家畜ふん尿を施用する圃場の確保

が困難な状況にあり、問題は深刻である。このよう

に、環境保全の視点からみると、わが国の草地飼料

畑は受容可能量を超える家畜ふん尿により、環境汚

染源となる危険性が極めて高いと言える。

オ 今後の課題

草地飼料畑における養分収支を正確に把握するた

めには、化学肥料と家畜ふん尿の施用量を詳細に調

査する必要がある。しかし、両者とも現実には正確

なデータがほとんど存在しない。これを克服するた

めには、個別農家の圃場台帳レベルの詳細なデータ

ベースの構築が不可欠である。

また、今回の調査で利用した家畜ふん尿発生量推

定法は排泄直後の養分量であって、実際の圃場での

ものではない。多くの減少要因があるので、これを

個々に解明する必要がある。

カ 要 約

わが国の草地飼料畑を利用形態等により区分けし

たうえで、土壌表面における養分収支を求めた。単

純な養分収支（土壌残存量）は造成草地で大きく、

採草地＜放牧地、イネ科牧草単播草地＜マメ科牧草

混播草地、牧草地＜飼料作物の傾向にあり、全体と

して草地飼料作物は収支が均衡するか養分蓄積型で

あった。しかし、家畜飼養頭数から推計したふん尿

養分発生量を草地飼料畑に還元すると仮定した場

合、北海道を除く多くの府県で大幅な窒素過多とな

ることが明らかとなった。

キ 文 献

１)土壌環境基礎調査定点調査成績書から北海道，
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排泄物の肥料的評価に関する研究，北海道立農試

報告55

３)早川康夫・橋本久夫（1959），根釧地方火山灰地

における牧草地土壌の理化学的特性とその施肥法

に関する試験，北海道立農試集報4：20-44

４)早川康夫・宮下昭光（1971）永年放牧草地の特

性と管理，北農試彙報99：104-109

５)北海道立根釧農試（1988），指定試験成績書「大

規模草地造成管理試験成績書」，昭和61-62年

６)岩間秀矩・村上弘治・北原徳久・岡本恭二（1992），

採草地への放牧導入による養分循環促進と生産力
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８)草地試験場生態システム研究室成績

（寳示戸雅之、川内郁緒、山本克巳、近藤 煕、野

中邦彦、渋谷 岳、松波寿弥、森昭憲）

⑷ 果樹園の養分収支と土壌肥沃度に関するマクロ

モデルの策定

ア 目 的

果樹園における施肥、有機物施用、養分吸収など

の養分収支をマクロレベルで評価するため、既往の

調査や資料を収集・解析し、養分収支をモデル化す

るとともに、土壌肥沃度の主要な指標となるマクロ

インディケーター（MI）の策定を行う。

イ 研究方法

１） 果樹園の施肥基準値

36道府県の施肥指導指針から果樹施肥基準を樹種

別に取りまとめ、収量の記載が見られない３年生か

ら５年生までを未結果樹、「成木」あるいは「樹齢何

年生以上」と記載のあるものを結果樹として１ あ

たりの平均三要素施用量を算出した。また、果樹統

計から平成７年度の成園・未成園面積との積を求め、

その和を各樹種果樹園における三要素の年間施用量

とした。

２） 果樹園の施肥実態

既往の施肥量の推移に関する試験研究結果及び農

林水産省統計情報部の調査値（1999）を用いた。

３） 果樹園の有機物施用量

土壌環境基礎調査のアンケート調査（３巡目）を

用いた。また「樹園地造成法と各種果樹園の土づく

りの方策と実態」（1983）及びその他の試験研究報

告・業務報告から、有機物施用実態調査結果に示さ
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れた数値を整理した。

４） 果樹園の養分吸収量

果樹の養分吸収量に関する試験研究結果を樹齢に

基づいて結果樹・未結果樹に区分し、それぞれ三要

素平均年間吸収量を求めた。

５） 果樹園の土壌環境特性値

土壌環境基礎調査データ（１－３巡目、1979-1993）

から果樹園土壌表層土のデータを抽出し、樹種及び

土壌型に区分し、土壌養分特性値の変動を解析した。

ウ 結 果

１） 果樹園の施肥基準値

果樹園の施肥基準は、樹齢、目標とする収量や植

栽密度によって異なる。このため、三要素施肥量は

各樹種とも結果樹園地が未結果樹園地より３倍前後

多い。結果樹の施肥基準値をみると、常緑果樹が落

葉果樹より多肥であることが示される。常緑果樹の

当たり窒素施肥量は、中晩柑類がネーブルオレン

ジ（326㎏）、イヨカン（317㎏）、ハッサク（314㎏）、

ナツミカン（309㎏）と300㎏以上であり、ついで温

州ミカン（219㎏）とビワ（204㎏）が約200㎏であっ

た。常緑果樹類の施肥量は、窒素204-326㎏、リン酸

164-239㎏、カリ160-246㎏の範囲であった。なお中

晩柑類ではリン酸、カリの施肥量も年間200㎏余りと

多い 。

落葉果樹の窒素施肥量ではニホンナシ（204㎏）が

最も多く、キウイフルーツ（179㎏）、カキ（178㎏）、

ウメ（166㎏）、クリ（149㎏）、モモ（141㎏）の順に

減少した。リンゴ（115㎏）とブドウ（111㎏）は、

窒素施肥量も低かった。落葉果樹全体の施肥量は、

窒素111-204㎏、リン酸63-156㎏、カリ93-164㎏の範

囲であった（表２―54）。

施肥基準と栽培面積（1995）に基づく主要17樹種

の年間三要素総施肥量は、窒素50.6千 、リン酸36.4

千 、カリ40.7千 であった 。

２） 果樹園の施肥実態

果樹では、多収を目的とした多肥栽培から、品質

を重視する栽培に移行し、施肥量も減少している。

果樹等の施肥実態調査（農林水産省統計情報部、

1999）によると、露地果樹全体の施肥量は、窒素147

㎏、リン酸138㎏、カリ114㎏であり、三要素の比率

は、窒素－リン酸－カリで、10－9.4－7.8となって

いる。施設果樹全体の施肥量は、窒素184㎏、リン酸

179㎏、カリ124㎏で、露地に比べて窒素とリン酸の

施肥量が多い。樹種ごとの窒素施用量は、中晩柑類

のナツミカン（278㎏）、イヨカン（272㎏）や、ニホ

ンナシ（246㎏）で200㎏以上と多く、ついで温州ミ

カン（191㎏）となる。スモモ（158㎏）、ウメ（137

㎏）、ビワ（131㎏）、モモ（121㎏）、キウイフルーツ

（121㎏）は120-160㎏の範囲にあり、リンゴ（104㎏）、

カキ（99㎏）、クリ（79㎏）、オウトウ（77㎏）、ブド

ウ（72㎏）で、ほぼ105㎏以下と少ない（表２―55）。

施肥実態による施肥量（1998）と栽培面積（1995）

表２―54 主要果樹の三要素年間施用量

表２―55 果樹の施肥実態調査（農林水産省、1999）
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から計算した主要果樹の年間三要素施肥量は、窒素

46.3千 、リン酸43.5千 、カリ35.9千 であった。

年間施肥量について施肥実態/施肥基準の比は、窒素

92％、リン酸119％、カリ88％であり、窒素とカリで

は実態と基準が同程度であり、リン酸では実態が基

準より多く施用されていた。

３） 果樹園の有機物施用量

都道府県の関係試験研究機関の研究報告・調査等

から、およそ半数の園地で有機物が施用されている

ようであるが、施用園地割合の動向についてはデー

タ数が極めて少ないため判断できなかった。

果樹園の有機物施用実態をみると、家畜ふん尿や

これに由来するきゅう肥、オガクズたい肥、稲わら

など、園地周辺で比較的容易に入手できる資材が多

い。未施用園では、有機物が入手できないこと、傾

斜地の園地には施用困難であることから、園地外か

らの有機物の補給は行われず、草生栽培により生産

される刈草を有機物源としていた（表２―56）。

また、実態調査からは、市販の有機質配合肥料を

施用している例が多く見られ、有機質配合肥料の窒

素成分が300㎏以上の園地も見受けられた。

果樹に対する有機物の施用基準は、品質を考慮し

た温州ミカンでは、牛ふん堆肥で20 / 、豚ふん堆

肥で15 、乾燥鶏ふんで３ が限度とされていて、

他の樹種でも同程度とされる。果樹園の有機物施用

方法は、土壌物理性の改良を目的として、開園時や

圃場造成時に50-60 を深耕施用したり、既成園で

は、局所施用により隔年や数年おきに施用される場

合もある。

土壌環境基礎調査のたい肥の施用量等に関するア

ンケート調査（３巡目：平成元－４年、調査点数18

千点）の樹園地（調査農家数2,757戸）の結果から、

何らかの有機物を施用している園地の割合は過半数

の56％となっていた。たいきゅう肥は11種類に区分

され、各たいきゅう肥施用園地割合の合計は34％と

なり、そのなかでは牛ふん尿きゅう肥の利用が9.6％

と最も多く、ついでその他の家畜ふん尿きゅう肥の

5.4％であった。

たいきゅう肥施用農家の施用量は大部分が20 以

下で、平均施用量は14 となり、施用量30 以上の

割合は畑地に比べ樹園地では極めて少ない。平均施

用量について資材別にみると、牛ふん尿きゅう肥

（19.7 ）、豚ふん尿きゅう肥（15.1 ）、木質混合

家畜ふん尿きゅう肥（16.9-21.3 ）、おがくずたい

きゅう肥、バーク類たい肥（19.3 ）となり、これ

らは施用基準に近い量が施用されていた。

主要12種類の有機物について養分含量をみると、

窒素（0.6-3.6％）、リン酸（0.2-5.1％）、カリ（0.3

-2.7％）の範囲にあった。各有機物について養分含

量と施用量から果樹園面積に対する施用成分総量を

求めると、窒素成分が11.9千 、リン酸で15.6千 、

カリは12.4千 に相当した。窒素成分総量に占める

割合は、牛ふん尿きゅう肥窒素（3.8千 ）と木質混

合牛ふん尿きゅう肥窒素（1.7千 ）が多く、ついで

鶏ふんに由来するその他の家畜ふん尿きゅう肥窒素

（2.1千 ）であった。なお、果樹園全体で 当たり

の施用成分量に換算すると、窒素37㎏、リン酸49㎏、

カリ39㎏となった。一方、有機物施用園地割合（34

％）からみると、たいきゅう肥施用園では上記の３

倍程度多く施用されていることになり、有機物施用

の有無による窒素供給量の相違が大きい。

４） 果樹園の養分吸収量

主要果樹について 当たりの養分吸収量の試算結

果をみると、常緑果樹の三要素年間吸収量は多く、

カンキツとビワで窒素164-235㎏、リン酸35-40㎏、

カリ150-182㎏の範囲であった。落葉果樹の窒素吸収

量はクリ、ウメ、キウイフルーツ、カキ、モモで多

く、115-156㎏の範囲となっていた。一方、ニホンナ

シ、リンゴは64-79㎏の範囲で少な目となったが、こ

れは栽植密度を低く見積もったことによると思われ

る。リン酸の吸収量は樹種間差異が少なく、大部分

表２―56 果樹園の有機物施用実態調査
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が20-40㎏の範囲であった。カリは温州ミカン、ビワ、

ナツミカン、ウメ、リンゴ、キウイフルーツで吸収

量が多く（113-220㎏）、クリ、ニホンナシ、モモ、

カキは吸収量が少なかった（56-99㎏）。果樹全体に

ついて年間吸収量の割合をみると、窒素10に対し、

リン酸は3（範囲2-6）、カリが10（範囲5-16）であっ

た。これらの差が正確に樹種の相違を反映している

かについては、今後さらに多くの試験結果による検

討が必要である（表２―57）。

主要樹種について、施肥基準値に対する三要素吸

収量の比をみると、窒素1.3（範囲0.9-1.6）、リン酸

4.5（範囲1.8-6.5）、カリ1.2（範囲0.8-1.8）となり、

窒素とカリの収支は良好であるが、リン酸の収支は

過剰となっている。樹種毎の栽培面積と養分吸収量

の積から果樹園全体の養分吸収総量は、窒素39.8千

、リン酸9.1千 、カリ35.3千 であった。

５） 果樹園の土壌環境特性値

土壌環境基礎調査データの１～３巡目の果樹園１

層土データは約２千点であり、全データ数の約１割

を占めた。土壌群別では、褐色森林土（36％）での

温州ミカン、中晩柑、ブドウ、リンゴが多く、黄色

土（21％）では温州ミカン、中晩柑が、黒ボク土（19

％）でリンゴ、ナシ、温州ミカン、ブドウが、褐色

低地土（９％）ではリンゴ、ブドウ、ナシ、モモが、

赤色土（７％）で温州ミカン、中晩柑、カキがそれ

ぞれ多かった。土壌㏗は５－６の範囲にあり、１～３

巡目にかけて低下した。土壌㏗は褐色低地土で高く

赤色土で低いが、適正範囲内であった。土壌全炭素

と全窒素は１～３巡目にかけて増加し、有機物施用

により腐植の集積が示された。可給態リン酸は１

～３巡目にかけて増加し、各土壌群とも100㎎以上で

あった。塩基類では、交換性カルシウムが黒ボク土

で増加し、褐色低地土で減少したが、他の土壌群の

変化は少なかった。

エ 考 察

果樹園を国土レベルでみると、 当たり養分のイ

ンプットは、化学肥料から窒素147、リン酸138、カ

リ114が、有機物から窒素37、リン酸49、カリ39㎏が

供給され、後者は化学肥料由来の1/3～1/4に相当し

た。果樹の養分アウトプットは、収穫果実やせん定

枝等が圃場から搬出される成分量である。しかし、

これらは測定例が不十分なため、ここでは養分吸収

量と見なし、窒素39.8、リン酸9.1、カリ35.3㎏と算

出できた。

養分収支を用いて環境リスク評価の観点から指標

化を策定する場合、窒素収支＝標準投入窒素量－窒

素搬出量－脱窒量（㎏/ ）として脱窒により消失す

る要素を考慮する必要がある。標準投入窒素量は施

肥実態値147㎏と有機物に含まれる窒素38㎏の合計

185㎏となり、窒素搬出量は果樹の吸収量126㎏であ

った。脱窒量は標準施肥量の7.5％（5-10％の範囲）

と推定し、14㎏と計算された。以上から果樹園の窒

素養分収支は、45㎏と見積もられた。これは窒素投

入総量の24.3％に相当する（表２―58）。

オ 今後の課題

主要樹種ごとの養分収支については、樹種毎の有

機物施用データが未整備のため解析できなっかっ

た。今後、土壌環境基礎調査データ等を入手するこ

とにより、さらに詳細な解析が可能となる。

カ 要 約

果樹園の養分投入量を国土レベルで見ると、窒素

とカリの施肥実態は基準値に近く、リン酸は基準値

より多く、有機物に由来する肥料成分は化学肥料の

1/3～1/4を占めた。果樹園の窒素の収支は、標準投

入窒素量185㎏－吸収量126㎏－脱窒量14㎏＝45㎏と

試算できた。

キ 文 献

１)Hiraoka,K.and Umemiya,Y.(2000),JARQ,

34：87-92

（梅宮善章）

表２―57 果樹の三要素年間吸収量
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⑸ 農耕地土壌の肥沃度の長期変動解析に基づく

MIの策定

ア 目 的

1979年から、全国約２万地点で20年間に及ぶ土壌

モニタリング調査（定点調査）が実施されてきた 。

これらは、国際的にも誇れる重要な環境モニタリン

グデータであるが、全国的なデータベース化がよう

やく整備されてきた段階であり、ほとんど解析は進

んでいない。この定点調査データは、土壌の質の変

動を直接的にモニタリングするように設計されてお

り、土壌肥沃度に関して有用な情報が蓄積されてい

る。一方、OECDでは「土壌の質」指標について国

際的基準を検討している。この課題では、定点調査

データをもとに土壌の質指標に照らし合わせた土壌

肥沃度の現状を解析し、土壌肥沃度に関する資源

的・環境的機能の評価指標を開発する。

イ 研究方法

土壌の生産力可能性分級式 に用いられている項

目から、自然肥沃度及び養分の豊否に関する項目を

選択し、基準の再検討を行った。この基準に基づき、

定点調査データ を用いて土壌肥沃度を再評価し

た。

ウ 結 果

これまで、自然肥沃度は陽イオン交換容量

（CEC）、リン酸吸収係数、石灰飽和度及び土壌の反

応（㏗（H O））によって、養分の豊否は、交換性の

石灰、苦土及びカリの含量、可給態リン酸含量、微

量要素欠乏症状及び酸度（㏗、Y1）によって評価さ

れている。これらの測定項目から、因子分析により

自然肥沃度及び養分豊否の評価指標として、CEC、

㏗、可給態リン酸、可給態窒素の４項目を選択した。

選択した評価指標では、これまで3段階で評価して

おり、 過剰（過大）」が評価されていない。しかし、

近年養分の過剰蓄積が危惧されており、また、環境

汚染などを評価する上では、 過剰」の区分も必要で

ある。定点調査データに基づき、過剰の区分も加え

表２―58 果樹園の養分収支（㎏/ ）

図２―79 作土の可給態リン酸含量の変動
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た20年間の地目別の上記評価指標の変動を解析し、

以下の結果を得た。①土壌の反応は、いずれの地目

でも「過剰（＞6.5）」が減少し、「小（クラス３）」

が増加しており、㏗の低下傾向を示した。なお、「大」

は水田と樹園値で減少しているが、普通畑、牧草地

及び施設では増加していた。②陽イオン交換容量は、

樹園地と施設で増加していた。これらの土壌では有

機物が増大しており、その影響が示唆される。③可

給態リン酸は、いずれの地目でも「過剰」の増加が

認められた（図２―79）。④可給態窒素は、牧草地と

施設では「過剰（＞20㎎/100ℊ）」が増加し、水田で

「大」が増加していた（図２―80）。

以上の結果をもとに、４つの性質ごとに肥沃度基

準値を表２―59のようにクラス分けし、養分過剰土

壌をクラス２とした。

このクラス分けをもとに、全調査地点の「総合等

級」の割合を示した（図２―81）。総合等級は、クラ

ス１（大）、２（中）、３（小）の最も低い（劣る）

クラスで区分する。この図では区分２の「過剰」に

ついても表示している。水田では、区分１がやや増

加し、区分２が減少しているが、区分２の「過剰」

は増加している。普通畑では、区分１がやや減少し

ている以外は明瞭な変化がなく、区分２の「過剰」

は増加している。

図２―80 作土の可給態窒素含量の変動

図２―81 総合等級区分ごとの割合
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エ 考 察

農耕地土壌の肥沃度は、多くの測定項目を用いて

評価してきた。これらの項目から、CEC、㏗、可給

態リン酸及び窒素の４項目を評価指標として抽出す

ることにより、簡易に評価ができる。また、新たに

過剰（過大）のクラスを設けることにより、養分の

過剰蓄積も評価できる。

オ 今後の課題

「過剰（過大）」をクラス２としたが、適当かどう

か、細分する必要があるかどうかは、さらに検討が

必要である。

カ 要 約

農耕地土壌の肥沃度評価指標として、CEC、㏗、

可給態リン酸及び可給態窒素の４項目を選択し、過

剰（過大）を加えたクラス分けを行うことにより、

農耕地土壌の肥沃度を区分評価することができた。

日本の農耕地では土壌肥沃度の過剰傾向が明らかと

なった。

キ 文 献

１)土壌保全調査事業全国協議会（1991），日本の耕

地土壌の実態と対策，新訂版，博友社，東京

２)松井章房（2000），土壌調査の今後の展開方向，

ペドロジスト，44巻２号：170-175

３)小原 洋（2000），定点調査データの概要と農耕

地土壌の全国的な傾向，ペドロジスト，44巻２号：

134－142

（中井信・小原 洋・戸上和樹）

表２―59 土壌肥沃度指標の基準値
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第３編 生態系、気候等に関わるMIの策定

第１章 農薬の環境影響に関わるMIの策定

１．農地における農薬の動態

⑴ 農薬の吸・脱着及び分解に及ぼす土壌特性の解

明

ア 目 的

農耕地に施用された農薬は土壌粒子による吸・脱

着、非生物分解、微生物による生分解作用を受けつ

つ拡散、浸透により移行する。OECDのガイドライ

ン では農薬の吸着指標として、土壌の炭素含量お

よび粘土含量が示されているが、我が国の土壌は多

種多様で、欧米の土壌とは顕著に理化学的性質の異

なる黒ボク土（火山灰土壌）が畑地の大半を占め、

農薬の挙動は特異であると予想される。農薬の動態

予測を行なうには土壌（表層及び深層土）の理化学

的性質と農薬移行性との関係、更には農薬分解活性

に関するデータが不可欠である。そこで、本研究で

は土壌をグル－ピングし、農薬の吸着性、分解性と

土壌の各種特性との関係解明を目的とする。

イ 研究方法

ア 供試土壌

黒ボク土（表層、下層）、褐色森林土、灰色低地土

および暗赤色土の各種土壌を農薬吸着実験に供試す

るとともに、吸着に関与すると予想される以下の特

性を測定した。全炭素含量；NCアナライザーで測

定、非晶質鉄およびアルミニウム含量；0.2mol L

酸性シュウ酸アンモニウムで抽出後 ICP－発光分析

機で測定、腐植結合の鉄およびアルミニウム含量；

0.1mol L ピロリン酸ナトリウムで抽出後 ICP－

発光分析機で測定、粘土含量；沈降法で測定した。

イ 吸着実験Ⅰ（親水性の高い農薬の吸着；フェ

ノキシ系除草剤）

上記の各種土壌27点を用い、OECDガイドライ

ン にほぼ準拠して吸着実験を行った。土壌懸濁液

が㏗６となるように酸またはアルカリを含む10

mmol L CaCl,20㎖を乾土換算５ℊの風乾土に加

え、１時間振とうした。振とう後、10mmol L CaCl

を含む濃度４段階（１㎎ L 、５㎎ L 、25㎎ L

または125㎎ L ）の2,4－ジクロロフェノキシ酢酸

（2,4-D）溶液５㎖を加え、３時間振とうした。振と

う後、遠心分離して上澄み液を採取し、HPLCで2,4

-D濃度を測定して土壌への吸着量を求め、下記のフ

ロインドリッヒ式から吸着定数を算出し、これと土

壌の理化学的特性の関係を解析した。

W＝Kf Ci 、log W＝（1/n）logCi＋log Kf

Ｗ：吸着量（μℊ ℊ 乾土）

Ci：平衡濃度（㎎ L ）

Kf：吸着定数

n：非線形度

また、各種粘土鉱物（フェリハイドライト、ゲー

タイト、ヘマタイト、アロフェン、カオリナイト、

モンモリロナイト）１ℊに㏗４、５，６の５㎎ L ,2、

4-D溶液40㎖を加え、３時間振とう後、上記と同様

にして吸着量を測定した。

ウ 吸着実験Ⅱ（水溶解度の異なる農薬の吸着；

トリアジン系および酸アミド系）

水溶解度の異なる３種類の農薬 －メトリブジン

（水溶解度1219㎎/L）、プレチラクロール（同50㎎/

L）、メフェナセット（同４㎎/L）－を用い、10

mMCaClを含む各農薬溶液25㎖を乾土換算５ℊの

風乾土に加え振とうした。振とう後、残存量を

HPLC又は GCで測定して吸着量を求め、土壌特性

との関係を解析した。

エ 吸着実験Ⅲ（スルフォニル尿素系）

各種土壌20点を供試し、㏗調整はせず、乾土換算

５ℊの風乾土に10mmolCaClを含む１㎎ L チフ

ェンスルフロンメチル（TFS）溶液25㎖を加えて吸

着実験を行い、吸着量と土壌特性との関係を解析し

た。

オ 分解速度の解析

Cでラベルした2,4-Dを０～150㎝の深さ別に

採取した褐色森林土（生土）に加え、その分解速度

を測定し、バイオマス含量との関係を解析した。バ

イオマス含量は生土を24時間クロロホルム薫蒸抽出

法で測定した。

ウ 結果と考察
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ア 2,4-Dの吸着

黒ボク土はその他の土壌（非黒ボク土）に比べ高

い吸着定数を示した。黒ボク表層及び非黒ボク土で

は炭素含量と吸着定数との間に強い相関が得られ、

吸着量は主に炭素含量で評価可能であった（図３―

１）。粘土含量との相関は認められなかった（図は省

略）。一方、黒ボク下層（淡色黒ボク含む）土は炭素

含量では説明のつかない高い吸着定数を示し、非晶

質鉄・アルミ含量との相関が認められた（図３―２）。

更に、各種粘土鉱物による吸着は、フェリハイドラ

イト（非晶質鉄鉱物；黒ボク土）で顕著に高く、ゲ

ータイト・ヘマタイト（結晶質鉄鉱物）及びアロフ

ェン（非晶質シリカアルミ鉱物；黒ボク土）へは吸

着するもの、カオリナイト・モンモリロナイト（層

状珪酸塩鉱物；非黒ボク土）にはほとんど吸着しな

かった（図３―３）。従って、黒ボク土では特異的に

非晶質鉄・アルミ鉱物含量が農薬吸着の一指標にな

りうると考えられる。

イ メトリブジン・プレチラクロール・メフェナ

セットの吸着

３種類の農薬ともに土壌炭素含量の増加に伴い吸

着量が増加した（図３―４）。農薬添加量に対する吸

着割合はメトリブジン＜プレチラクロール＜メフェ

ナセットとなり、水溶解度の低下と一致した。特に

メフェナセットでは炭素含量約３％以上では添加量

の80％以上が吸着した。粘土含量と吸着量との間に

相関は認められなかった。これらの結果は、農薬の

水溶解度と土壌炭素含量から、我が国の多種多様な

土壌でも、吸着量の推定がある程度可能なことを示

唆する。一方、一部の土壌では炭素含量が低いにも

関わらず高い吸着量を示した（図３―４の白丸）。こ

図３―１ 土壌の全炭素含量と２、４―D吸着定数と

の関係

図３―２ 非晶質鉄・アルミ含量と２、４―D吸着定

数との関係

図３―３ 各種粘土鉱物への２、４―Dの吸着

図３―４ 土壌炭素含量と各種農薬吸着量との関係
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れら土壌の主要粘土鉱物はスメクタイトであり、土

壌の比表面積が関係している可能性がある。

ウ TFSの吸着

吸着量は土壌の㏗（H O）と高い相関が得られた

（図３―５）。TFSは低㏗で水溶解度が低下し、

（Kow）は高い値となるため、低㏗で土壌有機物に

吸着されやすくなると考えられる。OECDガイドラ

インにおいて吸着指標の一つである粘土含量との相

関は認められなかった。㏗（H O）と炭素含量を説

明変数、吸着量を目的変数とした重回帰分析では、

決定係数 R＝0.49となり有意水準1％で有意であっ

た。標準偏回帰係数は炭素含量；0.22,㏗；－0.60で

吸着に対する㏗の大きな影響が明らかとなった。

エ 分解

2,4-Dの分解速度は下層ほど遅くなる傾向が認め

られた（図３―６）。また、バイオマス含量と分解速

度定数との間に相関が得られ（図３―７）、土壌の農

薬分解はバイオマス含量で推定可能なことが示唆さ

れた。

エ 要 約

本研究に用いた各農薬のいずれにおいても、基本

的にはその吸着量と土壌炭素含量との間に相関が認

められた。しかし、農薬および土壌の種類によって

は炭素含量のみでは説明できない場合があり、吸着

に対する他の土壌要因が認められた。有機陰イオン

である2,4-Dでは淡色黒ボクおよび黒ボク B層に

おける非晶質鉄・アルミ含量が、水溶解度の高いメ

トリブジン・プレチラクロールでは粘土鉱物組成が、

㏗によって水溶解度の異なる TFSでは土壌㏗が要

因となっている。一方、OECDガイドラインにおい

て吸着指標の一つである粘土含量に対しては供試し

た全ての農薬で相関が認められなかった。また、土

壌の農薬分解能はバイオマス含量で推定可能なこと

が示唆された。

オ 文 献

１)Organization for Ecnomic Cooperation and
 

Development(OECD)(1996),OECD guidelines
 

for testing of chemicals,adsorption/desorption
 

using a batch equilibrium method：1-26

（牧野知之・高木和広・櫻井泰弘）

⑵ 農薬の物理化学的性質と土壌との吸・脱着性及

び分解特性との関連解明

ア 目 的

わが国における農薬使用に伴うリスク指標を開発

し、OECD農業環境指標開発プログラムの農薬リス

ク指標開発に協力し、国際的に使用可能な農薬リス

クを評価するための指標を開発する。

イ 研究方法

資料が比較的そろっている水生生物に対する農薬

使用のリスク評価指標の開発を行なった。

ウ 結 果

ア モデル１：ADSCOR

図３―５ pH（H O）とチフェンスルフロンメチル

（TFS）との関係

図３―６ 14C-Carbony２、４―Dの各層位（０-150

㎝）での分解

図３―７ 14C-Carbony２、４―Dの各層位（０-150

㎝）での分解速度定数と微生物バイオマス

との関係
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毒性値は LD50やNOELそのものを用いる方法

と指数を用いる方法がある。水生生物への暴露パラ

メーターは指数化（表３―１）し、加算方法を採用

する。防除面積を指数計算に取り込む場合と取り込

まない場合に分けて算出する。

リスク指標＝
(暴露指数＋１)

毒性値

リスク指標＝
(暴露指数＋１)

毒性値
＊防除面積

なお、（暴露指数＋１）中の数値１は暴露項がゼロ

にならないように加えた。

イ モデル２：SYSCOR

このモデルではフランス SIRIS法のパラメータ

ー加算方法を採用した。パラメーターを指数化する

ところは同じであるが、計算方法はADSCORとは

異なり、リスクへの寄与度により指数の重み付け（ペ

ナルティー）が行なわれる。計算方法を表３―２に

示す。

リスク指標＝
暴露指数
毒性値

ウ モデル３：REXTOX

水生生態系へのリスクは、水中の農薬濃度

“CONC”とある生態毒性的に重要な濃度“TOX”

に対する比で表される。すなわち、暴露：影響比

“ETR”は、

ETR＝CONC/TOX
 

CONC値は、農薬の実際の使用量に関する情報か

ら、作物や地域の特別な条件下における散布時の飛

散や流亡により水系へ失われた農薬量に比例すると

考える。TOX値は標準的な試験生物での毒性試験

結果から得られる。

エ 考 察

ADSCORは、①パラメータを寄与度に応じて単

純に数値化したので理解しやすい、②暴露経路を直

感的に示している、③パラメーターの指数化により

データ変動の影響が少ないが反面感度は鈍くなる、

④指数の区切り方でリスク指標が変わる、⑤パラメ

ーターの数が多くなるとリスク指標の変化が鈍る、

などの特徴を持つ。

SYSCORは、①ADSCORと同類の特徴を持つ、

②パラメータが増すと計算が複雑になる、③パラメ

ーターの選択順が重要などの特徴を持つ。

REXTOXは、農耕地、排水路および河川について

一定のシナリオを作成し、農薬散布時の飛散および

その後の流亡による農薬の農耕地外への移動量 と

河川水中濃度を数理モデルで予測する。算出された

予測濃度が暴露項となる。環境中予測濃度（predict-

ed environmental concentration, PEC）と生物に

対する毒性（LC50,EC50,NOEL）を比較し PEC算

出方法をより簡素化し、次式により算出した。

環境リスク指標＝∑
農薬の出荷量×流出率

生態影響濃度

log流出率＝0.531＋0.327×log水溶解度

1985年から1995年までの間に農薬90種の出荷実態

を基にして算出した環境リスク指標を図３―８に示

した 。リスクは漸減傾向を示した。これは、従来使

用されてきた単位面積当たりの散布量が多い農薬の

出荷が減少し、近年開発された散布量の少ない農薬

の使用が多くなったことと水生生物に対する毒性の

強い農薬の出荷量が減少したためと考えられる。

オ 今後の課題

リスク指標算出のために必要なパラメーターのう

ち、農薬の生産、出荷情報は入手可能であるが、農

薬の生物毒性および物理化学的性質に関するデータ

の入手が困難である。農薬の環境リスク評価に関す

るパラメーターのデータベース作成が必要である。

カ 要 約

農薬の環境影響を評価する指標モデルとして

ADSCOR、SYSCORおよび REXTOXの３種類の

方法を開発した。前２者は、暴露項を指数化してそ

の合計値の大きさと毒性値を比較する方法である。

他の１つは暴露項を一定のシナリオの下に数理モデ

ルを用いて算出し、毒性値と比較する方法である。

前２者は、比較的簡便にリスクの傾向を知ることが

できるが、それらは真のリスクではない。後者は一

表３―１ 暴露に関するパラメーターの指数化の

例

― ―191



定のシナリオの下でのリスクを計算することができ

るが、リスク計算には地理情報と数理モデルが必要

である。

キ 文 献

１)Andy Hart,Dave Wilkinson,Miles Thomas
 

and Graham Smith (1998), OECD Pesticide
 

Aquatic Risk Indicators Project-Phase2,Test-

ing and Evaluation of Models,Central Science
 

Laboratory,York,UK

２)丸 諭（1991）水田用ライシメーターからの農

薬流出と水溶解度の関係，千葉農試特報

表３―２ SYSCORの計算例

図３―８ 水田使用90農薬のコイに対するリスクの変

遷

リスクに対する寄与の大きさが「散布方法」＞「水溶解度」＞「水中半減期」であると仮定した場合の計算法を

示す。文献⑹より著者の許可を得て転写した。
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３)M,Vaillant, J. M. Journey and J. Devillers

(1995),A Multicriteria Estimation of the Envi-

ronmental Risk of Chemicals with the SIRIS
 

Method,Toxicology Modeling vol.1：57-72

４)農林水産省農蚕園芸局植物防疫課監修（1987，

1988，1989，1990，1991，1992，1993，1994，1995，

1996），農薬要覧－1987－～－1996－，植物防疫協

会

５)The Netherlands National Institute of Public
 

Health and Environmental Protection (1992),

Evaluation System for Pesticides (ESPE), 1.

Agricultural Pesticides, To be incorporated
 

into the Uniform System for the Evaluation of
 

Subustances (USES)“,Report Number 679101

004

６)佐藤勝也・横山武彦・石井康雄（2001），水田農

薬の使用傾向と水生生物に対するリスク評価－

OECDモデルによるリスクの試算，農薬検査所報

告，No.41：29-50

（石井康雄、稲生圭哉、横山武彦、小野 仁）

⑶ 土壌に棲息する小動物に対する農薬の影響評価

ア 目 的

農薬の製造、販売、使用を規制する制度が定めら

れ、農薬の人及び環境に対する悪影響の防止に役立

っている。しかし、農薬の環境リスクを総合的に判

断するための指標はなく、農薬の非標的生物に対す

る影響はわが国ではほとんど明らかにされていな

い。そこで、土壌中に棲息する小動物を対象とする

農薬の環境評価手法を開発するとともに、これを用

いて実際に土壌に棲息する小動物に対する各種農薬

の影響を評価する。

具体的には、農薬の環境影響評価に用いる線虫・

小動物の大量培養法の確立および農薬に対する浸漬

試験の実施による行動に対する影響評価法の検討な

ど、農薬の影響評価手法の確立などを試みた。

イ 研究方法

ア 大量培養法－糸状菌食性線虫の餌糸状菌の検

討

供試線虫：ニセネグサレセンチュウ（Aphelen-

chus avenae）３系統（Sa（佐賀大学産）、Ku（九州

農試産；以上佐賀大学より恵与）、Kann（農環研構

内より分離）

餌糸状菌：Rhizoctonia solani２系統（A及びH

株（AG2-2））、Botrytis cinerea、Fusarium monilifor-

me（各１菌株）

栄養分を５倍希釈した PDA培地（寒天1.5％、径

９㎝プラスチックシャーレ使用、15㎖）に餌糸状菌

を接種培養し、ベルマン法で分離後0.1％ストレプト

マイシンで滅菌したニセネグサレセンチュウ（成虫

及び第４期幼虫）を１プレート当り10頭接種した。

試験は４反復とし、培養温度は25℃、試験期間は30

日間とした。試験終了後増殖した線虫をベルマン法

で回収し、実体顕微鏡下で計数した。

イ 農薬に対する浸漬試験

供試線虫：ニセネグサレセンチュウ Sa系統、サ

ツマイモネコブセンチュウ（Meloidogyne incognita
 

N18-5単卵のう分離系統（九州農試産）、寄主：トマ

ト（強力米寿））、Ceanorhabditis elegans N2系統（日

本電気㈱三輪博士（当時）より分譲、大腸菌で培養）、

Tylenchus sp.Tako-2系統（千葉県多古町産）

供試農薬：アセフェート（殺虫剤）、メタラキシル

（殺菌剤）、メトラクロール（除草剤）、ホスチアゼ

ート（殺線虫剤（陽性対照））

処理濃度：０、５、50、500 および無農薬（水）

対照（界面活性剤 Triton X-100加用）

供試線虫は、特記した他は糸状菌（B.cinerea、R.

solani）で培養し、ベルマン法で分離後、シラキュー

ス時計皿上で所定の濃度の農薬水溶液に浸漬した

（水深約２㎜）。シラキュース時計皿は25℃の恒温器

に納め、12、24時間後に、成虫を対象として（サツ

マイモネコブセンチュウは第二期幼虫）運動の有無

により生死を識別しながら計数した。

ウ 結 果

ア 大量培養法－糸状菌食性線虫の餌糸状菌の検

討

R. solaniでもA株ではセンチュウは１プレート

当り約50万頭（成虫と第４期幼虫は２～３万頭）と

よく増殖したのに対し、H株ではその約1/100以下

と著しい系統間差があり、Kann系統ではさらに1/

10、Ku系統では1/100と増殖は劣った（表３―３）。

B.cinerea、F.moniliformeでの増殖は、R.solani A

株のおおむね1/20、プレート当り約１万頭以上の増

殖線虫が得られた。特に、前者はこの培養期間で農

薬の環境影響評価に用いられると想定される成虫と

第４期幼虫の割合が高かった。
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イ 農薬に対する浸漬試験

供試農薬は殺虫剤、殺菌剤、除草剤のうち土壌に

施用されることがあり、水に溶けやすく浸漬試験が

容易なものをそれぞれ１種類ずつ選択した。C.

elegansは、対照区にも死亡虫が多く、死亡率はばら

ついたが、供試できた４種線虫で最も農薬に対する

感受性が高かった。サツマイモネコブセンチュウは

ホスチアゼート以外では死亡せず、残りの２種も、

ホスチアゼートの５ 以上の濃度で多くの個体が苦

悶を示したものの、ほとんど死亡しなかった（表３

―４）。

エ 考 察

ニセネグサレセンチュウの大量培養には R.

solani H株を除く３菌株が利用でき、特に大量の線

虫が必要な場合には R.solani A株を用いて、培養基

の栄養分の濃度を上げ、さらに、三角フラスコ等大

型の培養器を用いればよい。

浸漬試験の方法はほぼ確立できた。行動に対する

影響の評価法としては、線虫の苦悶を利用できる。

農薬の影響評価手法の確立に最適であろうと当初

考えられたニセネグサレセンチュウの他、細菌食性

線虫で実験動物として培養法が確立されている C.

elegansなども検討の対象に加えたが、C.elegansは

農薬に対する感受性が高く、農薬の環境影響評価に

適当な線虫と考えられる。ニセネグサレセンチュウ

や Tylenchus sp.など Tylenchida目線虫は農薬に

対する感受性が低いのに対し、細菌食性線虫は環境

影響評価手法の開発の上で注目される。

オ 今後の課題

線虫に対する各種農薬影響の評価結果を取り入れ

た農薬の環境影響に関わるMIの策定と、一部線虫

以外の小動物に対する各種農薬の影響評価が問題点

として残された。

カ 要 約

表３―３ センチュウ（A.avenae）３系統の４糸状菌

系統上での増殖

（上段：プレート当り総分離虫数、下段：

プレート当り総分離成虫・４期幼虫数）

表３―４ 供試薬剤が各種線虫に対し与える補正死亡率
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ニセネグサレセンチュウの大量培養法を検討、確

立するとともに、線虫の農薬に対する浸漬試験法を

検討、確立した。C. elegansはニセネグサレセンチ

ュウより農薬に対する感受性が高く、農薬の影響評

価に有望と考えられる。

（荒城雅昭、吉田睦浩）
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第２章 生物多様性のMIの策定

１．農林業が陸上生物の多様性に与える影響

⑴ 農村域における昆虫相の多様性とその評価

ア 目 的

農村生態系における昆虫相の多様性が、地域の土

地利用形態からどのような影響を受けるかを解明す

るため、昆虫分布調査データを利用した広域的な環

境評価手法を開発する。本研究ではハナバチ類とチ

ョウ類に対象を絞り、既存の調査報告等と土地利用

データを比較照合して、昆虫相と土地利用形態との

関係を解析する。

イ 研究方法

ハナバチ類：ハナバチ類は分類群毎に生息環境と

密接に結びついた営巣習性を持っていると考えられ

る。そこで、日本産ハナバチ類の営巣習性を地上営

巣種、地中営巣種、労働寄生種に分類し、主に既存

の調査報告に基づいて各地域におけるハナバチ相の

営巣習性の傾向とその地域の土地利用形態との関係

を解析した。

チョウ類：チョウ類の分布データとしては環境庁

作成の「第４回動植物分布調査（昆虫（チョウ）類）」

（1993年作成）、土地利用形態のデータとしては国土

地理院提供の「土地利用面積ファイル」（1976年作成）

をそれぞれ利用した。ただし、チョウ相の地域的な

差異の影響を除くため、基本的に同一のチョウ相を

もつと考えられる関東地方のデータのみを用いた。

チョウ類の分布データは２次メッシュ（約10㎞四方）

単位のデータとなっているが、メッシュ間の調査精

度のばらつきが大きいため、メッシュ当たりデータ

数20以上を解析に用いた。

ウ 結 果

ハナバチ類：茨木県内５カ所（八溝山、御前山、

茨城大学水戸、つくば市高野台、八郷町仏生寺）の

ハナバチ相に関する調査データを地上営巣種、地中

営巣種、労働寄生種に分類したところ、山地の八溝

山及び山麓農地の仏生寺では他所より総種数が多

く、地上営巣種の比率が高かった。逆に平地農地の

高野台では他所より総種数が少なく、地上営巣種及

び労働寄生種の比率が低かった（図３―９）。

次に全国32ヵ所で行われた既存のハナバチ調査報

告に基づいて、各地域で記録された総種数及び営巣

傾向と環境条件（農地率）との関連を比較検討した。

報告で環境条件の記述が不明確な場合は、調査者に

当時の調査地環境について問い合わせた。全調査地

の農地率は０～80％の範囲で平均約20％であった。

総種数80種以上が記録された５地点の農地率は０

～25％と低かった。調査地毎に、地上営巣種数と労

働寄生種数の合計の全種数に対する比率（以下、AP

率）を算出して各調査地の農地率との関係を検討し

た結果、明瞭ではないが農地率が低い所でAP率が

高い傾向が認められた（図３―10）。

チョウ類：２次メッシュ毎の農地（水田、畑、果

樹園、その他の樹木畑の合計）、森林、水田の各面積
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図３―９ 茨城県内５ヵ所におけるハナバチ類群構成の比較

A：八溝山、B：御前山、C：茨城大学（水戸）、D：つくば市高野台、E：八郷町仏生寺

グラフ上部の数字は各所における種数および個体数の合計値



率とそのメッシュに分布するチョウの種数を比較検

討したところ、相関係数は低いものの水田面積率と

チョウ種数に負の相関関係がみられた。森林面積率

および農地面積率は、チョウ種数と明瞭な関係には

なかった。次にチョウ全種のうち迷チョウ以外の250

種を主に食性に基づいて森林性（150種）とオープン

ランド性（100種）に２大別し、２次メッシュ毎の森

林およびオープンランド（水田、畑、果樹園、その

他の樹木畑、荒地、建物用地 B、河川地A、海浜の

合計）の面積とそれぞれを選好するチョウの種数を

比較検討した。なお、オープンランドおよび森林の

面積がメッシュ面積より大きい場合のデータを得る

ため、メッシュコード番号が近い２次メッシュを２

つずつ選び、これらを１単位として面積とチョウ種

数のそれぞれを集計したデータも合わせて利用し

た。解析の結果、森林については面積の増加に伴い

チョウ種数は飽和型に増加し（図３―11上）、種数面

積曲線は両対数グラフ（図３―12）ではほぼ直線と

なった。一方、オープンランド（図３―11下）につ

いては面積の小さいメッシュでもチョウ種数は最大

値に近い値を示す例があった。

エ 考 察

ハナバチ類：開発が進み環境撹乱の多い条件で

は、地上営巣種は安定した営巣場所が得られず、個

体数が減少しやすいと考えられる。また、労働寄生

種は寄主となり得る種が限定されるため、寄主の営

巣場所が安定しない条件では寄生率が低下すると考

えられる。地上営巣種と労働寄生種の比率に着目し

たのは以上の理由による。

茨城県内および全国32ヵ所の調査報告を整理した

結果は上記の予想と矛盾するものではなく、地域に

生息するハナバチ類の営巣習性の傾向から、その地

域の環境条件を推定できる可能性があると考えられ

た。ただし、その傾向は明瞭なものではないので、

今後さらに検討する必要がある。

チョウ類：水田面積率とチョウ種数の間にわずか

ながらも負の相関が認められたことは、水田環境に

生息する種がほとんどないことから容易に理解でき

る。一方、農地や森林の面積率とチョウの種数の間

には明瞭な関係が認められなかった。このことは、

チョウの生息地選好性に関わらず全種を一括して扱

ったため、農地環境や森林環境と結びついたチョウ

のみが受ける影響を精度良く検出することができな

かったことによるものと考えられる。

図３―10 全国32ヵ所の調査報告における農地率とハ

ナバチ類の営巣習性の関係

AP率：（地上営巣種数＋労働寄生種数）/

全種数

図３―11 森林（上）およびオープンランド（下）の

面積とそれぞれを選好するチョウ種数との

関係

白抜きは２つの２次メッシュを１単位とし

て集計したデータ

図３―12 森林面積の対数と森林性のチョウ種数との

関係

白抜きは２つの２次メッシュを１単位とし

て集計したデータ
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森林性のチョウ種数と森林面積の種数面積曲線は

両対数グラフでほぼ直線となった。この関係は島の

面積とそこに生息する生物種数の関係の解析におい

て従来から利用されており 、連続した領域をもつ

森林部分の領域間でも同様の関係が成立する可能性

が示された。この関係を利用して様々な地域間で森

林性種の種数面積曲線を比較することにより、チョ

ウの多様性と森林環境との関係を解析できる可能性

がある。一方、オープンランド性の種にとって、生

息に必要最低限の面積はかなり小さく、２次メッシ

ュ規模の分布データでは環境条件との結びつきを検

出することは困難である。

オ 今後の課題

ハナバチ類：これまでの調査者は土地利用形態と

の関係でハナバチ相をみる視点をほとんど持ってい

なかったため、今回の解析では調査者の記憶を頼り

にして調査当時の環境条件を設定した点が多かっ

た。このため、環境条件の設定は不正確であること

は免れず、採用した農地率が必ずしも妥当でない可

能性もある。今後ハナバチ類の調査を行う際には、

周辺の土地利用形態に関する調査も同時に実施する

必要がある。

チョウ類：森林性種の種数面積曲線を利用したチ

ョウの多様性解析法の開発にはさらなる検討が必要

である。同様の方法で森林性以外の種について解析

を行うためには、「オープンランド性」という大くく

りの分け方ではなく、生息環境に基づいたより細か

な類型化を行った上で、土地利用形態データと比較

する必要がある。

カ 要 約

ハナバチ類：主に既存の調査報告に基づいて日本

の各地域におけるハナバチ相の営巣習性の傾向とそ

の生息地域の土地利用形態との関係を解析した結

果、環境撹乱の多い条件では地上営巣種や労働寄生

種の比率が低下する傾向がわずかに認められた。

チョウ類：２次メッシュ単位のチョウ分布データ

と土地利用形態データを比較検討したところ、森林

面積と森林性のチョウの種数に一定の関係が認めら

れたが、チョウの多様性解析法の開発にはさらなる

検討が必要である。

キ 文 献

１)木元新作（1979），南の島の生きものたち－島の

生物地理学．共立出版，東京：203

（小西和彦、松村 雄、安田耕司、山根爽一、山本

道也）

⑵ 水田における湿地性鳥類の多様性とその評価手

法の確立

ア 目 的

近年湿地の保護や持続的利用が世界的に強調され

ているが、我が国に自然湿地はごくわずかしか残っ

ていない。一方水田は国際水禽湿地調査局で認めら

れている湿地であるが、湿地性鳥類の生息地として

定量的に評価されたことはほとんどない。本研究は

湿地性鳥類にとっての水田の役割を解明し、鳥類と

農業の共存策を定めるに資するとともに、鳥類生息

地としての農地評価方法を確立する。

イ 研究方法

ア 水田における鳥類多様性の特徴を、自然湿地

や水田以外の農村環境と比較した。すなわち、茨城

県伊奈町において、水田、耕作放棄地、畑地、森林、

市街地、集落の各環境区分に計164 の調査地を、ま

た、鬼怒川、小貝川、霞ヶ浦周辺のヨシ等の生育す

る９か所、計21.5 の自然湿地を選定し、四季毎に

ラインセンサス法で調査した。

イ 水田は自然の湿地と異なり、農作業によって

大きな環境の変化があるため、水田における環境の

季節変化と鳥類相の関係を調査した。茨城県伊奈町

の水田に調査ルートを設け、68.2 の範囲を毎週１

回１年間にわたってラインセンサス法で調査し、出

現したすべての鳥類の種名、個体数を記録した。

ウ 地形的に小規模な水田の鳥類生息地としての

特色を明らかにするために、茨城県南部の丘陵地の

谷間につくられた帯状の水田（谷津田）において、

平均幅の異なる合計71地点を選定した（50ⅿ以下：

21ヶ所、50-100ⅿ：18ヶ所、100-300ⅿ：15ヶ所、300

ⅿ以上：17ヶ所）。５～７月に各地点で計６回の鳥類

センサスを行い、各種鳥類の生息密度をもとめた。

エ 代表的湿地性鳥類であるシギ・チドリ類にと

っての水田の価値を評価するため、利根川、霞ヶ浦

周辺の平地水田に10 の調査地を、水稲田に29ヶ所、

ハス田に10ヶ所選定し、シギ・チドリ類の種類と個

体数を春の渡り時期に５回、秋の渡り時期に３回調

査した。海岸湿地である干潟との比較には東京湾で

のカウントデータ（日本湿地ネットワーク・シギチ

ドリ委員会、1997、1998）を用いた。
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オ 水田の水管理とシギ・チドリ類の餌資源の関

係を明らかにするために、利根川、霞ヶ浦周辺の平

地において周年湛水されるハス田９ヶ所、冬期は乾

燥する乾田８ヶ所、および比較対象として湿田８ヶ

所の調査地を選定し、各調査地で原則として４筆の

田において土壌表層（約39.5×19.5㎝、深さ0.5～１

㎝）を、４月上旬から２週間おきに４回採取した。

採取した土壌は１㎜メッシュのふるいで水洗した後

にバットにあけ、動物を拾い取り、70％アルコール

中に保存した。

カ 冬季の湛水管理による鳥類生息地機能の向上

を検証するために、茨城県美浦村周辺で、実験的に

湛水した水田２ヶ所を設け、乾田対照区４ヶ所およ

びハス田４ヶ所とあわせて、鳥類による利用を調査

した。

キ 湿地性鳥類に対する圃場整備の影響を知るた

め、圃場整備によってコンクリート３面張りの排水

路となっている水田と土排水路の水田を、調査Aで

は各６ヶ所ずつ（30～70 ）、調査 Bでは各19ヶ所と

10ヶ所（10 ）、茨城県南地方で選び、調査Aでは５

月から８月に各月２回、調査 Bでは春５回、秋３回

サギ類の個体数をカウントした。また、調査Aでは

水路と水田内、畦にいる餌動物をトラップと網を用

いて捕獲、計量した。

ク 以上の調査等から、水田に依存する指標種を

選び、これらの生息状況の変化を環境庁の自然環境

保全基礎調査の資料から評価した。

ウ 結 果

ア ヨシ原、水田、森林では、各環境タイプのみ

で記録される種が多く、総種数も多かったのに対し、

他の４環境タイプでは、特定の環境タイプのみを利

用する種はほとんどいなかった。耕作放棄地のみで

記録された種はなく、種数も少なかった（表３―５）。

水田とヨシ原では、それぞれ14種、12種の湿地性鳥

類が記録されたが、両環境に共通は５種のみで、水

田には水深が浅く植生のまばらな湿地を好むシギ・

チドリ類が多く見られ、ヨシ原には水際環境や密な

植生を好む種が多く見られた（表３―６）。

イ 伊奈町の水田において１年間に生息が確認さ

れた鳥類は合計50種で、このうち湿地性鳥類は21種

（42％）であった。湿地性鳥類は、水田の乾燥する

冬期には１～２種を見るのみであったが、水が入る

５月から増加し、８月にピークに達し（10種）、稲刈

りのために落水される９月から再び減少した。非湿

地性の鳥類の個体数は、水田の乾燥する冬に大きく

増加したが、種数の変化は１年を通して小さかった

（図３―13）。

ウ 湿地性鳥類では全９種のうち、幅の広い水田

を選好する種が６種を占めたのに対し、非湿地性鳥

類では12種中８種までが水田の幅に対して反応して

いなかった（表３―７）。シギ・チドリ類は周縁部で

少なく、広い水田の中央部を好む傾向がみられ、シ

表３―５ 茨城県の農村およびヨシ原における環境タイプごとの種数

（かっこ内の数字は、その環境タイプのみで記録された種数）

表３―６ 水田とヨシ原の湿地性鳥類
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ラサギ類では特に傾向がなかった（図３―14）。

エ 水田のシギ・チドリ類の種構成は、春秋とも

に干潟とは大きく異なり、水稲田ではムナグロ、ハ

ス田ではツルシギ、タシギなどの干潟にほとんど出

現しない種の優占度が高かった（図３―15）。ハス田

では春に13種、秋に９種が記録され、一方水稲田で

は春に６種、秋に５種と少なく、全種の合計密度に

は差がなかった。また、水稲田に出現した種は秋の

ジシギ類を除き、ハス田ではほとんど記録されなか

った。

オ シギ・チドリ類の餌資源と考えられる生物で

は、乾田では初期に低かった出現率が季節の進行と

ともに増加する傾向があったが、ハス田と湿田では

このような傾向は認められなかった（図３―16）。イ

トミミズ、ユスリカ幼虫、２枚貝、巻貝では水田タ

イプによって出現率が有意に異なった。イトミミズ

とユスリカ幼虫は出現率の高いほうからハス田、湿

田、乾田の順で、貝類は湿田に多くハス田には少な

かった。その他の昆虫とヒルでは差がなかった（図

３―16）。

カ 乾田対照に比べ、冬季に湛水した水田では、

ジシギ類やタゲリといった湿地性鳥類が記録された

が、通年湛水されるハス田には及ばなかった（表３

―８）。

キ 調査A（５～８月）、調査 B（春と秋）のいず

れにおいても、陸生昆虫を主食とするアマサギの数

に圃場整備の有無で差異がなく、一方、水生動物を

図３―13 水田における鳥類の季節変化

表３―７ 湿地性鳥類と非湿地性鳥類の水田幅別出現傾向（Kruskal-Wallis test、有意水準５％）

図３―14 水田の周縁部からの距離別の湿地製鳥類出現密度

図３―15 シギ・チドリ類の種構成の違い（春）
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主に採るチュウサギは圃場整備水田で少なかった

（図３―17）。餌動物の現存量は、陸生動物では圃場

整備の有無による違いはなかったのに対して、カエ

ル類幼体（オタマジャクシ）以外の水生動物は圃場

整備済みの水田で少なかった（図３―18）。

ク 以上の調査等から、水田の鳥類生息地機能を

評価する指標種として適当と考えられたサギ類とシ

ギ・チドリ類、サシバ、クイナ類、ガンカモ類につ

いて、水田への依存度をまとめ、全国的な分布変化

を試算したところ、減少傾向が示唆された（表３―

９）。

エ 考 察

出現する総種数が多く固有種数も多かったことか

ら、水田は、農村地帯に多様な鳥類相を維持する役

割が大きく、とくに湿地性鳥類の生息地として重要

であり、自然湿地であるヨシ原や干潟とは異なる湿

地性鳥類の生息地となっていることが明らかになっ

図３―16 ハス田、乾田、湿田における鳥類の餌資源出現率（Kruskal-Wallis test、調査地ごとに４

回の採取を平均した値で検定、N＝９、８、８）。出現率が0.2に満たない生物群は除外。

表３―８ 冬季湛水実験田と乾田対照区およびハス田

における鳥類密度

図３―17 圃場整備によるサギ個体数の違い（調査

A）

整備済み、未整備各６ヶ所における５月か

ら８月の平均値。＊＝圃場整備について有

意差あり、n.s.＝有意差なし（２―way
 

ANOVA）。

図３―18 未整備水田に対する圃場整備水田での餌動

物の量

乾燥重量または個体数を５～８月の全調査

期間で平均し、相対値で示す。３種のカエ

ル類は幼体（オタマジャクシ）を除く。

― ―201



た。

湿地性鳥類による水田の利用は、湛水される耕作

期間中が主で、乾燥する冬季にはほとんどない。実

験的に冬季湛水をすることで湿地性鳥類が出現する

ことから、非耕作期における湛水管理によって水田

の鳥類生息地機能を高められることが示唆された。

一方、冬季乾燥する水田には非湿地性鳥類の個体数

が多く、ヒバリやタヒバリ等の個体群を支える生息

地としても重要である。

湿地性鳥類は小規模水田を好まない種が多い傾向

にあり、水田の生物多様性保全機能の評価では地形

的条件を考慮する必要がある。

冬に乾燥する水稲田と通年湛水されるハス田の間

ではシギ・チドリ類の種構成が異なり、出現頻度の

高い餌生物群も異なっていた。水管理の異なる水田

は湿地性鳥類に異なる採餌環境を提供していると考

えられる。また、乾田は湛水以前には餌場としての

価値が低いことが示唆された。

水路をコンクリート３面張りにする圃場整備は、

水生動物の減少を通じて、これを主に採るチュウサ

ギの減少につながっていると考えられる。圃場整備

されると水田内で大型の水生動物が減少する理由と

しては、水路が生息に適さなくなること、水路と水

田の往来が難しくなることが考えられ、生物相に配

慮した圃場整備の必要性が示唆された。

水田を利用する湿地性鳥類の代表的なグループで

あるシギ・チドリ類とサギ類に対して、水管理や水

路構造の与える影響が明らかになり、水田の環境変

化を評価する指標種として有用である。

オ 今後の課題

小規模水田でも傾斜の急な、いわゆる棚田につい

ては本研究では扱っておらず、さらに検討する必要

がある。湿地性鳥類は広がりのある水田を選好する

傾向が見られたが、樹林地と水田の組み合わせ等の

生息環境を必要とする個体数の少ない種についても

配慮が必要である。表３―９に用いた環境庁の資料

は中間とりまとめ段階にあり、結論を下すには今後

のデータ集計を待つ必要がある。また、今回試算に

用いた分布域の変化は必ずしも個体数変化を反映し

ないので、今後全国で指標鳥類個体数のモニタリン

グが望まれる。農業の変化と指標種生息数の因果関

係についてもさらに解明する必要がある。

カ 要 約

水田を利用する鳥類の総種数および固有種数はヨ

シ原や森林なみで、農村の他の４環境タイプより多

かった。水稲田やハス田を利用するシギ・チドリ類

の種構成は干潟と大きく異なり、淡水の湿地を好む

種の渡り中継地として水田が重要である。圃場整備

された水田では水生動物が少なく、水生動物を主に

採るチュウサギが少なかった。冬季の湛水管理によ

り湿地性鳥類を誘致することができた。以上のこと

から、水田は貴重な鳥類生息地として機能している

こと、生物相に配慮した圃場整備や非耕作期におけ

る水管理等でさらにその機能を高められる。こうし

た機能を評価する指標種として適当な種の全国的な

分布変化を試算したところ、減少傾向が示唆された。

（吉田保志子、前田琢、藤岡正博）

⑶ 農耕地における土壌小動物の多様性とその評価

ア 目 的

土壌中には多種多様な小動物が棲息し、農耕地に

おいても糸状菌や細菌と同様の物質循環機能や土壌

生態系における調節機能、すなわち細菌や糸状菌を

摂食してその密度を調節したり、その多様性を向上

させ、物質循環を加速する機能を果たしていると考

えられる。土壌小動物の多様性は、栽培される作物

や作型、耕起法等によって異なることが予想される。

本研究では、慣行栽培圃場と不耕起堆肥連用圃場に

おける小動物・線虫の多様性を解明・比較し、評価

する。また、耕種法の違いの指標となる線虫種の抽

出を試みる。

イ 研究方法

農業環境技術研究所構内の不耕起無農薬堆肥連用

表３―９ 繁殖期の指標種として適当な種の特徴と最

近20年の分布域変化の試算
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圃場とこれに隣接する慣行栽培圃場（夏作ダイズ－

冬作オオムギ）、不耕起堆肥連用圃場に施用される落

葉堆肥と材料の落葉を採取する隣接雑木林から土壌

試料（各２反復）を採取し、ベルマン法（土壌20ℊ

（不耕起圃場は土壌とリターを区別）、９㎝ロート使

用、フィルター：キムワイプ１枚、72時間室温分離）

で湿生土壌動物を分離した。分離された湿生土壌動

物の大宗を占める線虫について、約500頭以上を属レ

ベルでできるだけ細かく分類しながら計数し、これ

に要するステージの移動距離を利用して総線虫数も

併せ推定した。これらの結果から、種数および各種

の多様性指数を計算し、比較検討した。

ウ 結 果

不耕起無農薬堆肥連用圃場からは45属にわたる線

虫が検出できた。この中には新しい分類学的知見か

らは複数属に分けられる属もあり、属数・種数はさ

らに増えるものと思われる。サンプル当りの属数は、

自然植生＞不耕起圃場＞慣行圃場＞堆肥の順となっ

た（表３―10）。多様性計数の結果から求めた各種の

多様度指数は、おおむね不耕起圃場＞自然植生 慣

行圃場＞堆肥の順（特に土壌）で、リターがある場

合はリター＜土壌となった（表３―10）。オランダで

開発された土壌線虫相により土壌かく乱の多少を評

価するMaturity Indexなども、順番はほぼ同様と

なったがその差は極めて小さかった（表３―10）。

線虫属から見ると、慣行栽培および堆肥での分離

虫数が少ない Wilsonema属、Prismatolaimus属、不

耕起栽培圃場での分離虫数が多い Bastiania属、慣

行栽培圃場と堆肥で分離虫数が多い Cephalobus属

など、自活性線虫に耕種法の違いを反映する線虫属

が認められた。

エ 考 察

土壌動物相が自然植生に近い農耕地などを高く評

価するならば、土壌線虫種数の多さ、あるいは各種

の多様度示数により農耕地の評価は可能であると考

えられた。一方、Maturity Indexは、わが国では農

耕地の評価指標として利用が困難である。

本研究で耕種法の違いを反映している線虫属が農

耕地評価の指標となり得るかについては、その分布

が普遍的である必要があることなどから、今後の調

査が必要である。

オ 今後の課題

多様性示数は全線虫を調査対象として求めなけれ

ばならず、MIとしては、極めてよく訓練された専門

家でないと求めることができないという問題点があ

る。少数の指標種を用いて農耕地土壌の特性を評価

できるMIを開発する必要がある。多様性研究とし

ては種レベルの同定が必要である。

カ 要 約

不耕起堆肥連用圃場の線虫種数は、隣接する雑木

林に次ぎ、慣行圃場などより多かった。多様性指数

ではほとんどの場合雑木林をも上回った。線虫種数

や多様性指数による農耕地の評価は可能と考えられ

た。自活性線虫に耕種法などの違いを反映する線虫

属が認められた。

（荒城雅昭、吉田睦浩）

表３―10 農環研構内不耕起堆肥連用圃場・慣行栽培圃場などの土壌線虫に関する各種多様度指数
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２．農業が水生生物の多様性に与える影響

⑴ 水田及び周辺の農業水路が生物多様性に与える

影響の評価

ア 目 的

水田及びその周辺の農業水路は、魚類を始め様々

な動物によって利用されているが 、水田周辺の

環境が魚類の多様性に与える影響についての定量的

研究は乏しい。本研究は、水田や水路における魚類

の多様性や生態を定量的に調べ、水路と水田との接

続様式など、各種の環境要因との関係を解析するこ

とによって、魚類の多様性を示すMIを提示する。

イ 研究方法

ア 農業水路調査

農業水路については、1996-1999年の７月上旬に、

長野県千曲川水系で40地点を選び、それぞれ50㎡を

調査区間とし、曳き網で区間下端を仕切った後、電

気ショッカーで魚を採集した。

環境要因としては、流速、水深、川幅を、調査区

間のうちで３地点（流れの中央部分）で計測し、そ

の平均値を求めた。水深については、非灌漑期にも

調査した。水質の１指標として BODを計測した。ま

た、調査区間が川幅10ⅿ以上の河川からどれだけ隔

たっているかを、地図上で求めた。これらの変数に

ついては、その値によって３カテゴリーに分類した。

計測できない環境要因については次のようにカテ

ゴリーをきめた。水路の側面については、すべてコ

ンクリートで覆われているものをカテゴリー１、自

然のままか部分的にしかコンクリートで覆われてい

ないものをカテゴリー２とした。川床については、

コンクリートの場合をカテゴリー１、コンクリート

の上に１㎝以上泥が積もった場合をカテゴリー２、

自然のままの状態をカテゴリー３とした。水田と水

路とのつながりについては、周辺に魚が水路から水

田へ侵入する経路のない場合をカテゴリー１、調査

区間の200ⅿ以内に水田へ侵入する経路がある場合

をカテゴリー２、調査区間から水田へ直接侵入でき

る場合をカテゴリー３とした。水路周辺の土地利用

については、水田がない場合をカテゴリー１、部分

的に水田がある場合をカテゴリー２、すべて水田の

場合をカテゴリー３とした。魚類群集については、

種数、総個体数、多様度指数（森下のβ）、バイオマ

ス、大型魚率（標準体長４㎝以上の個体の割合）を

求め、10項目の環境要因との関係を多変量解析（数

量化１類及び正準相関分析）によって検討した。ま

た、採集した魚類の消化管内容物および農業水路の

無脊椎動物についても調査した。

イ 水田調査その他

水田については、同じく千曲川流域で５年間に46

地点を選び、観察者（３―４人、のべ30分）が畦を

歩いて観察したり、たも網採集によって魚の種類と

個体数を調べた。水田については、取水様式、形状、

周囲の水路との関係なども記録した。MI策定にあ

たっては、主要魚種の全国分布、他の地域の水田や

農業水路での出現状況を文献等によって調査した。

ウ 結 果

ア 農業水路魚類の多様性と環境要因との関係

農業水路で合計19種2323個体を採捕した。このう

ちドジョウがもっとも多く40.2％を占め、ウグイ

（24.5％）、タモロコ（12.0％）、トウヨシノボリ（7.4

％）が続いた。水路の各地点で採集された魚と類型

化した環境要因との関係を数量化１類で解析する

と、魚の種数及び多様度については、水田とのつな

がりがもっとも重要であり、魚が水田へ容易に侵入

できる水路ほど多様な魚類群集が形成されていた。

用排分離水路では魚は水路から水田へ侵入しにく

く、用排兼用水路では容易であった。また魚の総個

体数及びバイオマスは、水路の底部や岸部がコンク

リート化されていない場合にもっとも高く、また、

川幅や水田とのつながりも高い。大型魚率には供給

源からの距離がもっとも影響していた。魚類群集の

５項目の性質をどの魚が代表するのかを調べるため

に正準相関分析を行ったところ、種数及び個体数で

あらわされる第１成分はタモロコの個体数と強い正

の結びつきを示し、多様度指数をあらわす第２成分

はドジョウの個体数と負の関係にあった。すなわち、

タモロコが多いほど豊富で、ドジョウが少ないほど

多様な魚類群集が形成されていたことになる。

農業水路の魚類の餌はユスリカ類、カゲロウ類な

どの水生昆虫類と落下昆虫、藻類が中心で、全体的

に種間で重複が著しく、この傾向は水田とのつなが

りが弱い水路における小型個体で特に顕著であっ

た。

イ 水田魚類の多様性と環境要因との関係

水田は、ため池から田越し灌漑によって水が供給

される棚田、河川から農業水路を通して水が供給さ

れる平地の未整備田及び整備田に大きく分けられ
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る 。整備田では用水路と排水路が分離され、魚は水

路から水田へ侵入しにくくなる。３タイプの水田で、

合計11種、989尾の魚類が確認されたが、種数、個体

数、種多様度のいずれについてもタイプ間で有意差

が認められた（図３―19）。魚がもっとも多様で豊富

であったのは平地の未整備田で、これに棚田が続き、

整備田ではいずれも貧弱だった。また、棚田ではト

ウヨシノボリ、ドジョウ、モツゴが多く、未整備田

ではウグイ、フナ類、ドジョウ、タモロコが多かっ

たが、整備田ではドジョウしか確認されなかった。

魚類全体の種数、個体数、種多様度に対する各種の

個体数の寄与を重回帰解析（ステップワイズ法）に

よって検討すると、種数と個体数についてはドジョ

ウ、トウヨシノボリ、ウグイなどの存在が正に寄与

したが、種多様度はドジョウの個体数と負の関係に

あり、ドジョウの存在が一様な魚類群集を示すこと

が明らかになった。

エ 考 察

水田、水路の魚として重要であることが統計解析

から示されたドジョウとタモロコのうちドジョウ

は、北海道から琉球列島まで広く分布する。タモロ

コの分布はドジョウに比べるとやや狭いが関東地方

から九州まで生息し、岡山県、京都府、神奈川県な

どの生物多様性の高い水路や水田でも多く確認され

ている。したがって、これらの魚種は水田や農業水

路の生物多様性のよい指標種となると考えられる。

以上の結果から、水田や水路の魚類多様性のMIと

して、表３―11の計算式を提案する。MIは農業水路

や水田の環境要因とそこに生息する魚類（指標種や

希少種）を反映している。ただし、低い配点を与え

られた整備田や用排分離水路でも、生物多様性を改

善する工法や改良が行われた場合には、その効果に

応じて別の配点を考える。計算式は平易であり、他

国においても別の指標種を用いることが可能であ

る。

オ 今後の課題

長野県の千曲川流域での調査結果がどこまで全国

の水田や農業水路に適用可能かについては、今後全

国の様々な水田地帯での補足調査が必要である。こ

の点については予算の許すかぎり、調査を継続する

とともに、他の研究機関との連携を深めたい。

カ 要 約

長野県上田市周辺の千曲川流域の農業水路及び水

田で、生息する魚類と環境要因を調べた。農業水路

ではドジョウ、ウグイ、タモロコなど19種、2323個

体の魚を電気ショッカーで採捕した。魚の種数及び

多様度については、水田とのつながりがもっとも重

要であり、魚が水田へ容易に侵入できる水路ほど多

様な魚類群集が形成されていた。用排分離水路では

図３―19 ３タイプの水田間での魚類群集の比較

平均値と標準誤差を示す。図中の数字は調

査地点数をあらわす。
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魚は水路から水田へ侵入しにくく、用排兼用水路で

は容易であった。また、魚の総個体数及びバイオマ

スは、水路の底部や岸部がコンクリート化されてい

ない場合にもっとも高い値を示したが、川幅が広い

ことや水田とのつながりが強いことも重要であっ

た。タモロコが多いほど、また、ドジョウが少ない

ほど多様性に富んだ魚類群集が形成されていた。

水田はため池から田越し灌漑によって水が供給さ

れる棚田、河川から農業水路を通して水が供給され

る平地の未整備田及び整備田に大きく分けられる。

整備田では用水路と排水路が分離され、魚は水路か

ら水田へ侵入しにくくなる。３タイプの水田で、ト

ウヨシノボリ、ドジョウ、フナ類など合計11種、989

尾の魚類が確認され、種数、個体数、種多様度のい

ずれについても３タイプ間で有意差が認められた。

もっとも魚が多様で豊富であったのは平地の未整備

田であり、棚田が続き、整備田ではいずれも貧弱だ

った。これらの知見から、魚類の生息環境と指標種

や希少種の有無を考慮したMIを提案した。
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⑵ 河川の農業水利施設が川の生物多様性に与える

影響の評価

ア 目 的

日本の河川においては、広い意味での農業用水利

施設が古くから存在していた。こうした施設は下流

から上流への生物の移動に大きな影響を与え、施設

上流と下流の生物相を大きく変化させる。サケ科魚

類のように河川内の移動が重要な生物では、障害物

によって、その生活史が変化する可能性もある。本

研究は水利施設が生物に与える影響の評価指標を作

成するため、特にダム上流部に閉じこめられた遡河

性魚類（サケ科魚類）の絶滅がどの様な場合に生じ

るのかを検討した。

空間的に隔離された小集団の絶滅を促進させる諸

要因の一つとして、集団の遺伝的劣化があげられる。

集団の隔離が進行した場合、集団に占める同型接合

の割合が高くなる 。特に遺伝的交流が完全に妨げ

られた集団では、遺伝的浮動や近親交配の繰り返し

などによって遺伝的変異量が急速に失われ、「集団の

小規模化→遺伝的多様性の喪失および近交弱勢→再

表３―11 水田や農業水路の魚類の多様性を示すMI
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生産力の低下」といった一連の過程により局所的絶

滅の危険性が高じる可能性がある 。したがって、現

存する隔離集団の遺伝的多様性を評価することは、

小集団の存続（絶滅）機構の究明に貢献するばかり

でなく、集団の現状把握と将来予測（指標）に重要

である。

淡水魚類は環境改変によって生息域が断片化され

やすく、同一河川内であっても複数の隔離集団が存

在する場合がある 。イワナは日本に広く生息する

淡水魚であり、北海道の多くの集団では回遊型の生

活史を示す 。一方、多くのダム上流域では河川型の

生活史をもつ集団の存在が知られている 。本研究

では、ダムにより隔離されたイワナ集団をモデルケ

ースとして、遺伝的多様性の現状とその変異に関わ

る要因を明らかにし、広い意味での農業用水利施設

が魚類に与える影響MIを作成する基礎的資料を得

る。

イ 研究方法

ア サンプル採集

渡島半島を流れる見市川、人住内川および原木川

の３河川に計12の採集地点を設け、サンプルを採集

した（図３―20）。これらの河川には流程中に高さお

よそ５ⅿほどの砂防ダムが設置されており、魚類の

下流から上流への移動を完全に妨げている。したが

って、ダム上流域の集団は遺伝的に完全に隔離され

ていることになる。各河川のダム上下区間でそれぞ

れ約50個体をランダムに採集し、現地でアブラビレ

をエタノール固定した後、研究室にて－80℃で保存

した。また、見市川の８集団については、アブラビ

レの固定後魚体全体を10％ホルマリンに固定し研究

室に持ち帰った。

イ DNA解析

得られた計633個体のアブラビレから、フェノー

ル/クロロフォルム抽出法によってゲノム DNAを

図３―20 採集地点の概況図
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抽出・精製した。マイクロサテライト遺伝子の多型

解析では、Sfo-8、Sfo-12および Sfo-23の３つの遺

伝子座のプライマーを合成した。各マイクロサテラ

イト遺伝子の増幅は、DNAサーマルサイクラー

（PTC-100 Programmable Thermal Controller,

ML Research Inc.）を用いた。

得られた PCR産物はホルムアルデヒド存在下に

て熱変性させ、DNA塩基配列シーケンサー

（ABI310Applied Biosystem社）でフラグメント解

析し、各個体の各遺伝子座における遺伝子型を決定

した。各遺伝子座の対立遺伝子頻度とヘテロ接合度

の計算には集団遺伝学解析用ソフトArlequin ver.

2.0 を用い、さらに集団内の遺伝子多様度、集団間

の遺伝的分化の指標 Fstおよび Rst を求めた。

ウ 結 果

ア 遺伝的多様性および集団間の遺伝的分化

各集団から得られた対立遺伝子数およびヘテロ接

合度を表３―12に示す。３つのマイクロサテライト

遺伝子座はいずれも多型を示し、各集団において

Sfo-8遺伝子座で３～12，Sfo-12で２～５、Sfo-23で

３～14の対立遺伝子が確認できた。これらの遺伝子

座はイワナにおける集団遺伝学的解析のマーカーと

して適用できる。３河川いずれにおいても、ダム上

流部にみられる対立遺伝子数は下流域に比べて少な

く、平均して50％の対立遺伝子が上流域では検出さ

れなかった。また、下流域にみられる対立遺伝子の

ほとんどは上流域においても確認されたが、下流域

にみられる出現頻度の低い対立遺伝子は上流域では

消失している場合が多かった。さらに、上流域のヘ

テロ接合度は下流部に比べ平均70％ほど低い値を示

した。

遺伝子型頻度と遺伝子頻度から、これらの集団が

任意交配集団に認められるハーディーワインベル平

衡にあるかどうかを検定したところ、Sfo-8遺伝子座

表３―12 各調査地における対立遺伝子数、ヘテロ接合度およびハーディーワインベルグ平衡検定の結果
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で３集団、Sfo-12遺伝子座で１集団、Sfo-23遺伝子座

で３集団が有意に平衡からずれていた。しかし、こ

の逸脱はサンプル数に比して対立遺伝子座数が多く

みられる結果としておこる統計学的なエラーにより

生じたものと考えられる。

集団間の遺伝的分化の指標である Fstならびに

Rst値は、同一河川内のダム上流域と下流域間で

0.02から0.225（Fst）、0.008から0.310（Rst）の範

囲にあった（表３―13）。Pairwise difference-testの

結果、ほとんどの集団において Fst、Rst値は有意に

0から逸脱しており、ダム上下間は遺伝子組成の異な

る集団に分化している。ダム上流集団の遺伝的分化

と環境パラメータとの関係を調べるため、各河川の

ダム上下集団間の Fstを目的変数、ダム上流域の流

量および隔離されてからの年数を説明変数とした重

回帰分析をおこなった（図３―21）。その結果、隔離

に起因する遺伝的分化は、流量と負の有意な相関を

もち（標準回帰係数 -0.867,t＝-5.869,P＝

0.002）、隔離された年数とは正の相関を示した（標

準回帰係数 0.473,t＝3.200,P＝0.024）。この２変

数はダム上流域の遺伝的分化に強く関わるパラメー

タであり（F＝20.632、自由度2,P＝0.0038）、遺伝的

分化程度の約９０％がダム上流域の生息域サイズと

隔離年数で説明される（r＝0.944）。

エ 考 察

マイクロサテライトをマーカーとした遺伝的解析

により、ダム上流集団では下流集団と比べて明らか

に遺伝的多様性が減少している。一般に、自然河川

に生息するサケ科魚類では河川内の流程に沿った遺

伝的分化は認められない 。したがって、今回みられ

たダム上流域の遺伝的多様性の喪失は隔離の影響を

受けて生じたものと結論付けられる。集団遺伝学の

理論によると、集団が完全に隔離されている場合、

遺伝子頻度の機械的変動の程度が大きくなり、多型

状態が維持される遺伝子座の数は少なくなることが

知られている 。本研究においても、ダム上流域の生

息空間サイズが小さくなるほど上流集団の遺伝的分

化がすすみ、これらの集団では遺伝子の機械的変動、

すなわち遺伝的浮動の影響を強く被っていると考え

られる。生息空間の大きさと遺伝的多様性との正の

相関関係は、多くの分類群で知られており 、これは

選択に中立な遺伝子マーカーにみられる一般的な傾

向を反映したものと考えられる。一方、遺伝子頻度

の機械的変動に加えて、サケ科魚類が持つ繁殖様式

も隔離集団の遺伝的多様性を減じている可能性があ

る。生息空間が狭い集団では、繁殖時にオスが複数

のメスを独占して産卵をおこなう傾向があり、特に

多数回産卵をおこなうイワナ属魚類の場合、順位の

高いオスは複数年にわたり極めて高い繁殖成功をお

さめる 。この場合、近親個体が交配する確率が必然

的に高まり、集団の遺伝的性質が急速に変化するこ

とが予想される 。しかし、今回の遺伝的解析からほ

とんどの集団がハーディーワインベルグの平衡に達

しており、ここでは集団内で任意交配が成立してい

るものと考えられる。今回調べた集団は隔離されて

いるが，極端な繁殖成功の偏りを促すまでには生息

空間は小さくなっていないのかもしれない。

サケ科魚類の多くは回遊性の生活史をもち、河川

と海との両方を生活の場所として利用する。比較的

高い母川回帰性をもつため、河川間の遺伝的交流は

まれであり、集団は河川毎にそれぞれ特異的な遺伝

的構造をもつとされている 。しかしながら、比較的

表３―13 各ダム上流域と下流域間の Fstおよび Rst

値

図３―21 Fst値とダム上流域の流量および隔離年数

との関係
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距離の近い見市川と人住内川の下流域間の遺伝的分

化は Fst＝0.033であり、この値は見市川下流集団と

ダム上流集団間に比べて低い。このことから分かる

ように、ダムによる集団の隔離が強い遺伝的分化を

促進させることは明白である。

隔離されてからの年数が古い集団ほど下流集団と

の遺伝的分化がおおきくなることが明らかにされ、

現存する隔離集団の遺伝的多様性は減少し続けると

予想される。とくにダムによる生息域の隔離は、集

団サイズを急激に小さくするため、元来ヘテロ接合

であった多数の有害遺伝子がホモ接合し、集団の生

存力を低下させるおそれを孕んでいる。また、遺伝

的多様性の低下は、変動する環境条件や病気に抵抗

性を示す遺伝子が維持されている可能性を減じるた

めに、集団の絶滅確率に大きな影響を与えることが

予想される。理論的な研究によると、集団の隔離が

不完全で世代あたり１個体の移入があるだけで、遺

伝的浮動による遺伝的均一化をさまたげることがで

きると予測されている 。以上のことから隔離され

た年数と生息サイズが遺伝的分化の重要な指標とな

ることが明らかである。しかし、絶滅予測（指標）

はこれだけでは困難である。

Morita and Yamamoto（unpublished）は北海道

の広い範囲にわたってダム上流部にアメマスがいる

か（採集される）、いないか（採集されない）を、地

理的条件（ダム上流部の流域面積、ダムがあるとこ

ろの傾斜、その高度、海からの距離）とダムの建設

年代との関係から調査した。これらの変数を用いて、

絶滅確率をロジスティック回帰モデル式で示した。

この結果、年代が経るに従って、また流域面積が小

さければ小さいほど、絶滅確率が上昇するとしてい

る。これは本研究で行った遺伝的分化の要因分析と

よく一致する。Morita and Yamamotoが示した回

帰式そのものが、特定の魚種を対象にした指標MI

となりえることを示唆する。

オ 今後の課題

本研究と従来の研究により、特定の魚種を対象と

したMIの策定は可能であるが、全国を網羅するよ

うなMIの策定は今後の重要な課題として残った。

水利施設の上流と下流の種多様性の違いが、重要な

指標となりうると考えられるが、有効かどうか今後

の課題である。

カ 要 約

調べた３河川いずれにおいてもダム上流部にみら

れる対立遺伝子数は下流域に比べて少なく、平均し

て50％の対立遺伝子が上流域では検出されなかっ

た。また、下流域にみられる対立遺伝子のほとんど

は上流域においても確認されたが、下流域にみられ

る出現頻度の低い対立遺伝子は上流域では消失して

いる場合が多かった。隔離に起因する遺伝的分化は、

流量と負の有意な相関をもち、隔離された年数とは

正の相関を示した。このことからこの２変数はダム

上流域の遺伝的分化に強く関わるパラメータであ

り、遺伝的分化の約90％がダム上流域の生息域サイ

ズと隔離年数で説明される。こうした結果と、従来

の研究を評価したうえで、幾つかのパラメーターを

取り入れた回帰式が水利施設影響の指標になりうる

ことを論議した。
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⑶ 周辺の農業が河川の微小生物の多様性に与える

影響の解明

ア 目 的

農業は周辺の河川へ栄養塩類等を供給するほか、

土砂や農薬の流出などにより河川環境へ影響を与え

ている。これら農業による河川の水質変化は、基礎

生産を担う付着藻類や第１次、第２次消費者である

底生動物など河川の微小な生物相に直接、間接に影

響を及ぼし、生物多様性を変化させる。本研究は、

農地周辺を流れる河川の物理化学的環境および微小

生物相の解析を通じ、農業が周辺河川の生物多様性

に及ぼす影響評価を行う。

イ 研究方法

ア 山間部の畑作農業が河川底生動物の多様性に

及ぼす影響

大規模な畑作農業が行われている長野県の千曲川

上流域において、流域で畑作が行われている４水系

（千曲川本流、高登谷沢、七森沢、埋沢）及び畑作

が行われていない４水系（不動沢、塩川支流、大月

川支流、前川）に計39カ所の調査地点を設け、環境

及び底生動物の調査を行った。生活雑排水など畑作

以外の人間活動の影響を極力除外するため、調査地

点は集落のある地点より上流に定めた。環境調査項

目は川幅、カバー、河床構造、水温、㏗、透視度、

電気伝導度、流量、流速、BOD、全硬度、アルカリ

度、栄養塩（アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝

酸態窒素、全燐）濃度、強熱減量及び付着藻類のク

ロロフィル a量である。底生動物は25×25㎝のサー

バーネットを用いて各定点につき４回採集し、10％

ホルマリンで固定した後、種（分類群）組成を調べ

た。求めた種組成から、多様度指数（森下のβ指数）、

および腐水性種（貧腐水性に分類される種以外の

α、β中腐水性及び強腐水性種）出現頻度を算出し

た。この際、分類群の汚濁耐性の類別が困難な試料

については環境庁の科による分類を基準として、ポ

イントが８以上の科に属するものを貧腐水性種、７

以下のものを腐水性種とした。底生動物群集に対す

る９環境要因（標高、電気伝導度、遮光率、濁度、

流量、河床構造、強熱減量、付着藻類のクロロフィ

ル a量、畑面積比（各地点より上流における畑作面

積の流域面積に対する比率））の関与をステップワイ

ズ回帰分析（増加法）により解析した。ここで、河

床構造は定点付近10ⅿ区間における河床面積に対す

る砂質（径数㎜以下）底面積の割合とした。

イ 農業が河川中流域の底生動物の多様性に及ぼ

す影響

農業が底生動物の多様性に及ぼす一般的な影響を

解析するため、田圃や市街地等を含む様々な人間活

動のある河川中流部を調査対象とした。長野県上田

市周辺の小県郡及び北佐久郡の千曲川支流（産川、

神川、依田川、鹿曲川）４河川にそれぞれ５地点、

計20地点を選定し、ア同様の項目を調査、解析した。

なお、田畑等農地面積の算出には環境庁国立環境研

究所環境情報センターの自然環境保全総合データベ

ース、PGREEN（ver.3.1）を使用した。

ウ 結 果

ア 山間部の畑作農業が河川底生動物の多様性に

及ぼす影響

平成８～９年度における予備調査（流域に畑作地

を含む千曲川本流、高登谷沢、七森沢の３水系に20

定点を設置）において、畑作農業は周辺河川の水質

に大きく影響を及ぼし、特に栄養塩を負荷する作用
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をもつことが明らかとなった。すなわち、各定点に

おける畑面積比とアンモニア態窒素、硝酸態窒素お

よび全燐など栄養塩との相関は極めて高く（アンモ

ニア態窒素：r＝0.456，p＜0.05；硝酸態窒素：r＝

0.742，p＜0.01；全燐：r＝0.796，p＜0.01）、畑面

積比が増すほど栄養塩濃度が高くなった。これに伴

い硬度、アルカリ度、電気伝導度、濁度など他の水

質関連項目の値も上昇した。

流域に畑地の無い４水系について底生動物の出現

種類数、個体数、湿重量、および多様度がどのよう

な物理・化学的環境要因によって決定されるかを解

析したところ、出現種類数、個体数および湿重量は

付着藻類の豊富さ（クロロフィル a量）と強い相関

を示した（種数：r＝0.775，p＜0.001；個体数：r＝

0.788，p＜0.001；湿重量：r＝0.856，p＜0.001）。

また、多様度は標高が下がるほど高く、電気伝導度

が負に、強熱減量が正に作用した（ステップワイズ

回帰：R＝0.795，total F＝15.486，P＝0.0002）。

一方、流域に畑作地を有する水系においては、出現

種類数および多様度は畑からの排水の影響がある地

点より下流の定点において減少した。特に種々のカ

ワゲラ類などの貧腐水性種の生息が見られなくな

り、替わって腐水性種の出現頻度が増加した。８水

系全体の定点において、出現種類数、個体数、多様

度および腐水性種出現頻度に影響する環境要因につ

いてステップワイズ回帰分析により解析した結果を

表３―14～17に示す。出現種類数と多様度は畑面積

比が増すほど低下し、個体数と腐水性種出現頻度は

畑面積比が増すほど増加するなど、いずれも畑面積

比に主要な影響を受けていた。底生動物湿重量

（Biomass）、強熱減量および付着藻類のクロロフィ

ル a量は今回採用したいずれの環境要因とも関連

が少なかった。

イ 農業が河川中流域の底生動物の多様性に及ぼ

す影響

農地面積比（各定点より上流における農地面積の

流域面積に対する比率）は河川水の全隣濃度と高い

相関を示し（r＝0.742，p＜0.001）、流域に占める農

地面積が増すほど全隣濃度が高かった。しかし、農

地面積比は他の水質関連項目との相関は低かった。

人口密度は COD、電気伝導度および全隣濃度と高い

相関を示した（COD：r＝0.656，p＜0.01；電気伝導

度：r＝0.615，p＜0.01；全隣：r＝0.576，p＜0.05）。

底生動物の出現種類数は人口密度と負の相関が高

く、流域の人口密度が高いほど出現種が減少した（表

表３―14 出現種類数と各種環境要因間の相関係数

（r）およびステップワイズ回帰分析結果

表３―15 個体数と各種環境要因間の相関係数（r）お

よびステップワイズ回帰分析結果

表３―16 多様度指数と各種環境要因間の相関係数

（r）およびステップワイズ回帰分析結果

表３―17 腐水性種出現率と各種環境要因間の相関係

数（r）およびステップワイズ回帰分析結果
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３―18）。多様度指数は農地面積に主要な影響を受け

（図３―22、３―23）、流域の農地面積が増すほど多

様度は低下した（表３―19）が、全隣、人口密度な

ど他の要因との相関も高かった（全隣：r＝-0.558，

p＜0.05；人口密度：r＝-0.509，p＜0.05）。腐水性

種の出現頻度は、主に人口密度と全隣濃度に依存し

て増加した（人口密度：r＝0.751、p＜0.01；全隣：

r＝0.772、p＜0.01；ステップワイズ回帰：R＝

0.737、total F＝23.772、P＜0.0001）。Biomassと

の相関を示す環境要因は解析対象とした要因の中に

見いだせなかった。

エ 考 察

本研究から、農業以外の人為的インパクトがほと

んどない流域では、河川底生動物群集は畑作農業に

強い影響を受けることが示された。すなわち、農業

排水が河川に流入する地点より下流において、底生

動物の出現種類数および多様度は貧腐水性種の減少

により顕著に低下することが明らかとなった。これ

は、農業による河川への栄養塩類の負荷が主要な要

因と考えられる。

農業以外の人間活動の盛んな河川中流域において

は、底生動物の出現は流域における農地面積比と人

口密度との関連が深く、出現種類数および多様度の

低下はそれぞれ人口密度および流域に占める農地面

積の増加で説明された。そこで、底生動物の多様度

とこれらとの関係を重回帰式で示すと次のように表

わすことができる。これらの式を農業が河川底生動

物の多様性に与える影響指標（MI）として提案する。

農地を田圃、畑および果樹園に分けた場合

Y＝10.971－11.332X－8.440X－1.712X

－0.005X (R＝0.543,P＝0.014)

（Y：多様度、X ：田圃面積比、X ：畑面積比、

X：果樹園面積比、X ：人口密度）

農地を分けない場合

Y＝10.348-10.157X－0.005X

（R＝0.495,P＝0.003）

（Y：多様度、X ：農地面積比、X ：人口密度）

オ 今後の課題

本研究で得られた結果は、長野県内の千曲川水系

の調査地点に関するものであり、気候等が大きく異

なる地域、河川勾配の異なる下流域あるいは人口密

度の高い都市河川においてはさらに確認の調査が必

要である。また、底生動物は魚の餌として重要であ

り、魚資源の多い河川においては、魚による摂食圧

の影響も考慮する必要があろう。

カ 要 約

農業以外の人間活動のない山間部および人間活動

表３―18 出現種類数と各種環境要因間の相関係数

（r）およびステップワイズ回帰分析結果

図３―22 多様度指数と田圃面積比との相関

図３―23 多様度指数と農地面積比との相関

表３―19 多様度指数と各種環境要因間の相関係数

（r）およびステップワイズ回帰分析結果
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の盛んな河川中流域において、農地周辺を流れる河

川の物理化学的環境および微小生物相を調査し、農

業活動の水生生物多様性に及ぼす影響について解析

した。山間部の渓流河川では、農業（畑作）は底生

動物群集に強く影響し、貧腐水性種の消失をもたら

すことにより出現種類数および多様度を低下させ

た。中流域においては、底生動物群集は流域におけ

る農地面積比と人口密度に影響を受け、これらの増

加が種の出現と多様度を低下させた。

キ 文 献

なし

（伊藤文成・山口元吉・村上眞裕美・西村定一）

⑷ 農業が水生生物の多様性に与える影響に関わる

MIの策定

ア 目 的

河川生息の魚類と農業用水路生息の魚類がどのよ

うな関係があるか、上流と下流で異なる農業用水路

が魚類の生息にどう関連しているかを、流域レベル、

水路システムレベル、水路システムの局所的な場の

レベルと三段階のレベルで現地調査により把握す

る。すなわち、自然河川との接続部である頭首工か

ら用水路、水田、排水路と連結する水路システムが

水生生物の多様性に与える影響を解明し、そのMI

を検討する。

イ 研究方法

調査は熊本県緑川流域を対象とした。建設省が実

施した河川水辺の国勢調査を利用し、緑川上下流で

の生息魚類の特性を把握した。河川と農業用水路の

魚類の関連性を解明するため、河川水辺の魚類調査

地点の付近から取水している農業用水路として通潤

用水、丹生宮地区用水の二地区を選定した。通潤用

水は上流の農業用水路、丹生宮地区は下流の農業用

水路を代表する。両地区の農業用水路の水利形態、

水路の特性を調査し、次に魚類が目視により確認さ

れた地点についてタモ網等を用いて生息を調査し

た。

ウ 研究結果

水生生物に対する農業用水路の機能を、①えさ場、

②産卵場、③洪水時の避難場、④自然河川と水田の

移動路（コリドー）として整理した。次に、水路シ

ステムが生物多様性与える影響を評価する場合のベ

ースラインを1960年とした。さらに、魚類生息環境

を調査する場合の空間単位として流域レベル、水路

システムレベル、水路システムの各構成要素の三段

階を設定した。

ア 流域レベル

自然河川である緑川では上流域になると魚種数が

13種から７種へ、水路システム内生息魚種も下流か

ら上流では７種から５種へ減少している。水路シス

テム内に生息する魚種の多くは自然河川にも生息し

ている。しかし、メダカ、カダヤシ、ドジョウは水

路システムのみで確認された（表３―20）。また、同

一種で体長を比較すると、水路システムに生息する

魚種の体長は自然河川に生息する魚種の体長と比較

して小さくなっている。

イ 水路システムレベル

水路システムの魚類生息環境としての機能を調査

表３―20 自然河川生息魚種と水路システム生息魚種の比較
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するために魚類生息環境機能評価図を作成した（図

３―24）。評価項目を①ネットワークの分断、②ハビ

タットの存在、③水域の年変動（通水〔かんがい期〕－

非通水〔非かんがい期〕）とした。

丹生宮地区農業用水路は、標高約4.5ⅿ、河口から

11.4㎞に位置する丹生宮堰から用水を取水している

低平地の農業用水路である。受益面積は1,823 、取

水量は5.56㎥/sであり、用水路の水面が圃場標高よ

り低いため幹線水路内で各支線へポンプアップする

水利形態である。

丹生宮地区水路生息の魚種を表３―21に示す。ネ

ットワークの分断に着目すると、ポンプによりネッ

トワークが分断された st5には魚類が生息していな

い。また st4にはカダヤシとカマツカの稚魚しか生

息していなかった。河川とのネットワークが分断さ

れている地点には魚種が生息していない、もしくは

制限されることがわかる。

上流の水路システムの通潤用水は河口から約50

㎢、標高約200ⅿの地点に位置している。通潤用水は

緑川の支流である笹原川より、用水を取水しており、

上井手と下井手と二本の幹線水路より水路システム

は構成されている。取水量は0.18㎥/sで、受益面積

は約100 である。

丹生宮地区水路と同様にネットワークの分断に着

目して、上段の水路と下段の水路を比較すると、下

段の水路のほうに多くの魚種が生息していることが

わかる。上段の水路には取水工の下流直後の落差に

起因するネットワーク分断があり、生息魚種が減少

している（図３―25、表３―22）。

ウ 水路システム構成レベル

最小の評価単位として水路システムの局所的な場

の評価を行った。評価項目を①水路の形状（水路幅、

施工法）、②水理量（水深、流速）、③水質（EC、水

温）とした。上段水路の st1～4のように水路システ

図３―24 丹生宮地区水路の機能評価図

表３―21 丹生宮地区水路生息の魚種

表３―22 通潤用水路の生息魚種

図３―25 通潤用水路の機能評価図
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ムのネットワークの分断状況が同じ区間で、かつ、

水路の形状、水質、水深が同じ区間でも、流速によ

り生息状況が異なっている（表３―23、図３―26）。

エ 考 察

水路システムに生息する魚種と自然河川生息魚種

は関連を持ちながら、生息魚種と魚体長で異なる特

性を持っている。両者が補完し魚類の多様性に寄与

してきたことが予測される。上流域では主として落

差が、下流域では主としてポンプがネットワークの

分断要因となっている。上、下流とも自然河川とネ

ットワークが形成されている地点と比較して生息魚

種数が減少している。ネットワークの分断としては

等質な区間で局所的な場の評価を行うと、流速（巡

航速度：魚体長（BL）3BL/s）が生息環境を決定す

る指標となっている。

以上の知見よりMI策定の式を考案した。台地等

の水源の乏しい地域では、農業の近代化以前は水路

システムの存在は生物多様性を増加させてきたと予

測される。多様性と直接関連する水域は、水路面積

であり、これを指標とすることができる。すなわち、

水田農業を営み新たな水域（水路システム）を形成

することにより生物多様性を維持させてきたと考え

られる。

しかし、農業の近代化以降、水路施設によるネッ

トワークの分断、水路のコンクリートライニング、

直線化による流速の増加は負の影響を与えていると

予測される。その関係は以下のように整理されると

考えられる。

B＝αP1（t）－β（C、V）P2（t）

B：生物多様性、α：水田面積を水路面積に変換

し多様性を評価する係数、P1：農業の近代化以前の

年代を変数とする水田面積、t：年代、β：ネットワ

ークの分断（C）、流速を変数とする係数（V）、P2：

農業の近代化以降に整備された水田面積

オ 今後の課題

本調査では、緑川流域のみを対象にしたものであ

ることから、古来より自然湿地帯の多い流域等の他

流域の調査、評価の検討も必要である。

カ 要 約

水路システムに生息する魚種は、流域の地形条件

により決定され、河川と水路システムに生息する魚

種は関連があり、両者は補完して生物多様性の維持

に寄与してきたと推察される。水路システムの魚類

生息環境を調査・評価する場合、１つの系としてと

らえ、さらに小さな生息ユニットを調査する方法が

有効である。水路システムの系として評価する場合、

自然河川とのネットワークの分断が、水路を各構成

要素ごとに評価する場合は、流速が重要な因子とな

る。MIとしては、水路面積と関連する水田面積とこ

れを補正するパラメータにより多様性を時系列的に

評価する必要がある。

キ 文 献

１)島武男・田中良和・中達雄（2000），魚類生態環

境としての農業用水路の機能調査，応用水理研究

部会講演集：45～52

２)島武男・田中良和・中達雄（2001），農業用水路

に生息する魚種と生息環境の調査，平成13年度農

業土木学会講演要旨集：782～783

（島 武男、田中良和、中 達雄）

３．ランドスケープパターンと生物多様性の関

係

⑴ 平地農村において絶滅に瀕する生物の多様性と

ランドスケープパターンの関連解析・評価

ア 目 的

絶滅の恐れがあるとされる野生生物には、農村環

境に生息する種が多く含まれており、しかも伝統的

な農業活動が行われなくなった場所で、こうした種

の衰退が生じている場合が多い。このことは、日本

農業の衰退により、多くの野生生物が絶滅する可能

表３―23 通潤用水路の評価項目

図３―26 通潤用水上部幹線調査地点の流速
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性があることを示している。本研究では、現在衰退

しつつある日本の野生生物について、その生息場所

と農村環境との関連性を解析し、農業が生物相保全

に果たすプラス効果の可能性を明らかにし、これを

基にしたランドスケープパターンの評価法を開発

し、平地農村において絶滅に瀕する生物を対象に、

農業を放棄したときの生息地の変化をランドスケー

プパターンの解析を通して量的に把握する手法

（MI）を検討する。

イ 研究方法

生息地と土地利用の関係を全国レベルで推計する

ためには、現存植生図（環境庁）、国土数値情報の３

次メッシュデータおよびレッドデータブックの記載

事項等と明治期の歴史地図を利用した。まず、平地

農村において絶滅に瀕する動植物の生息環境をもと

に、ランドスケープパターン解析の基礎となるハビ

タートタイプを類型・整理し、これらを内包する土

地利用（相観植生）を検討した。また、水田は水生

生物の潜在的生息地になりうるので、全国の潜在的

な湿地面積に占める水田面積の割合を推測した。さ

らに、レッドデータブックに記載された鳥類のうち、

平地農村を生息域とする種を対象に、生息地面積を

該当種の生息域（県単位）ごとに計算した。農業を

放棄した時に生ずる植生の変化を推定し、これらの

値から I値（農業放棄後の生息地面積/農業放棄前の

生息地面積）を計算した。最後に、明治初期に測量

された迅速測図に基づく日本の農業環境の歴史的変

化の基準時点（ベースライン）を検討した。

ウ 結 果

ア 農業環境の生物多様性

レッドデータブックに記載されている絶滅危惧種

101種について、１）原生自然または農村環境のどち

らでも生息可能な種（43種）、２）原生自然と農村環

境の両方を必要とする種（12種）、３）農村環境での

み生息可能な種（46種）に分類した。

植生が内包するハビタート：ハビタートタイプを

含む土地利用の面積を全国レベルで推計するため、

現存植生図（環境庁）における「集約コード」およ

び「群落コード」を、群落の成立立地および遷移段

階によって整理し、それぞれの分布面積を算出した。

そして、同様の方法で抽出した植物の場合と併せて、

ハビタートタイプを以下の30種類（Ｈ１～Ｈ30）に

集約した。

すなわち、Ｈ１：大径木が分布する林分（樹上着

生、樹洞、朽木）、Ｈ２：暗い林、暗い林床、Ｈ３：

林縁・林冠、Ｈ４：明るい林（春先の陽光）、Ｈ５：

明るい林（疎林）、Ｈ６：明るい林床（＋やぶ）、Ｈ

７：潅木林、Ｈ８：やや日当たりのよい草原、Ｈ９：

日当たりのよい草原、Ｈ10：オープンラント、Ｈ11：

渓谷林（＋急流、岩上）、Ｈ12：湿生林、Ｈ13：抽水

植物群落・水生植物、Ｈ14：浅い水面、Ｈ15：やや

深い水面、Ｈ16：流れのある水路、Ｈ17：細流、Ｈ

18：流水、Ｈ19：湧水、Ｈ20：定期的な（季節的な）

冠水域、Ｈ21：不定期な冠水域（河原等）、Ｈ22：汽

水域、Ｈ23：日当たりのよい湿地、Ｈ24：日当たり

のよい小湿地、Ｈ25：貧栄養の湿地、Ｈ26：ミズゴ

ケの湿地、Ｈ27：荒廃地植生（石灰岩地帯、蛇紋岩

地帯、火山、砂丘）、Ｈ28：崖地、急斜面、Ｈ29：海

岸林、Ｈ30：海岸草原。以上のハビタートタイプは、

それぞれ表1に示したような相観植生域に分布する

と考えられる（NHは原生自然のハビタート）。

一方、現存植生図（環境庁）を用いて、上に示し

たハビタートを含む土地利用（相観植生）の分布量

を日本全国レベルで算出した。群落の成立立地およ

び遷移段階等によって整理された59種類の相観植

生、その面積およびそれぞれが内包するハビタート

タイプを示した（表３―24）。

イ 水田と潜在的湿地面積

水田は水生生物の潜在的生息地になりうるので、

全国の潜在的な湿地面積に占める水田面積の割合を

国土数値情報の３次メッシュデータをもとに推測し

た。すなわち、日本全国の地質特性を調べ、湿性土

壌が分布する地域を潜在的自然湿地と定義し、現存

の水田が潜在的自然湿地とどの程度対応するかを明

らかにした。また、水田面積と潜在的自然湿地面積

の合計を総潜在的湿地面積と定義し、現存の水田が

潜在的な湿地の総面積とどのように対応するかを明

らかにした。具体的には、自然湿地メッシュの抽出

には国土数値情報の３次メッシュデータ土壌ファイ

ルを使って、山地以外の地域でグライ反応を呈する

土層を有する湿性土壌が分布する地域を潜在的自然

低湿地として定義し、該当メッシュを抽出した。水

田メッシュの抽出には現存植生図の３次メッシュデ

ータに記載されている植生タイプを60にタイプ分け

した相観植生タイプから水田・水田雑草群落（用水・

畦を含む）メッシュを抽出した。
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解析ではデータベース内で現存植生図メッシュと

湿地メッシュを重ね合わせ、水田・水田雑草群落メ

ッシュに対応する湿地メッシュ数を計算した。その

結果、水田は自然湿地の高い割合を占有しているこ

とがわかった。全国の潜在的自然湿地メッシュの約

50.1％を水田が占有していた（図３―27）。また、本

来は湿地ではない地域に造成された乾田は水田面積

の約69％であった。よって、乾田も含む総潜在的湿

地面積の約78.2％は水田であった（図３―28）。すな

わち、水田は造成されたことにより潜在的湿地とな

るので、総湿地面積を拡大する効果も持ちうること

がわかった。

ウ 鳥類の潜在的生息地

レッドデータブックに記載された鳥類のうち平地

に生息する種を対象に、潜在的な生息地が農業の放

棄後に自然遷移した場合、どのように増減するかを

３次メッシュで推計し、これらの値から I値（農業放

棄後の生息地面積/農業放棄前の生息地面積）を計算

した。なお、標高300メートル以下のメッシュを平地

と定義した。

レッドデータブックに記載された鳥類119種のう

ち、現在野外には生息しない種、島喚に棲む種、山

岳に棲む種および迷鳥などを除いた種を平地農村を

生息域にする種とすると、その数は50種であった。

現在の水田は放棄後に森林に変化すると仮定した場

合、森林を利用するミゾゴイ、オシドリ、オジロワ

シ、シマフクロウ、ブッポウソウ、ヤイロチョウの

７種にとって、農業放棄は森林の面積を増加させる

表３―24

図３―28 潜在的湿地面積に占める水田の割合

図３―27 潜在的自然湿地面積に占める水田の割合
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ことから生息地を増加させるため I値は増加する。

50種の鳥類のうち、湿地を利用する種が36種で最も

多く、そのうち20種は水田を生息地として利用して

いると思われる。これらの種にとって農業放棄は、

水田を放棄すると森林に遷移する地域が多いので、

生息地を大幅に減少させ、I値は減少する。

エ 環境変化のベースライン

OECD等では農業環境における歴史的変化を計

測するための基準時点（ベースライン）を産業革命

前に設定することが提案されている。この基準を日

本に当てはめる方法として、明治初期に作図された

迅速測図を GISに入力し、林地、草地および水田の

配置を分析した。関東平野の台地上では広大な林

地・草地が維持されていたが、その割合は南茨城63

％（図３―29)、南埼玉29％、東京都練馬８％と、

都市に近づくにつれ減少する傾向が見られた。特に、

東京近郊の低地は殆どが水田であったので、湿生鳥

類が生息していた可能性が高い。実際に、研究対象

の24種の湿生鳥類の内、最低でも６種、サンコノゴ

イ、ヘラサギ、マガン、ヒシクイ、タンチョウ、マ

ナヅル、トキは迅速測図の作成とだいたい同時期に

C. M’Veighの観察により隅田川と中川の周辺で確

認されていた 。

エ 考 察

日本のレッドデータブックに記載されている絶滅

危惧種の多くにとって、農業によって提供される二

次的な環境が必要であることが推測できた。各相観

植生タイプは生物多様性の維持に必要な様々なハビ

タートタイプを内包しているが、「農村集落」、「採草

地」、「水田・水田雑草群落」等、農業環境における

相観植生タイプも多くのハビタートタイプを内包し

ていると考えられる。

また、水田が湿地特有の幾つかのハビタットタイ

プを提供し、レッドデータブックに記載されている

湿生鳥類にとって、水田面積の変化は潜在的生息地

の面積を大きく左右することが分かった。湿地を利

用する鳥類は現在の水田を放棄すると森林に遷移す

る地域が多いので、これらの種の生息地は大幅に減

少し、I値は減少した。森林を利用する種は農業放棄

が森林の面積を増加させることから I値は増加し

図３―29
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た。平地では水田の多くは湿田なので、これら水田

は放棄後でも洪水等の適性な水利管理によって自然

湿地として機能する可能性を残こすことが考えられ

る。対象種の多くは湿生鳥類なので、水田および湿

地の管理は平地の鳥類の多様性に強く影響すると推

測できる。

伝統的な農業は水田、林地、草地など、生物の生

息地となる様々な地目を農業活動の一環として維

持・管理してきた。よって、歴史的には平地農村地

帯は生物多様性の維持に寄与してきたと考えられ

る。しかし、農業環境における歴史的変化のベース

ラインを明治初期に設定した場合、平地農村環境で

は林地・草地は著しく減少し、水田も必ずしも連続

した水系として機能していない場合が多いかもしれ

ない。

オ 今後の課題

農業放棄後の植生の遷移および他の土地利用への

転用をより正確にモデル化する必要がある。また、

各生物種の分布は本研究では県単位で推定したが、

これらの種の分布域もより精密に把握し、モデルに

組み込まなければならない。

カ 要 約

平地農村において絶滅に瀕する生物を対象に、農

業を放棄したときの潜在的生息地の変化をランドス

ケープパターンの解析を通して量的に把握する手法

（MI）を確立する目的で、現存植生図（環境庁）な

らびに国土数値情報、レッドデータブックの記載事

項、および迅速測図等を解析した。農業環境は多く

のハビタートタイプを提供しうるが、農業の変化と

衰退によって、平地農村における生物の生息地は著

しく変化してきた。歴史的には平地の林地と草地が

減少したと推測できる。また、水田が日本の湿地生

態系において現在でも極めて重要な位置を占めてい

ることが裏付けられた。平地農村では水田の多くが

本来は比較的乾燥した乾田なので、植生が自然に遷

移した場合、なんらかの森林植生に遷移してしまう

と推測できる。よって、水田の面積および管理は日

本の湿地生態系における生物の生息地の指標として

利用できることが明らかになりつつある。
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（デイビット・スプレイグ）

⑵ 森林ランドスケープにおける生物多様性の解

析・評価（セキュリティパターンモデルの森林生

物相への応用）

ア 目 的

林業と生物多様性との関わりを解明し、多様性の

保全策を検討するためには、対象となる生物群集と

生息環境との間の関係をランドスケープレベルで解

析する必要がある。本課題は奄美大島などにおける

鳥獣種の生息状況データを用いて、ランドスケープ

と生息頻度との関係を明らかにすること及び生物多

様性の評価手法を開発することを目的とする。この

ため、鳥類種についての生息頻度の指標と生息環境

との間の関係を解析した。また、分布範囲と系統分

類学的な特異性から見た希少性を考慮に入れた生物

多様性の評価を試みた。

さらに、奄美大島では森林伐採や林道開設等によ

って、高齢級天然林が比較的一様に被うランドスケ

ープから若齢林が卓越するモザイク状の構造へと急

速に変化してきた。このことは、多くの固有種の生

存に大きな影響を与えた可能性があるが、現存する

野外調査データが限られているうえ、生息環境の自

然的変動は予測不能でもある。従って、種絶滅のリ

スク評価は．限られたデータを最大限有効に使った

確率モデルを用いるのが実際的である。その際、種

個体群は、多様なランドスケープの中で相互関係を

持つ複数の地域個体群（メタポピュレーション）と

して取り扱う必要がある。そこで、比較的データが

豊富なアマミノクロウサギを対象に、ランドスケー

プ変化の影響について、シミュレーションモデルを

用いて絶滅のリスクを推定した。

イ 研究方法

ア 林業との関わりの中で奄美大島の森林ランド

スケープがどのように変遷したかについて、森林簿、

林業統計資料及び航空写真を用いて解析した。

イ 奄美大島の森林における定点観察による鳥類

調査結果をもとに、希少種の生息頻度と調査域のラ

ンドスケープ要素との関係を回帰分析した。
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ウ 種の分布域に関する資料等を併用して、奄美

大島、兵庫県、つくばにおける鳥類相についてのセ

ンサスデータをもとに、生物多様性を表すいくつか

の指標を考案した。さらに、専門家に対するアンケ

ート調査の結果を用いて総合的な指標を作成した。

エ 奄美大島の森林管理方針について、現状に照

らし合わせて、３つのシナリオ、すなわち⒜1990年

時点と変化なし、⒝保護区（禁伐）以外は全て短伐

期施業（40年間で達成）、⒞全て長伐期施業（100年

伐期）を設定し、それぞれのシナリオ下でのアマミ

ノクロウサギの絶滅確率を以下の手順で推定し

た。

まず、生息域を34の区域に分け、壮齢林と若齢林

の面積比、隣接する個体群の生息密度、隣接する居

住区の人口密度と距離、道路の密度と個体群の生息

密度との相関関係をもとに環境収容力を推定した。

また、既存のデータ等から個体群の構造や繁殖力を

推定し、隣接する個体群の生息密度との相関関係、

境界線長、分断の程度から移動率を表す指数を算出

した。齢組成と生存率は野外で観察された糞の大き

さの度数分布から推定した。さらに、ストカスティ

ックな要因として台風襲来の確率を調べ、モデルに

組み、生息するアマミノクロウサギを10の個体群に

まとめ、それぞれの生息域における環境収容力を各

シナリオごとに設定した。なお、生存率、産仔数、

環境収容力については、分散を適宜設定して、正規

度数分布からランダムに選択されるように設定し

た。

次に、米国で開発されたモデル（RAMAS/

metapop）に単一個体群のモデルを組み込み、森林

管理に関わる３つのシナリオそれぞれの下で、大災

害による生存率の低下、移入動物マングースの分布

および個体数増加による捕食圧の上昇を含む、４つ

のケース（インパクト）を設定し、100年間にわたる

シミュレーションを100回（確率が低い場合は500回）

繰り返し行うことによって絶滅の確率を計算した。

また、移動が全くない場合の各個体群の動態も比較

検証した。最後に、シナリオ間の結果を比較するこ

とによって、各要因の影響を比較し、保護のための

政策を評価した。

ウ 結 果

ア 奄美大島で確認された鳥類種で、特に分布域

が限られている希少種のうち、５種について観察数

とランドスケープとの関係を重回帰分析した。その

結果、希少種にとって壮齢林が重要であることを示

唆する以下の回帰式が得られた。

アカヒゲ：N＝0.022t－0.55B ＋0.22S(5－S)＋

0.61（R＝0.52、P＜0.01）

オーストンオオアカゲラ：N＝0.0044t＋0.087m－

0.12N ＋0.002（R＝0.56、P＜0.01）

ズアカアオバト：N＝0.0011A /M －0.011p＋

0.058S(5－S)＋0.26（R＝0.42、P＜0.01）

ルリカケス：N＝0.50lnt－1.8B －0.0012A －

0.86（R＝0.24、P＜0.05）

カラスバト：N＝－0.18t＋0.21S(5－S)－0.46

M ＋1.97（R＝0.50、P＜0.01）

ここで、N：確認個体数（羽/プロット/回）、t：林齢

（年）、Am：壮齢林面積（ ）、Mc：壮齢林の中心

からの距離（㎞）、B ：壮齢林と若齢林の境界から

の距離（㎞）、m：壮齢林率（％）、p：人工林率（％）、

S：沢までの距離（100ⅿ）、N ：ハシブトガラス観察

数（羽/プロット/回）

イ 兵庫県の65地区において行われたルートセン

サス結果から、森林が卓越する区域を選択し、繁殖

期鳥類の種数および生息環境などをまとめた。各ル

ート（３～４㎞）の平均観察種数は24.8であったが、

ミズナラ、シデ、ブナ等が優先する奥地天然林を主

体とする氷ノ山、麓から山頂付近まで多様な生態系

からなるランドスケープをカバーした摩耶山などで

とくに種数が多かった。また、水田、畑、森林が混

在するつくば（調査域を含む３市町では、林野率が

20％弱、人工林率が70％強）で行った繁殖期鳥類の

ルートセンサス（12㎞）の結果を奄美大島（林野率

85％、人工林率19％）と比較すると、種数はつくば

の方が多かった（表３―25）が、全て分布域の広い

普通種である点で対照的であった。

ウ 生物多様性は単純に多様性を構成する種に対

する評価の和で表現することができる。この際、分

布域が限られた希少種の価値は分布域の広い普通種

よりも高く、１属１種などのように系統学的により

特異なものとそうでないものとは同等にみなすべき

でないという考えが海外では一般的になりつつあ

る 。そこで、分布域と系統学的希少性を基準に入れ

た評価を行い、地域別の比較を行ってみた。そのた

めに、鳥類繁殖地図調査 による種の分布範囲（日本

全国が4,730のメッシュに区切られ、それぞれの種に
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ついて観察記録のあるメッシュ数が示されている）

をもとに、分布域が狭い種の評価が高くなるような

指標を作成した。ただし、奄美大島での記録は断片

的なので、その後の調査記録等を用いて補完した。

その結果、最高はホオジロの2,806、最低はオオトラ

ツグミの15であった。また、系統学的希少価値につ

いては、FaithとMayによる手法 をもとにした。

考案した価値指標は以下の５通り（①～⑤）である。

・分布域の大きさによる評価（分布域が小さいほど

評価値が大きい）

⒜ 逆数を取る：分布域が特に小さい種を重視し

た評価（図３―30）

①指標：A1＝Σ(D/c)/10

Dは全国のメッシュ数、cは種 iの分布域の大き

さ（生息確認メッシュ数）

②指標： A1＝Σ (D/c）とする。cが特に小

さい値を取ると、D/cはかなり大きくなる。その影

響を小さくするために平方根を用いた 。

③指標：A2＝Σ(R/c）/10

Rは任意に区分した地方のメッシュ数（地方は、

九州・沖縄、関東、兵庫周辺（岡山、鳥取、香川、

大阪、京都、滋賀）に分けた）

④分布域の大きさに応じて線形的に変化する指

標

B＝Σ(D－c)/(D－1)

感度は小さく、全国と地方で評価値に差がないの

で、D（全国）のみとする。

・系統学的特異性による評価

⑤下記の例（図３―31）では、１属３種に比べて、

１属１種は4.5倍、１科１種は６倍の評価値となる。

実際に評価値が比較的高い種はキジ、オナガ、オオ

ルリ（１属１種：評点３）、コジュケイ、イカル（１

属２種：同１）などで、評価が比較的低い種はコノ

ハズク、メボソムシクイ、センダイムシクイ、エゾ

ムシクイ（１属46種：0.043）、ツミ、ハイタカ、オ

オタカ（１属49種：0.039）などであった。

以上の評価法で計算した結果を５地域で比較した

表３―25 鳥類相にもとづく生物多様性評価値の比較

図３―30 生息分布域（国内）の大きさと評価値の関

係（評価値＝全国の総グリッド数/（国内に

おける生息分布域＊10））

図３―31 系統的評価値の算出例
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（表３―25）である。全国レベルでの希少性を重視

すると奄美大島の評価値が高く、地方レベルでの希

少性を重視すると氷ノ山の評価値が高くなる。摩耶

山とつくば近郊は観察された種のほとんどが広域に

分布する種であったので、種数に比べて評価値が低

い値を示した。また、評価順位を比べると、Bは種

数の順位とほぼ同一で、A1とA2は類似している。カ

ラスバトやクロジは、国内での分布域が狭い（評価

値はそれぞれ17、4.3）が系統学的希少価値は小さく

（0.04、0.05）、オオルリやキジは、分布域が広い

（0.3、0.5）が系統学的希少価値は高い（ともに３）。

このため、系統的評価はA1とA2の評価の高い奄美

大島と氷ノ山で低く、摩耶山とつくば近郊で高かっ

た。

このように評価値の計算に際し、様々なスケール

と異なるパラメータをとることが可能であり、どれ

を取るのが適当なのかは主観的判断に頼らざるをえ

ない。そこで、どのスケールが適当と思われるか、

専門家10名に１対比較で評価してもらい、一対比較

評価法を用いてウェイトを計算し、総合的な評価値

を算出した（図３―32）。総合評価値を計算するにあ

たって、A1から Tの各数値を標準化し、さらに、評

価値を比較しやすいように（マイナス値をとらない

ように）標準化した値に１を加えた。その結果、希

少種が多い奄美大島と観察種数及び地方レベルの希

少種が多い氷ノ山の評価がとくに高かった（表３―

25）。

エ 道路等による隔離と水系を境界基準に生息域

を286の区域に分け、各区域におけるアマミノクロウ

サギの生息密度を以下の式から推定した（杉村、

1997)。

D＝f(x)/N/I

ここで、f(x）：一定の期間に観察された糞密度（個/

㎢）、x：ルート上で観察された糞の総数（個/㎞）、

N：１日の脱糞数、I：調査間隔（日）

さらに、生息域を34の区域にまとめ、生息密度 D

（頭/ ）とランドスケープ要素との関係を重回帰分

析した結果、以下のような関係式が得られた。

ln D＝0.27ln M＋0.26ln N－0.28ln P－0.30ln
 

R＋ln2.6

ここで、M：壮齢林率（若齢林と伐採跡に対する

面積比）、N：隣接区域の生息密度（頭数/㎢）、P：

隣接市街地からの人口距離（千人/距離㎞）、R：区域

内と周辺の道路密度（距離㎞＊道幅ⅿ/面積㎞)。

これらのうち、相関がとくに高いのは壮齢林率と

隣接区域の生息密度であった。市街地からの人口/距

離は、捕食者が人口の多い区域に多い傾向があるこ

との影響を示唆している。ただし、植生区分と生息

頻度の間にははっきりした関係は見られなかった。

道路密度は隔離の程度を表すと考えられる。次に、

この関係式を用いて34の区域における環境収容力を

推定したうえで、必要なパラメータや環境条件を決

め、個体群の絶滅確率の推定を試みた。

ここで、定数項の上限（信頼限界95％値＝3.5）、

ほかは各変数の平均値を用い、最大値を環境収容力

に相当すると仮定すると59頭/㎢となった。これは、

観察された最大値36頭/㎢よりもかなり大きく、環境

収容力としての必要条件を満たす。そこで、各区域

の環境収容力は定数項の上限値と各区域の環境条件

を代入して求めた。10にまとめられた個体群にとっ

ての環境収容力は、それぞれの個体群がカバーする

区域における環境収容力の総和となる（表３―26）。

次に、絶滅確率の計算に必要な他のパラメータを

以下のように推定した。推定された成獣対生後１年

以内の亜成獣プラス幼獣比は１：0.25であった。こ

の比率が安定するように生存率を適宜設定したとこ

ろ、雌１頭当たり年平均産仔数が1.36、年生存率は

成獣が0.81、生後１年以内が0.35となった。繁殖へ

の参加はノウサギ同様生後２年目からとし、齢組成

の代わりに、Stage１、２、３を用いた（１は生後１図３―32 総合評価値算出のためのウェイト付け
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年以内の幼獣、２は１歳仔、３は成獣）。そして、こ

れらの値をもとにレズリー行列を作った。最大増加

率（Rmax）は、観察された糞の比率プラス１標準偏

差をもとに設定したところ、年率1.18となった。さ

らに、これらの生存率や繁殖率は環境収容力の影響

を受ける。また、個体数が少ない地域では、交通事

故等による死亡率が高いことをこれまでに確認した

情報は示唆している。そこで、生存率と死亡率に対

する影響を Scramble-Allee効果としてモデルに組

み込んだ。前者はロジスチック式、後者はN(t)/

(A＋N（t））とし、A＝10を与えた。

他の重要な環境条件として、台風の襲来などの大

災害がある。戦後45年の間に山地に甚大な被害を及

ぼした５個の台風が挙げられている。年0.11個の割

合である。これらは冬季の重要な餌であることが示

唆されているシイの結実に影響すると推測される。

そこで、年0.11の確率で大災害が起き、生存および

繁殖に影響を与えるという要因をモデルに組み込ん

だ。ここで、影響は生存率に対して及び、幼獣に特

に大きく、各ステージの生存率は大災害が起きなか

った年のそれぞれ0.8、0.9、0.9倍（穏やかな影響）

とした。さらに、温暖化の影響等により台風が大型

化する可能性がある。生存率の低下を最大0.5倍まで

拡大し、試行錯誤した結果をもとに、大災害がより

大型化した場合を、0.7、0.8、0.8（大きな影響）と

した。また、壮齢林がほぼなくなると同時にマング

ースが激増した10年間の間に、B個体群はほぼ壊滅

したが、J個体群にはまだマングースの影響は及ん

でいないことが示唆されている。これは B個体群の

生息域の方がマングースにとって好適なハビタット

（農地や低木・草地群落の広がりなど）が提供され

ていることも一因と考えられる。これらの状況に適

合するように、マングースの影響は B個体群に対し

ては生存率を50％、J個体群に対しては70％とし、他

の個体群に対してはそれぞれの位置関係に応じて３

段階（10％単位）の影響を与えた。

以上のようにパラメータや条件を設定してシミュ

レーションを行って、以下の結果を得た。

ａ 現状維持

完全に孤立した小個体群Aの絶滅確率が100％、

個体群 Bが完全に孤立した場合の絶滅確率が99％

である場合を除いて、絶滅確率はゼロまたはゼロに

近かった。このことは、環境収容力が低い地域に生

息する個体群が孤立したとき、いかに絶滅の危険性

が高まるかを示している。

ｂ 短伐期施業

表３―26が示すように、全生息域にわたる森林の

若齢化は環境収容力をかなり低下させると推定され

た。その絶滅確率に与える影響は大きく、全ての場

合において30％以上となり、特に大災害と移入動物

が重なると50％を越える（表３―27）。大災害が起き

る確率やその影響については全く不確かであるが、

個体数が減少したところへ突発的な災害が襲うこと

の危険性の大きさが示唆された。

ｃ 長伐期施業

すべてのケースにおいて、絶滅確率はゼロであっ

た。このことは、環境収容力を上げることが、種の

保護にとって非常に重要なことを示している。ただ

し、Rmaxを1.15に設定すると、ケース４で４％に

まで上がることから、その感度が高いことがわかる。

以上の結果から、種の絶滅を回避するためには生

息環境の悪化を防ぐことと小規模の地域個体群を孤

立させないことが最も重要であると言える。また、

生存率をかなり低下させる捕食者よりも突発的な災

害の方が影響は大きかった。

エ 考 察

ア 生物多様性の評価にあたって専門家からさま

ざまな意見が寄せられたが、なかでも最も本質的で

表３―26 地域個体群の推定個体数と環境収容力

表３―27 メタ個体群の絶滅確率（％）
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結果に大きな影響を与えるものは、評価を国レベル

で行うのか、地方レベルで行うのか、目標が明確で

なければ評価ができない、すなわち国レベルの希少

性と地方レベルの希少性は比較できないというもの

であった。本課題ではこの点を明確にせずに評価し

たが、事前に明確にしてから評価を行う方が実際的

であると考えられる。

イ アマミノクロウサギの生息頻度に関して、１

㎞メッシュを単位とする環境庁自然保護局（1995）

による解析結果 は、植生区分ごとの生息確認率を

比較した場合、平均値よりも高いのは高い順に、イ

スノキ・ウラジロガシ林、伐採跡地、スダジイ林、

シイ・カシ萌芽林であり、平均値より低いのはスス

キ草原、リュウキュウマツ林、畑、ハマビワ林であ

った。また、概して標高や森林率が高い方が、確認

率が高かった。これらの結果は、イスノキ・ウラジ

ロガシ林、伐採跡地、スダジイ林が壮齢林率の高い

区域に多いこと、標高と森林率が高いところは概し

て壮齢林率が高く、市街地からも離れ、道路密度も

低いことから、重回帰分析の結果と矛盾しない。た

だし、他の既往成果では、シイ・カシ萌芽林におけ

る生息頻度が最も高いという結果が出ているので、

植生区分は生息頻度の指標とは必ずしもなり得な

い。

ウ 絶滅確率の推定に際しては、さまざまなパラ

メータについてのデータが要求されるが、実際には

いくつかの仮定にもとづく推定値を用いなければシ

ミュレーションは行えない。従って、本課題で得ら

れた結果は森林管理のおおまかな方向性を検討する

のに有効であるが、信頼性の高いデータセットが揃

っていない限り、ランドスケープを評価するための

指標の算出は難しい。

オ 今後の課題

ア 同一地域内でランドスケープの違いによって

種ごとの観察数が異なる。本課題では種の生息が確

認されるか否かを評価のベースにしているが、統計

的により適切なランドスケープの解析と評価を行う

ためには、観察数の違いを含めた生物多様性の指標

についても検討する必要がある。

イ アマミノクロウサギの絶滅確率シミュレーシ

ョン結果をより信頼性の高いものにするためには、

特に移動率および生息条件の極端な悪化の影響（た

とえば、極端なシイ結実量の低下など）についての

情報が必要である。また、移入動物の影響が大きい

ことが指摘されている が、この点についてもデー

タが不足している。

カ 要 約

奄美大島に生息する数種の鳥類と哺乳類につい

て、生息頻度の指標とランドスケープとの関係を解

析した。希少種にとって壮齢林が重要であることを

示唆するいくつかの重回帰式が導かれた。また、分

布範囲と系統分類学的な特異性から見た希少性を考

慮に入れた生物多様性の評価を試みた。このような

評価値の計算に際し、様々なスケールと異なるパラ

メータをとることが可能であり、結果は評価式によ

って大きく異なる。そこで、専門家に対する一対比

較評価を取り入れた結果、希少種が多い奄美大島と

観察種数及び地方レベルの希少種が多い氷ノ山の評

価がとくに高かった。さらに、アマミノクロウサギ

を対象に、ランドスケープの変化影響についていく

つかのシナリオを設定し、絶滅リスクを推定したと

ころ、全体としては環境収容力が、小規模個体群に

とっては移動が最も重要な要素であるという結果が

得られた。
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⑶ 牧野・草原の変遷に伴う景域構造の変化と生物

多様性の解析・評価

ア 目 的

牧野・草原の維持には放牧・火入れ・採草といっ

た農業的営みが不可欠であるが、戦後の社会経済構

造の大きな変化に伴い、わが国の牧野・草原の利用

面積は大幅に減少している。このような半自然植生

では、大陸性遺存種をはじめとする草原固有の生物

種が維持されており、多くの絶滅危惧種も含まれて

いる ため、牧野・草原の実態把握と生物生息域の保

全が急務である。本研究では、自然立地条件と社会

経済的立地条件が直接・間接的に牧野・草原の分布

や草原性生物の生育・生息に影響を及ぼすという観

点から、農林業が生物の多様性に及ぼす影響を評価

するためのMIの策定を目指す。

イ 研究方法

ア 牧野・草原分布の把握と立地条件の関連解析

環境庁自然環境保全基礎調査植生データ を解析

した。合計約900の群落数（凡例）から、牧野・草原

を示すと判断される160余りの群落を抽出するとと

もに、３次メッシュ（約１㎞×１㎞）単位の植生デ

ータを２次メッシュ（３次メッシュ10×10個分）ご

とに集計し、牧野・草原面積が１割を越える２次メ

ッシュを地図上に表示した。

また、牧野・草原の分布と自然立地条件（傾斜度、

標高、地質、土壌、地形区分、傾斜方位）との関連

を明らかにするため、上記の牧野・草原の分布デー

タと国土数値情報（G01-56M）とを３次メッシュレ

ベルでクロス集計し、カイ二乗検定によって結果を

検討した。

さらに、牧野・草原の出現を結果変数、自然立地

条件を説明変数としてロジスティック回帰分析 を

行い、モデル化を試みた。地質・土壌・地形などの

質的変数には１または０の値を与えてダミー変数と

するとともに、連続変数（傾斜度、標高、緯度）に

ついては各変数の２次項をも被選択変数とし、最適

値を算出できるようにした。パラメータの推定は最

尤法、変数選択は減少法により、最終的に９個の変

数を採用した。

イ 牧野・草原における植物相の他植生との比較

放牧の衰退など利用放棄に伴う植生遷移、あるい

は植林等による牧野・草原の森林化が著しい島根県

三瓶山地域の様々な植生を調査し、同面積方形区内

（10ⅿ×10ⅿ）の維管束植物出現種数を植生タイプ

間で比較した。また、出現種の在・不在データから

算出した調査地点間の非類似度に基づいて主成分分

析を行い、植生間で種組成を比較した。

ウ 鳥類および蝶類の出現種数を最大に保つため

に最適な牧野・草原面積の算出

環境庁自然環境保全基礎調査メッシュデータを用

い、比較的広い面積を活動範囲にしていると考えら

れる鳥類相および蝶類相維持に最適な牧野・草原面

積の算出を試みた。

まず、牧野・草原の面積（シバ・ススキ・ササ草

原の３次メッシュ数）と緯度のそれぞれ１次項およ

び２次項を説明変数、各鳥種・蝶種の在・不在デー

タを結果変数としたロジスティック回帰分析によっ

て、各鳥種・蝶種の存在確率と牧野・草原の面積と

の関係を２次メッシュレベルで明らかにした。変数

選択にはステップワイズ（逐次選択）法を用い、有

意でない変数は取り込まないようにした。

次に、北緯33度、36度、43度の３条件で、全ての

種の出現確率 pを合算して、その和Σp（２次メッシ

ュ内に期待される出現種数）を算出し、グラフ化に

よってΣpが最大となる牧野・草原面積を、それぞれ

の緯度における最適な牧野・草原面積の値とした。

エ 放牧および火入れの中止が草原植物の出現種

数に及ぼす影響の検討

担い手不足等に起因する放牧や火入れの衰退に伴

い、草原における植物の種多様性低下が懸念されて

いる。そこで、半自然草原における放牧および火入

れの中止が、草原植物の出現種数に影響を及ぼすス

ケールを明らかにするために、マルチスケールでの

調査と解析を行った。熊本県阿蘇山北麓に広がる泉

牧野の放牧・火入れ、放牧・火入れなし、非放牧・

火入れ、非放牧・火入れなしの４つのサイトにおい

て、それぞれ２本のラインを設定し、ラインあたり

10個のプロット（１ⅿ×１ⅿ）を10ⅿ間隔で設置し

た。調査では、各プロットにおいて出現した全維管

束植物名を記録した。出現種数に関して、サイト、
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ライン、プロットそれぞれのレベルで二元分散分析

を行い、放牧および火入れが草原植物の出現種数に

及ぼす影響を解析した。

ウ 結 果

ア 牧野・草原分布の把握と立地条件の関連解析

農業的な営みによって成立したと考えられる牧

野・草原（シバ、ススキ、ササが優占する草本植生）

は、全国土面積の約1.6％であった。また、牧野・草

原の面積が10％以上を占める２次メッシュは、第

２・３回自然環境保全基礎調査植生データ（1980年

頃のデータ）では、主として宗谷丘陵、北上山地、

阿蘇地域に分布していた。中心となる植生のタイプ

は、順に、ササ草原、シバ草原、ススキ草原であり、

これらのうち農業的な営みによって成立した草原

は、北上山地と阿蘇地域のものであると考えられた

が、北上山地に分布していた牧野・草原の多くは、

第４回自然環境保全基礎調査植生データ（1990年頃

のデータ） では消失していた（図３―33）。また、

牧野・草原の分布は、傾斜度、標高、地質、土壌、

地形区分と関連があり、傾斜方位とは深い関連のな

いことが明らかとなった（表３―28）。ロジスティッ

ク回帰分析の結果でも同様の結果が示され、すべて

の牧野・草原タイプについて、適合度が70％を越え、

モデル自体もきわめて有意な回帰式が得られた（モ

デルは0.01％、変数は0.1％水準でそれぞれ有意）。

ササ草原：（ブナクラス域）

LN(p/(1－p))＝32.44－2.3390LAT＋0.0349

LAT －0.00011ELV＋9.799＊10 ELV －

0.00464SLP＋8.005＊10 SLP＋0.6492DAI＋

1.2188KUR＋0.4279KAS （適合度80.1％）

ススキ草原：（ブナクラス域）

LN(p/(1－p))＝－136.9＋6.7015LAT－0.0857

LAT ＋0.000297ELV－9.57＊10 ELV ＋

0.3397NE－0.4627SHO－0.6231KYU＋0.9894

KUR－2.2765POD （適合度73.7％）

シバ草原：（ブナクラス域）

LN(p/(1－p))＝-525.5＋26.0491LAT－

0.03314LAT ＋0.00071ELV－2.44＊10

ELV ＋0.0453SLP－0.00011SLP ＋1.8494

DAI＋1.2023CHU＋1.7916KUR

（適合度86.6％）

ススキ草原：（ヤブツバキクラス域）

LN(p/(1－p))＝－20.7242＋1.3258LAT－

0.0255LAT ＋0.000023ELV＋1.2739KAC＋

1.3677KAR＋0.8361KUR－0.7596KAN－

0.7014KAS＋0.4313RED （適合度78.6％）

図３―33 わが国における牧野・草原の分布（1990年頃）

草原面積が10％を越える２次メッシュを黒く塗りつぶした。
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変数解説：LAT：緯度、ELV：平均標高、SLP：

最大傾斜、NE：斜面方位北東、DAI：大起伏山

地、CHU：中起伏山地、SHO：小起伏山地、

KYU：丘陵地、KAC：火山地、KAR：火山麓、

KUR：黒ボク土、KAN：乾性褐色森林土、

KAS：褐色森林土、POD：ポドゾル、RED：赤黄

色土（LAT・ELV・SLP以外はダミー変数。）

イ 牧野・草原における植物相の他植生との比較

植生調査の結果、維管束植物の出現種数は、比較

的保全の対象となりやすい原生林や二次林ではな

く、農業的に利用されている放牧地において最多と

なった（図３―34）。また、在・不在データから算出

した調査地点間の非類似度に基づいた主成分分析の

結果（図３―35）、牧野・草原には森林とは異なる植

物相が維持されている。

ウ 鳥類および蝶類の出現種数を最大に保つため

に最適な牧野・草原面積の算出

鳥類212種、蝶類225種について、有意なロジステ

ィック回帰出現確率モデルが得られた（表３―29）。

その結果、牧野・草原面積と緯度から種ごとに出現

表３―28 半自然草原の分布が有意に多い（少ない）自然立地条件

図３―34 様々なの植生の維管束植物の出現種数（10

ⅿ×10ⅿ枠内の総出現種数）
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確率を予測できるようになった。回帰式の変数とし

て２次項を取り込むことにより、種によっては一山

型の回帰曲線が得られ、その種にとって最適な牧

野・草原の面積を算出することも可能となった。

Σp（２次メッシュ内に期待される出現種数）算出

の結果、鳥類単独の場合は約60、蝶類単独の場合は

約40の牧野・草原面積（３次メッシュ数/２次メッシ

ュ）が最適な値であると算出された（図３―36、３

―37）。北緯43度における蝶類のΣpは牧野・草原が

皆無の際に最大となった。

エ 放牧および火入れの中止が草原植物の出現種

数に及ぼす影響の検討

サイト、ラインの両レベルでは単位面積あたりの

出現種数には有意な差が見られなかったが、プロッ

トレベルでは放牧・火入れとも単独では出現種数を

有意に上昇させる効果がある。一方、放牧・火入れ

が同時に行われることにより、双方の効果を抑制す

る干渉効果（負の交互作用）を認めた（表３―30、

３―31）。

エ 考 察

ア わが国における牧野・草原分布の把握と立地

条件との関連解析

かつて国土の１割以上を占めていた と言われて

いるわが国の牧野・草原は、約1.6％にまで減少して

図３―35 植生調査データの主成分分析結果

（プロット間の非類似度指数による）

表３―29 草原面積と鳥類・蝶類の出現応答

図３―37 半自然草原の面積が蝶類の出現種数に及ぼ

す影響

図３―36 半自然草原の面積が鳥類の出現種数に及ぼ

す影響
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おり、もはや風前の灯火であることが明らかとなっ

た。また、農業的営みによって維持されていると考

えられ、まとまった面積の比較的大規模な牧野・草

原は、わが国には阿蘇地域にのみ残存していること

が示された。この阿蘇地域においても、高齢化や担

い手不足などにより、火入れや放牧の維持が困難に

なってきている。わが国における草原性生物相の保

全という点から、また伝統的な文化や技術の維持と

いう観点からも、阿蘇地域におけるまとまった面積

の牧野・草原にとどまらず、全国に散在する比較的

小面積の牧野・草原をも保全するための方策を講じ

る必要がある。

牧野・草原の分布と自然立地条件との関連につい

ては、これまでにも経験的・主観的には述べられて

きたが、今回その関連が定量的に明らかとなった。

牧野・草原は、黒ボク土地域において有意に多く分

布しており、表層地質や地形分類との関連解析結果

からも、火山との結びつきがきわめて強いことが示

された。火山灰性土壌の強いリン酸吸着能力や特殊

な物理的性質により、森林への植生遷移や農用地と

しての開発などを免れ、牧野・草原が残存してきた

ものと考えられる。牧野・草原の保全策は、草本植

生が維持されやすいこのような自然立地条件の地域

において重点的に推進されることが効率的であると

考えられる。

イ 牧野・草原における植物相の他植生との比較

植生のタイプを問わず、放牧地では単位面積あた

りの維管束植物の出現種数が他植生と比較して最大

となることが示された。これはウシの採食により、

不均一で様々な光環境や土壌環境が創出され、それ

ぞれの環境条件を好む植物が定着するためと考えら

れる。一方、種組成は植生タイプによって異なるこ

とが示された。このことから、地域の植生管理・保

全を行う際には、特定の植生タイプのみを目標植生

として地域内をすべて特定の植生にしてしまうので

はなく、様々なタイプの植生を存在させ、地域全体

の生物相を豊富にする必要がある。

ウ 鳥類および蝶類の出現種数を最大に保つため

に最適な牧野・草原面積の算出

鳥類・蝶類の期待される出現種数は、いずれの緯

度においても牧野・草原面積の割合が半分近く、あ

るいはそれ以上を占めるときに最大になることが示

された。現在のわが国における牧野・草原面積は、

一時的な草原である伐採跡地や耕作放棄地などを含

めても国土の約３％で 、現状は鳥や蝶にとって最

適な植生分布とはかけ離れているということがうか

がえる。北緯43度における蝶類のΣpは牧野・草原が

皆無の時に最大となったが、北海道の牧野・草原面

積にはササ類が密生した植生の面積も多く含まれて

おり、ササ草原における蝶類相は単調であることが

影響している。

エ 放牧および火入れの中止が草原植物の出現種

数に及ぼす影響の検討

放牧や火入れは、単独では土壌環境や光環境を不

均一にしてプロットレベルでの出現種数を増大させ

る一方、放牧・火入れ双方が組合わさることにより、

表３―31 出現種数の分散分析表（プロットレベル）

表３―30 調査地における全維管束植物の出現種数
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不均一性が除去されて出現種数が減少すると考えら

れた。このようなことから、牧野・草原への放牧や

火入れが行われなくなることにより、短期的には全

体的な草原植物の出現種数そのものにはさほど影響

を及ぼさないが、比較的狭い面積における出現種数

を減少させることが示唆された。放牧や火入れが行

われることにより、比較的狭い範囲内に様々な土

壌・光環境が創出され、それぞれの環境条件を好む

植物が定着し、高い出現種数が維持される。

オ 今後の課題

全国的な解析を行う場合、メッシュデータの利用

が不可欠であるが、現在整備されている生物や植生

の分布情報は、最も細かいものでも３次メッシュレ

ベルであり、精度の粗さ等の問題がある。したがっ

て、現地調査が不可欠であるが、調査事例を一般化

する際にも多数の地点における事例からの一般化が

欠かせない。しかし、現地調査に堪えうる牧野・草

原は減少し続けており、残存するものはわずかにな

っているという問題もある。

メッシュデータ利用による解析の際、牧野・草原

データのみではなく、森林データをも取り入れた解

析を今後行う必要がある。本研究では、森林の植生

凡例が膨大で集約が困難であったことから、牧野・

草原面積と緯度のみからの解析となった。比較的多

くの牧野・草原が優占する場合に鳥類・蝶類の期待

される出現種数が最大となったのは、牧野・草原と

原生的森林との分布の結びつきが強いためであると

いう指摘もあり、それぞれのタイプの森林面積を変

数として加え、解析することが不可欠である。

牧野・草原の分布を、自然立地条件のみではなく、

社会的立地条件とも関連づける必要がある。本研究

では農林業センサスデータの利用を試みたが、旧市

町村レベルのデータであり、メッシュデータとの重

ね合わせが困難であった。集落レベルでの農林業セ

ンサスデータの整備が強く望まれる。

本研究では、放牧や火入れが土壌や光環境の維持

を通じて、草原性植物相の維持に貢献していること

が示された。今後、そのメカニズムを詳細に解明し、

草原生物の保全に活用することが不可欠である。

カ 要 約

ア メッシュデータを用い、わが国における牧

野・草原は北海道宗谷地方と九州阿蘇地方に偏在分

布していることを示し、牧野・草原の分布は火山性

の自然立地条件と関連が強いことを示した。

イ 草原景観が衰退している地域において、牧

野・草原の植物相を他植生と比較した結果、維管束

植物の出現種数は放牧地において最も多く、おのお

のの植生は異なる植物相を有することが示された。

ウ 鳥類および蝶類の出現種数を最大に保つため

に最適な牧野・草原面積割合を、メッシュデータを

用いて算出した結果、鳥類では約60％、蝶類では約

40％が最適であった。

エ 牧野・草原への放牧や火入れの中止は、短期

的には全体的な草原植物の出現種数そのものにはさ

ほど影響を及ぼさないが、土壌・光環境の維持を通

じて、比較的狭い面積における出現種数を減少させ

ることが示された。
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第３章 気候緩和に関わるMIの策定

１．森林の気候緩和機能

⑴ 広域の気候緩和に及ぼす森林機能の評価

ア 目 的

森林は特有の熱・水交換過程を有するため、気候

緩和機能を持つと考えられているが、具体的なデー

タに基づいた定量的な研究はほとんどなされていな

い。また、日本は国土の大部分が森林に覆われてお

り、森林が広域の気候形成に及ぼす影響は大きいと

考えられる。しかし、森林の大半は複雑な地形上に

存在し、平地においては耕地、森林、宅地、内水な

どさまざまな形態の土地利用が行われている。個々

の土地利用形態においては、それぞれ地表面の幾何

学的・熱的性質が異なるため、大気―地表面間の熱

交換過程に差異が生じ、異なる影響を大気に及ぼし

ている。また、大気現象はこれら地表面形態による

影響のほか地形の影響をも強く受けるため、現実大

気中の現象は、混在する各種の土地利用からの影響

と地形による影響との複雑な相互作用の結果として

生起し、各地の気候もそれに応じて規定される。

ところで、季節風など上空の風が強い条件下では、

日本列島における気候分布はより大きなスケールの

気候条件（寒気や暖気の移流など）に強く支配され

てしまうため、森林の影響は明確には現れないと考

えられる。そこで、本課題では、上空の風が弱い晴

天日、すなわち地形や土地利用分布に強く依存する

局地循環が発達しやすい場合を対象とし、森林影響

の抽出を行う。中でも、森林の重要な機能の１つで

ある蒸散活動が気候に及ぼす影響に着目し、これを

全国的に評価する。

イ 研究方法

できる限り現実的な評価を行うために、観測、数

値モデル、データ解析の３者を相補的に用いた。具

体的な研究方法は次の通りである。

ア 現地観測による基礎データ取得

森林群落スケールでの熱・水交換の特性を把握す

るため、埼玉県川越市に設定した森林気象試験地の

落葉広葉樹林において熱収支等の通年観測を実施す

る。主な観測項目は、熱収支の各項目別のフラック

ス、森林内外の微気象分布、土壌水分・地温分布、

降水量などで、葉面積指数の季節変化等をも測定す

る。フラックスの測定には直接測定手法である渦相

関法のほか熱収支・ボーエン比法による測定も並行

して行うとともに、各種測器類のメンテナンスを高

頻度で行うことにより、信頼性の高いデータを取得

する。また、年に数回の割合で集中的な観測を実施

し、観測データのバイアス誤差を小さく保つ。

イ 森林熱収支のモデル化

得られるデータをもとに、森林の空気力学的パラ

メータを決定するとともに、森林―大気間の熱・水

交換特性と葉面積や気象条件等との対応関係を調

べ、熱収支の原理に基づいてモデル化する。

ウ 土地利用と地形の影響を再現する局地循環モ

デルの作成と検証

大気の運動方程式、質量保存則、熱量保存則、水

蒸気保存則からなる方程式系を適切にスケーリング

した後、差分表現し数値モデルを構築する。地形の

影響をモデルに組み込むために地形に沿う座標系を

採用し、国土地理院の国土数値情報により現実地形

の標高データを与える。また、混在する土地利用の

影響を表現するために、全地表面を国土数値情報の

土地利用データを元に６つの土地利用形態（水面・

水田・耕地・森林・荒地・都市）に分類し、数値モ

デル内の各グリッドにおける各土地利用の占有面積

に応じて熱交換量や蒸発量を計算するサブモデルを

組み込む。この際、森林に対しては上記イで作成さ

れたモデルを使用する。構築された局地循環モデル

を用い、上層の風が弱い快晴日を想定した条件下で

計算を行い、アメダスによる実測風系との定性的な

比較を試みる。

エ モデルによる広域気候への森林影響の評価

ウで開発されたモデルを用い、日本全域を５区分

した領域を対象として、現実的な森林条件（標準条

件）と森林域の蒸発効率を半減させた場合（乾燥条

件）の２種類の数値計算を行う。２つの結果を比較

することにより、森林蒸散の多寡による気候条件の

変化を調べ、森林蒸散による気候影響の程度とそれ

を受けやすい地域の抽出を行う。

オ 気象データに基づく検証

展葉や落葉といった生物季節が広域で進行し、蒸

散量が広域で季節変化することによる影響が、気象
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データから検出されるかどうかを調べ、モデルによ

る計算結果の定性的な検証を行う。まず、1991～1998

年を対象期間とし、中部日本域が快晴で上空の風が

弱い日（局地循環が発達しやすい日）を抽出する。

抽出された日毎に、各気象官署における地上気圧の

日変化量を求め、上空の気圧変化を補正した上で、

大気昇温量を計算する。海上からの熱移流の影響を

受けにくい盆地内では、大気昇温量は周囲の山岳域

（森林が卓越）における顕熱によって支配されると

考えられるため、盆地上空の大気昇温量の季節変化

に森林葉面積の季節変化の反映が認められるかを調

べる。大気昇温量とは、地上から高度5000ⅿ程度ま

での大気層が単位時間あたりに加熱される割合を熱

量に換算した値で、広域地表面上の顕熱フラックス

の大きさを反映する。また、快晴弱風日は次の２つ

の条件を満たすことを条件に抽出した。１）解析対

象領域内にある全50地点の気象官署のうち、８～15

時の日照時間が5.6時間以上の地点が44地点以上あ

り、０～15時の間に降水が観測された地点が２地点

以下である。２）対象領域を囲む高層気象観測点（仙

台、輪島、館野、潮岬）において、800hPa面におけ

る当日の風速が10ms 以下である地点と、700hPa

面における前日21時と当日21時の気温差が５℃以下

の地点がそれぞれ３地点以上ある。

ウ 結 果

ア 現地観測の結果

図３―38に、リター量の季節変化および樹冠によ

る日射の吸収割合から推定した葉面積指数の季節変

化を示す。この森林では、４月下旬から５月上旬に

かけて急激に展葉が起こり、葉面積指数の最大値は

約６となる。一方、落葉過程は比較的緩やかで、８

月中から徐々に落葉しはじめ、11月に急激に進み、

すべて落葉するのは12月になってからである。

図３―39は、森林群落全体の熱収支各項（正味放

射、顕熱、潜熱、貯熱）の季節変化を示す。季節変

化を際だたせるために、日中のみのフラックスを日

別に積算し、さらに10日間の平均値を図示してある。

また、図中の貯熱量には、土壌や群落内大気の貯熱

のほか、樹木バイオマス内の貯熱量も含まれている。

日中の積算値を示しているので、貯熱量は年間を通

して正値（土壌やバイオマスを加熱）を示す。顕熱・

潜熱の季節的な推移を見ると、まず落葉期には顕熱

が正味放射の大部分を占める。そして、４月下旬の

一斉展葉とともに顕熱・潜熱の割合が逆転し、夏季

には潜熱が顕熱を圧倒的に凌駕する。このとき、森

林が吸収する正味放射量は落葉期に比べて大きいに

も関わらず、活発な森林蒸散の効果によって顕熱に

よる大気の直接加熱は落葉期よりも小さく押さえら

れている。その後しばらくは同じ状態が続くが、季

節がさらに進み、葉の大半が落ちる頃になると、再

び顕熱の割合が潜熱を上回る。

イ 森林の熱・水交換モデル

樹冠と地面の熱収支式を連立して解く方式のモデ

ルを作成した。モデルにおいて、樹冠や地面のバル

ク輸送係数は樹高や葉面積指数等の関数として与

え、蒸発効率は日射量の関数と湿度や風速など気象

条件から与える蒸発要求度関数の積として定式化し

ている。このモデルを用い、現地で観測した気象条

件の時間変化を入力して熱収支のシミュレーション

を行い、その結果を実測データと比較した（図３―

40）。樹冠の蒸発効率が晴天日には午前中に大きく午

後に低下する傾向や、熱収支各項の時間変化の様子

などがモデルでよく再現されている。

ウ 局地循環モデル

図３―41は、上空の風が弱い快晴日を想定した条

件を局地循環モデルに与えて計算した関東地方にお

図３―38 川越試験地の落葉広葉樹林における葉面積

指数の季節変化

実線：樹冠における日射吸収率からの推定

値、■：リター量からの推定値

図３―39 森林群落の熱収支各項の季節変化（日中積

算値の10日間平均）

実線：正味放射量、□：顕熱、●潜熱、破

線：貯熱量
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ける15時の地上風分布である。一般に、よく晴れた

日には、陸上の空気は海上よりもよく暖まり軽くな

るので、海上の冷たく重い空気が陸上の空気を押し

のけて入り込んでくる（海風）。また、山の斜面が暖

められると、それに接する空気が暖められ、斜面を

上昇する風がおこる（谷風）。図には、このようにし

て海から陸へ、そして平地から山地へ向かう風がふ

くことがよく表されている。さらに、関東平野のほ

ぼ中央部において、東京湾・相模湾方面からの南風

と鹿島灘方面からの東風が収束している様子が特徴

的である。実際に、気象庁のアメダス観測点で測定

された快晴日の典型的な風の分布は図３―42のよう

になっており、モデルによる計算結果が現実の風系

の特徴をよく表している。開発された局地循環モデ

ルを用い、実際の気候分布を数値計算によって再現

することが可能である。

エ 広域気候への森林影響

15時における地上風速、地上気温、地上比湿、大

気全層の昇温量のそれぞれについて、森林の蒸発効

率を半分にした場合（乾燥条件）の計算結果と通常

の森林状態を与えた場合（標準条件）の計算結果と

を比較した。乾燥条件では、標準条件に比べて森林

からの蒸散が減少するため、森林から大気への顕熱

輸送量が増加し、森林上の大気はより強く下から加

熱されるようになる。森林は陸面の大部分を覆って

図３―40 森林の熱・水交換モデルを用いた樹冠の蒸発効率（上図）と群落熱収支（下図）の計算結

果（線）と実測値（点）の比較（1996年７月27日から連続する５日間）

図３―41 現実の土地利用と地形条件を考慮した局地

循環モデルによって計算された15時の地上

風分布（上空の風が弱い快晴日）

図３―42 上空の風が弱い快晴日にアメダスによって

観測された15時の風系分布
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いるため、これによって陸上―海上間、山地―平地

間の気圧差が大きくなり、大気下層では沿岸から内

陸への風系が、上層では内陸から沿岸への風系が強

化される。森林直上の気温や比湿は、森林の熱収支

構造の影響を直接的に被るため、乾燥条件では気温

は上昇し比湿は下降する。また、局地循環による下

層の風系が収束する地域では、広範囲な熱収支変化

の影響を受けるため、気温や比湿の変化量が大きく

なる。乾燥条件での結果は、これらのことを総合的

に反映し山岳域で気温が上昇し比湿が下降する。一

方、松本や伊那等の盆地・谷状地形の底にあたる地

域や関東平野の一部など、現地には森林が多くない

場所でも、乾燥条件で気温の上昇や比湿の下降が見

られる。これは、局地循環系の変化に伴い、風によ

る熱や水蒸気の輸送（特に鉛直方向の輸送）が変化

した結果である。乾燥条件では森林からの顕熱輸送

量が増加し、大気全層の昇温量は、計算領域のほぼ

全域で増加する。大気昇温量の変化が最も大きいの

は松本盆地付近で、局地循環の変化により盆地上空

からの沈降流が強化され、断熱的な昇温が増加した

結果である。以上のように、森林熱収支変化の影響

は森林直上にとどまらず、局地循環系の変化による

熱輸送の変化を通して、広範囲に及ぶことが明らか

となった。図３―43に、地上気温について乾燥条件

と標準条件で計算した結果の差を示した。

オ 気象データによる検証

落葉広葉樹林では春季に急激に葉面積が増加す

る。これにともない、森林の熱収支では、急激に顕

熱が減少し、潜熱が卓越するようになる。日本の国

土は大半が森林に覆われており、春季にはこのよう

な急激な変化が、地域や標高によって時間差をもち

ながらも、いたるところで起こっているはずである。

盆地内にある気象官署10地点（若松、福島、長野、

高山、松本、諏訪、飯田、甲府、秩父、上野）にお

図３―43 各地域における、標準条件と乾燥条件（森林の蒸発効率半減）で計算された地上気温の差

（乾燥条件－標準条件）＊中部関東地域の例

・：0.3～0.6℃；＋：0.6～0.9℃；△：0.9～1.2℃；●：1.2～1.5℃；■：1.5℃以上
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ける地上気圧の日変化量から推定された大気昇温量

の季節変化を調べたところ、盆地上空における大気

昇温量には明瞭な季節変化、春季から夏季に向けて

減少、秋季に再び増加の傾向を認めた（図３―44）。

このことから、弱風晴天日における中部日本の山岳

域では、春季には顕熱が卓越し、夏季には潜熱の割

合が増加し、秋季に再び顕熱が増加していることが

分かる。これは、上述した森林状態の季節変化が広

域で進行する影響の現れであり、上記エで得られた

数値計算の結果に対応する現象が、現実大気中でも

実際に起こり得ることが確認された。

エ 今後の課題

本課題では、森林の蒸散活動による気候影響に着

目した評価を試みた。しかし、森林が気候に及ぼす

影響はこれだけにとどまらず、アルベド、空気力学

的粗度、貯熱量、降水遮断、光合成による炭酸ガス

の吸収、その他多くの要素を勘案して総合的に評価

すべきものである。この問題については、今後も引

き続き、観測、モデル、データ解析など、あらゆる

手段を併用して研究が進められるべきである。

カ 要 約

地形や土地利用分布に強く依存する局地循環が発

達しやすい条件の日を対象とし、森林の蒸散活動が

地上気温等の気候要素の広域分布に及ぼす影響を抽

出した。全国的に、かつ、できる限り現実的に評価

するために、観測、数値モデル、データ解析の３つ

の手法を用いて次のような研究を行った。⑴現地観

測による熱・水交換過程の特性解明、⑵観測データ

に基づく森林における熱・水交換のモデル化、⑶土

地利用と地形の影響を再現する局地循環モデルの作

成と検証、⑷作成されたモデルによる広域気候への

森林影響の評価、⑸既存データに基づく検証。その

結果、森林の蒸散活動が気候に及ぼす影響や、影響

の現れやすい場所などが明らかになった。

キ 文 献

引用なし

（渡辺 力）

２．農地の気候緩和機能

⑴ 農地の形態や植被が大気に及ぼす熱的影響の解

明

ア 目 的

地表で吸収された日射エネルギーは、顕熱や潜熱

となって大気に伝達し、風によって輸送される。蒸

発散量が多ければ、地表温度の上昇は小さく、周囲

の温度上昇も抑制される。このような植生による気

温の低減効果は、都市内緑地の観測例やシミュレー

ション例があり、蒸散作用と日射の遮蔽効果が主な

要因であることが明らかにされつつある 。一方、農

業分野では蒸発散に関する多くの研究があるが、日

射エネルギーの各熱収支項への分配や作物生産など

の検討を主な目的としており、地表付近の大気に及

ぼす影響に言及したものは少ない。

そこで、移流や地表での顕熱・潜熱伝達を考慮し

たシミュレーションモデルを開発し、農地が大気に

及ぼす熱的影響を検討する。

イ 研究方法

植被の異なる農地について、シミュレーションを

行い、気流や植被形態の違いが、農地上及び周囲の

気温に及ぼす影響を比較検討する。また、温室など

の人工的に被覆された施設型農地について、シミュ

レーションと気象観測を行い、気温に及ぼす影響を

比較検討する。

ア シミュレーション

植被の影響を検討するため、葉面積指数（LAI）、

流入大気の気温・湿度・風速、日射量などから対象

とする農地上の気温と水蒸気圧を予測できるモデル

を構築した。蒸散予測モデルは種々のものが提案さ

れているが、ここでは蒸散量が LAIの関数で与えら

れる Stanghelliniのモデル や、風速に依存する空

気力学的抵抗や気孔抵抗を考慮した Penman-

Monteith式 などを応用した。

一方、換気時の温室影響を検討するため、植被・

土壌から成る微気象モデルと局地気象モデルを結合

した三次元・非定常の井上モデル を用い、定常条件

でシミュレーションした。このモデルは基本的に露

図３―44 上空の風が弱い晴天日における盆地上空の

大気昇温量の季節変化

〇：気象官署10地点の平均値、誤差棒：標

準偏差
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地植生用として開発されたが、温室などの被覆下に

おいて換気が盛んに行われている場合には、入力パ

ラメータを調節することにより適用できると考えら

れる。日中の純放射量、群落内風速、気孔抵抗、LAI

などのパラメータを文献等から抽出し、これらが想

定される範囲内で変化するよう入力パラメータを調

節した（表３―32）。計算領域は、水平方向に25.8×

25.8㎞、高さ方向に3.0㎞とした。

イ 気象観測

気象観測は熊本県植木町で行った。ここでは、約

1.5㎞四方にプラスチックハウスが集中し、スイカの

促成栽培が行われている。ハウスの多くは連棟式で、

多重被覆の無暖房で、換気は樋上部のフィルムを巻

き上げる谷換気である。このハウス地帯のほぼ中央

に高さ10ⅿの観測ポールを設置し、2000年３月下旬

から約１年間、風向、風速、温湿度、日射、地中伝

熱などを計測し、10分ごとの平均値を記録した。

ウ 結 果

ア シミュレーション

農地への流入大気に対する気温の上昇は LAIの

増加に伴って指数関数的に減少した（図３―45）。ま

た、LAIの増加に対する気温の低減効果は、流入大

気の湿度が低いほど、風速が低いほど大きかった。

温室の場合、換気が行われている場合でも、露地

に比較して群落内風速は低く、気孔抵抗も小さい。

冬期の典型的条件として、屋外風速を2.6ⅿ/s、群落

内風速を15㎝/s、気孔抵抗を64.4s/㎝とした場合の

結果を図３―46に示す。純放射量が０の場合に対す

る温度上昇は純放射量の増加に伴って直線的に増加

し、純放射量が最大の場合、群落表面温度は8.1℃、

群落内気温は3.4℃上昇したが、高さ1.5ⅿにおける

温室外気温の上昇は1.3℃であった。

換気量の増加によって群落内風速が増加した場合

の影響を図３―47に示す。群落内風速の増加に伴っ

て温度上昇は指数関数的に低下するが、純放射量が

図３―45 LATと流入大気の相対湿度が気温上昇に

及ぼす影響（風速３ⅿ/sの場合）

日射量は日中の平均として444W/㎡、境界

層の厚さは100ⅿ、対象空間の風下方向の距

離は10㎡、流入大気の気温は20℃と仮定。

図３―46 純放射量と温度上昇との関係

図３―47 群落内風速が温度上昇に及ぼす影響

表３―32 シミュレーションの計算条件
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最大時に群落内風速が２倍になっても群落内気温の

低下は0.9℃であり、温室外気温の低下は0.4℃であ

った。なお、気孔抵抗を約1/8まで減少させると、群

落内気温は0.6℃、温室外気温は0.3℃低下した。

温室の風下側に、蒸発が盛んで気温上昇が小さい

と考えられる沼地を配置した場合の水平方向の気温

（高さ1.5ⅿ）の変化を図３―48に示す。より詳しい

検討が必要であるが、温室上の高温の大気が沼地上

に侵入し、沼地のみの気温条件に収束するのに一定

の吹走距離が必要であることが分かる。具体的には、

温室端から1.3㎞程度までは気温は変化せず、その後

急激に低下し、結果として温室端から3.9㎞程度の範

囲が温室の影響範囲であった。

イ 気象観測

ハウス棟上0.5ⅿと境界層の外に該当する地上10

ⅿの気温差は、晴天時の８～16時ではそれほど大き

な変化は示さず、0.5℃前後の上昇で推移した（図３

―49）。夜間は気温差が逆転し、放射冷却が強い場合

は日中の差よりも大きくなった。気温差と他の気象

因子との関係はばらつきがあるが、日射が一定以上

ある場合、日射量の増加に伴って気温差は増加した

（図３―50）。風速については、風速５ⅿ/s前後で気

温差がわずかに高まる傾向があった。風向に対して

は周期性が見られ、東と西寄りの風向で気温差が上

昇し、南と北寄りの風向で小さい。

日中の気温差に季節変化が見られ、夏期に小さく

なった（図３―51）。日中の平均的昇温効果は、最大

でも0.6℃と見積もることができた（日射量1000W/

㎡時）。ただし、日平均では高さ10ⅿよりも約0.2℃

低温となり、やや負の効果といえる。ハウス屋根面

のアルベドの日平均は0.21であった。地上１ⅿの絶

対湿度は日射量の増加に伴って増加したが、ハウス

棟上の絶対湿度は地上10ⅿとほとんど同じであり、

湿度にはほとんど影響しなかった。

エ 考 察

農地への流入大気に対する気温の上昇は、風速の

増加に伴って低下したが、蒸散量は大きくは変化し

なかった。これは移流による潜熱・顕熱輸送の増加

が主な要因であり、低温空気の流入による蒸散の低

図３―49 快晴日における地上10ⅿに対するハウス棟

上0.5ⅿの気温差の日変化の一例

図３―50 日射量、風速、風向がハウス棟上0.5ⅿの気

温上昇に及ぼす影響（３月下旬～４月上旬）

図３―51 地上10ⅿに対するハウス棟上0.5ⅿの平均

気温差の月別変化

図３―48 温室の風下側に沼地を配置した場合の水平

方向の気温分布（高さ1.5ⅿ）

計算グリッドの間隔は1.288㎞、純放射量は

698W/㎡、粗度長は１㎝。
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減効果と、低湿空気の流入による蒸散の増加効果と

が相殺されている。結果として、水蒸気圧も飽和水

蒸気圧も風速の増加に伴って低下するが、飽差は増

加した。

温室などの人工的に被覆された施設型農地を対象

としたシミュレーションでは、ボーエン比は純放射

量が大きい場合に大きく、0.22～0.58であった。温

室内におけるボーエン比や蒸発散量の観測例は多く

ないが、地中への蓄熱を純放射量の２割程度と考え

れば観測例に矛盾しない値である。

大規模な温室群が周辺環境に及ぼす熱的影響の観

測例は限られている。原薗・矢吹 は、傾斜地の大規

模ブドウハウス周辺の気温を観測し、平均最高気温

が約４㎞離れた対照地点に対して最大で5.5℃上昇

したと報告している。気温の上昇は換気による排熱

の影響が大きく、換気量が増加する時期に大きくな

った。今回の観測では、ハウス棟上0.5ⅿと境界層の

外に該当する地上10ⅿの気温差で温室の及ぼす影響

を評価した。日中の気温上昇は、日射量1000W/㎡時

に0.6℃であり、それほど大きくはなかった。夜間は

日中の気温差以上に低温になり、日平均では高さ10

ⅿに対して約0.2℃低温となった。すなわち、やや負

の効果といえる。

気温差は、風向に対して周期性が見られ、ハウス

の棟方向に直角の風向となる東と西寄りの風向で気

温差が上昇した。風向によって換気量が変化するこ

とが一因になっていると考えられる。

オ 今後の課題

温室が周囲に及ぼす影響のシミュレーションで

は、温室内で吸収された日射エネルギーの大半が換

気によって温室外に伝達されることを前提としてい

る。換気が制限される場合には、対流や放射による

熱伝達がより関与するため、これらを考慮できるよ

うモデルを修正する必要がある。大規模な温室群の

観測データについては、少なくとも１年分について、

温室の開放度や断熱性、栽培形態などとの関連も含

めて詳しい分析が必要である。

カ 要 約

植被の異なる農地や温室など被覆された農地が周

囲に及ぼす熱的影響を、三次元・非定常モデルに基

づくシミュレーションや気象観測により検討した。

農地への流入大気に対する気温の上昇は、LAIの増

加に伴って指数関数的に減少し、流入大気の湿度が

低いほど、また、風速が高いほど小さかった。

温室内外の温度上昇は純放射量の増加に伴って直

線的に増加し、温室外気温の上昇は最大で1.3℃であ

った。また、温室外気温は、群落内風速の増加に伴

って指数関数的に減少した。気象観測でも同様の傾

向が示され、地上10ⅿに対するハウス棟上0.5ⅿの気

温差は日射量の増加に伴って増加した。風向に対し

ては周期性が見られ、棟方向に直角の風向となる東

と西寄りの風向で気温差が上昇した。日中の気温差

には季節変化が見られ、夏期に小さく、日中の平均

的昇温効果は、最大で0.6℃と見積もられた。ただし、

日平均では高さ10ⅿよりも約0.2℃低温となり、やや

負の効果といえる。ハウス屋根面のアルベドの日平

均は0.21であった。これらは、植被の異なる農地が

及ぼす熱的影響の比較のためのMIに活用できる。
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⑵ 農地の土地利用方法が気候緩和機能に及ぼす影

響の評価

ア 目 的

市街地より水田地帯で涼しさを感じたり、ビルの

谷間が温かく感じることがある。これらの微気象現

象は種々の大気や地表面の状態によって変化するた

め、土地利用方法が気候緩和効果に及ぼす影響を簡

便なマクロインディケーター（MI）で表現すること

は容易でない。ここでは基本となる局地気象モデル

と微気象モデルを結合した大気・植生結合モデルの

開発と各種植生群落のパラメタリーゼーションを行

い、農地の土地利用方法が改変された場合に予想さ

れる気候緩和効果のモデルによる推定および植生や

気象条件をパラメータとするMIの開発を行う。

イ 研究方法

モデルは Inoue の開発した水稲・畑作物微気象

モデルとKimura の開発した局地気象モデルの結

合による三次元非定常モデルである。これを大気―

植生―土壌結合モデル（CAPS model）と呼ぶこと

にする。座標は地面に沿った非直交座標系（Z 系）

を使い、一連の方程式は中央（前方）差分と松野ス

キームを使って差分方程式に書き換えられた。一方、

微気象モデルの乱流場に関しては level 2の乱流

closure modelを適用し、熱収支に関しては１次元

モデルを基本とし、これを群落内の格子点上に展開

した。大気境界層内の乱流拡散係数は、層別の風速

勾配とリチャードソン数、混合距離等の関数で表さ

れる経験式から求めた 。

CAPS modelの上層大気はKimura と同様に接

地境界層、M 層、自由大気の各層で構成し、下層大

気は植被層、水層、土壌層の３層で構成した。水田、

沼地、河川については３層モデルが適用され、その

他の土地利用については植被層と土壌層の２層モデ

ルが適用された。植被層として、高さ Z ＝１ⅿのモ

デル化された群落を想定した。

ア 地表面の取扱い

土壌水分を含む地表面のパラメタリゼーション

は、熱収支配分を決定するだけでなく、植生のもつ

気候緩和効果の信頼性に係わる。地表面の取扱いは

水田のような灌水状態と畑地のような非灌水状態で

は異なる。前者の場合、土壌は飽和状態にあること

から土壌水分を求める必要はなく、平衡水温と地温

分布を水体の熱収支式および土壌の熱伝導方程式か

ら推定した。後者の場合は非飽和土壌であることか

ら、Philip の不飽和土壌モデルを使った。

イ 土地利用分類

対象地域として、平坦で主に水田地帯からなる利

根川流域の土浦―水海道―柏―龍ヶ崎が選ばれた。

国土地理院発行の土地利用図（1/25000）を使い、約

26㎞四方を20×20に格子分割した。約1.3㎞四方の各

格子から平均標高と土地利用分類を読みとった。土

地利用は図３―52に示すとおり、水田、畑地、草地、

森林、沼地、河川、工場、住宅、ビルの９分類とし

たが、混在している場合には、面積の大きい方に分

類した。全体に占める各土地利用率は水田の36.6％、

畑地27.3％、ビル10.3％、草地8.0％、林地7.5％、

宅地5.5％、河川敷3.0％、沼地1.0％、工場0.7％の

順であった。

ウ 植生関数

過去に報告されている植生群落と微気象パラメー

タに関するデータを収集し、代表的な植生関数を仮

定した。７月の水田は水稲の最大繁茂期で灌水状態

にあることから水位を５㎝と仮定した。７月の畑作

物は葉・茎菜類とした。全ての植生群落、ビル、住

宅は高さ１ⅿのモデル群落に置換した。これによっ

て地表面上の空気力学的特性が変化するため、粗度

長、地面修正量、表（葉）面積指数は等価粗度長、

等価地面修正量、等価表（葉）面積指数で置換して

相似性を保った。

エ 境界条件

数値計算では1996年の地上気象データとAer-

ological dataおよび２カ所の一般気象データから

図３―52 モデル実験の対象とした土浦―水海道

―柏―龍ヶ崎地域の土地利用状況

― ―240



計算に必要な風向、風速、温位、比湿、日射量、ア

ルベド、地温、土壌水分等の時間別月平均値を求め、

初期値や境界条件として計算を開始した。1996年の

７月は下層から上層まで一様に北東風（土浦→柏）

が吹き、晴天日が多かった。

ウ 結果と考察

ア 土地利用分類と二次元気温分布

図３―53は最高気温が出現した12時のキャノピー

内温度分布（Tc）である。キャノピー内温度とは、

群落内の気温と植物（建物）表面温度との平均値で

ある。この二次元温度分布は植物（建物）表面の温

度分布と若干異なり、温度較差は少なくなってより

現実的な分布を呈する。12時の時間帯でみると、土

浦や柏の都市部のビルは温度が最も高く31～34℃で

ある。これと同程度から逆転しているのが畑地や草

地の温度である。植物（建物）の密度等によって風

速や吸収日射量が増減するためと考えられる。逆に

森林や水田、河川、沼地の温度は低くなっている。

土壌水分や植生量が関係しており、昇温程度がボー

エン比で表現できる可能性を示している。

イ 土地利用の改変に伴う気候緩和効果の変化

つぎに気候緩和効果が損なわれる条件として、水

田や沼地が住宅や工場に転用される場合がある。そ

こで、先のモデル実験と同様に1996年の７月の気象

条件の下に、現在の土地利用下でシミュレーション

を行い、領域全体の月平均気温、月平均最高気温、

および平均のボーエン比を求めた。つぎに領域全体

を均一の水田や畑地群落に変えて同様にシミュレー

ションを行い、両者の温度差を検討した。

図３―54は、現在の土地利用下における高さ1.5ⅿ

の気温（◇）と土地利用を改変した場合に推定され

る気温を Bowen ratio比（β）で整理した結果であ

る。実線は月別の日平均気温、破線は月別の日最高

気温である。７月の平均気温をみると、現在の土地

利用下における平均気温は22.77℃（β＝0.87）であ

るのに対して、これより低温となるのが林地、沼地、

河川と水田、ほぼ同じ気温を示したのが住宅と工場、

その他の草地、畑地とビルは高温となった。このと

きの草地と畑地のβは1.40、1.77といずれも1.0を

大きく上回っており、これは従来の結果とほぼ一致

する。低温側に分類される沼地、河川、水田では表

面が水体で被われ蒸発散が旺盛で、林地では大量の

バイオマスによって空間内の気温や地温の上昇が抑

制されるためである。

一方、高温側に分布する草地、畑地、ビルは日射

エネルギーの大部分が顕熱伝達と地中伝導に費やさ

れるため、作物体温および地温が上昇し、群落上の

気温が昇温したと考えられる。当初、建物（住宅、

工場、ビル）の平均気温はさらに上昇すると予想し

たが、蒸散を抑制するだけでは顕著な気温上昇に至

らないことが分かった。都市キャノピー層内のヒー

トアイランドの原因とされる下向きの長波放射の増

大、アルベドの変化による短波放射吸収の増大、建

物の蓄熱および人工熱の放出等がモデル組み込まれ

ていないためと思われる 。

傾向は７月の最高気温についても同様であり、土

地利用の改変に伴う最高気温の変化は図から明らか

なように約２倍大きくなる。たとえば、最も気温の

低い林地と最も高い畑地を平均気温と最高気温で比

較すると、気温差は平均気温で1.1℃、最高気温で

2.6℃となり、温度の上昇効果は最高気温でより顕著

である。この計算結果は、一般に農耕地で観測され

る晴天日の気温日変化から導かれる結論とほぼ一致

する。図中の２つの直線をβで表すと、次式のよう

になり、従来の農業気候指標の一つである Bowen
 

ratioを混在する植生群落上の気温上昇の指標と見

なすことができる。

Tmean＝22.2＋1.68β、Tmax＝22.1＋0.71β.

ここで、Tmean,Tmax；月別気温の平均値と最大

値（℃）である。図３―54から明らかなように、現

図３―53 1996年７月12時の気象条件下におけるキャ

ノピー内温度分布 Tc（群落内気温と植生

（建物）表面温度との平均値）
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在のところ対象地域では水田や林地による温度抑制

効果が十分に働いていると予想されるが、この地域

全体を畑地に改変したと仮定すると、1996年７月の

天候の場合、日平均気温で0.63℃、日最高気温で

1.52℃上昇すると推定される。最高気温で1.52℃の

上昇は人間の生活にも少なからぬ影響を与える。

ウ 体感表示による指標化（MI）

前項でとり上げた Bowen ratioは水田や畑地の

蒸発散の容易さや地表面の湿潤度を表す指標である

が、シミュレーション結果にも適用できることがわ

かった。しかしながら、気候緩和効果の直接的な恩

恵に預かるのは植物だけではなく、地上約1.5ⅿの空

間内を生活圏とする人間である。1960年代の生気象

学の分野では、人体の体感表示についてよく研究さ

れ、不快指数や体感温度といった指標が提案されて

いる 。人体の熱収支に関与する主な気象要素は日

射（輻射）、風速、気温と湿度である。この４要素を

考慮した天気快適指数（weather comfort index）

も提案されているが、計算式の物理的説明が明解で

ないことから、本研究では Linkeの体感温度をMI

の試案とした。

T ＝t－ V＋12×J

ここで T は体感温度、t気温、V風速、J放射量で

ある。図３―53で推定した気象要素から計算した正

午12時の体感温度分布を図３―55に示した。６階級

で示される体感温度をみると、水田よりも河川や沼

地の体感温度が低くなっている。地表面粗度の違い

が風速差を生じ、体感温度を低下させたと考えられ

る。上式から分かるように、風速と日射条件が違う

と、体感温度の数値は大きく変化することから、1996

年７月の気候条件で均一群落を基本に、風速と日射

条件を変化させた場合のシミュレーション結果を図

３―56に示した。水田（左）と畑地（中央）、草地（右）

上の体感温度をみると、日中の最高値はそれぞれ大

きく異なっている。すなわち、強日射条件になると、

平均値が大幅に跳ね上がり、逆に畑地上でも風が強

いと水田上より体感温度が下がると予想される。風

図３―55 1996年７月12時の二次元気温分布に相当す

る Linkeの体感温度分布

図３―54 土地利用の改変に伴って変化する平均気温、最高気温と Bowen
 

ratioβとの関係（1996年７月）

― ―242



速１ⅿ/sの増大は体感温度を約0.7℃引き下げる効

果をもつ。夏季の晴天日を基準に風速と日射条件を

変更した場合の体感指数（MI）の日平均値はつぎの

とおりである。

（水田上のMI）①弱風・強日射時のMI＝21.3℃、

②平均の風速・日射時のMI＝19.7℃、③強風・弱日

射時のMI＝18.8℃.

（畑地上のMI）①弱風・平均日射時のMI＝21.8℃、

②平均の風速・日射時のMI＝20.0℃、③強風・平均

日射時のMI＝19.1℃.

（草地上のMI）①弱風・平均日射時のMI＝21.5℃、

②平均の風速・日射時のMI＝20.2℃、③強風・平均

時のMI＝19.0℃.

エ 要 約

ア 土地利用方法の違いによる気候緩和効果が評

価できる大気―植生―土壌結合モデル（CAPS
 

model）を開発した。1996年の７月の気象条件で数値

実験を行った結果、月平均値の時間別キャノピー温

度およびキャノピー内温度が土地利用分類毎に算出

できた。キャノピー内温度は工場、ビル、住宅、畑

地、草地の順に高く、水田や森林で低かった。これ

は水田や森林で温度抑制効果が強く働いていること

の現われである。

イ 土地利用方法を現況の混合群落から均一群落

に変えてシミュレーションを行った結果、各々の土

地利用分類毎の月別の平均気温と最高気温がボーエ

ン比で整理でき、推定式を求めた。現在の混合群落

との比較などから、土浦―水海道―柏―龍ヶ崎の地

域では気温上昇を抑制する緩和効果が十分に作用し

ており、この地域をすべて畑地に改変したとすると、

７月で0.63℃の平均気温の上昇が見込まれる。

ウ CAPS modelで推定された高さ1.5ⅿの気

温、風速と日射量を使って、Linkeの体感温度を計算

したところ、人間が弱風条件や強日射条件で受ける

感覚は Linkeの体感温度でよく表現できた。たとえ

ば、水田上の体感温度がいつも低いわけではなく、

弱風の場合、強風時の畑地より高温状態を示した。
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（井上君夫、中園 江、川方俊和）

３．大気環境に関わるMIの策定

⑴ 農耕地からの微量ガスの発生・吸収量の評価

ア 目 的

1997年12月に開催された地球温暖化防止京都会議

（COP3）で、二酸化炭素（CO）、メタン（CH ）、

亜酸化窒素（N O）など６つの温室効果ガスについ

て、その人為発生源からの排出量を削減することが

決定され、2001年11月のボン会議（COP6）で、具体

的な削減内容が検討された。農地は、これらの温室

効果ガスの主要な発生・吸収源の一つで、今後の削

減方法を検討するためにも、CO、CH 、N Oの発

生・吸収量を総合評価する必要がある。本研究では、

日本の水田、畑地からのこれらの温室効果ガスの年

間発生・吸収量を、既存の資料を収集して把握する

図３―56 1996年７月の気候条件を基本に、風速と日

射条件を変化させた時の体感温度（z＊＝

1.5ⅿ）、（左）水田上、（中央）畑地上、（右）

草地上
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とともに、推定手法を開発し、温暖化ポテンシャル

（GWP）を用いて同一尺度で定量比較し、総合的に

評価する。

イ 研究方法

ア 水田と畑地で測定された上記３つの温室効果

ガスの年間発生・吸収量の資料を収集した。水田か

らの CH と畑地からのN Oの発生測定は、全国の

農業試験場で1992～1994年の３年間実施された

が、その他のデータはつくばおよびその周辺の１地

点でしか測定例 がなかった。なお、これらの測定

場所や期間は同一ではなかった。

イ 水田と畑地における温室効果ガス発生量の推

定手法を開発するとともに、これらの発生量を同一

尺度で定量比較するため、温暖化ポテンシャル

（GWP）を用いて CO等価発生・吸収量に換算し

た。なお、CO推定法については全国でつくばのデー

タしかないので、対象とせず、また、水田からの CH

推定法についてはすでに IPCCで開発されているの

で、主にN Oについて検討した。具体的には、作目

別に推定された化学窒素肥料と有機質資材（有機質

肥料と堆肥化資材）による農地への窒素投入量 を

もとにして、作目別の栽培面積 およびN O排出係

数 を既存資料から求めた。

ウ COについては、測定された炭素収支をもと

に農地から系外へ放出される量を用いた。

ウ 結 果

ア 農地からのN Oと水田からの CH 発生量推

定手法

ａ 農地からのN O発生量

畑地からのN O発生要因は、投入される窒素の

種類と量、栽培作物、農地の土壌タイプ、土壌水分、

地温などである。N O発生量推定式⑴を開発した。

N O排出係数は全国調査結果 を主に用い、有機質

資材による排出係数は化学窒素肥料と等しいと仮定

した。この推定は、IPCCの手法を作目別に行ってい

るが、IPCCが要求している窒素固定作物、作物残さ

からの発生量は対象外とした。

F(N O)＝(44/28)＊∑ ∑(Nij＊ Eij＊Ai)/10

⑴

F(N O）：農耕地からの亜酸化窒素発生量（GgN

O/年）

Ｎ：作目別の農地への投入窒素量（gN m ）

Ｅ：作目別の投入窒素量に対する亜酸化窒素の発

生割合（N O-N/N）

Ａ：作目別の栽培面積（㎡）

ｉ：投入窒素の種類（n＝2：化学窒素肥料、有機

質資材（有機質肥料、堆肥化資材））

ｊ：作目の種類（n＝13：水田、麦、馬鈴薯、かん

しょ、雑穀、豆類、野菜、果樹、茶、桑、葉たば

こ、工芸作物、飼料作物）

1998年における畑地へ投入された化学窒素肥料、

有機質資材および水田への化学窒素肥料由来のN

O発生量は、各3.73、2.58、0.94GgN/年と推定され

た。なお、水田への有機質資材による発生量は、測

定例がない。

ｂ 水田からの CH 発生量

水田からの CH 発生量については、すでに IPCC

で推定手法が提示されており、有機物の施用と水管

理を考慮することが示されている。今回の推定手法

では、これまでの全国調査で土壌タイプによって大

きく変化することが明らかになっているので、IPCC

の手法にさらに土壌タイプを加えて、式⑵に示した。

F(CH )＝∑(Ai＊ Ei＊ fo＊ fw)/10 ⑵

F（CH ）：日本全体の水田からのメタン発生量

（GgCH /年）

Ａ：土壌タイプ別水田面積（㎡）

Ｅ：土壌タイプ別メタン排出係数（gCH m /年）

fo：有機物係数

fw：水管理係数

ｉ：土壌タイプ（n＝5：黒ボク土、黄色土、低地

土、グライ土、泥炭土）

全国調査から、慣行の水管理で稲わらを秋にすき

こんだ水田からの平均 CH 排出係数は18.1gCH

m /年で、稲わらのすきこみ割合などを考慮して 、

1998年の CH 発生量は283GgCH /年と推定された。

イ 水田と畑地における温室効果ガス発生量

上記の結果と、水田および畑地での CO（炭素収

支）の年間発生量（22.3gCm 、291gCm ） と畑

地での年間 CH 吸収量（－0.203gCH m ） を、

GWPを用いて CO等価発生量に換算し、表３―33

に示した。日本の水田および畑地からの CO，CH ，

N O発生量は、それぞれ、29.9、5.84、3.53COTg/

年と推定され、温室効果ガスの総発生量に対する寄

与割合は、COが最大で、CH 、N Oの順に小さく

なった。
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エ 考 察

ア ３種類の温室効果ガスの発生・吸収量の寄与

割合は、同一圃場で年間を通した測定例がないので、

定量的な検討はできない。表３―33から定性的には、

水田では CH が、畑地では COが、最も寄与してい

る。さらに、水田と畑地とを比較すると、畑地 CO

の寄与が大きいと推測される。これは、好気的な状

態の畑地では、嫌気的な状態の水田よりも有機物分

解が多いためである。なお、つくばの調査圃場の畑

地は、以前は森林であり畑地の期間が相対的に短い

ので、森林土壌で蓄積されていた有機物分解による

COの発生が加わっている可能性が大きく、つくば

より長期間の畑地と比較すると、CO発生量が過大

に評価されていると推測される。

イ 水田からの CH 発生量推定手法については、

土壌タイプによって CH 発生量が３倍も異なるこ

とがわかったので、土壌タイプを発生要因の一つと

して、正式に採用した。

ウ 農地からのN Oでは、作目別に計算をして

おり、この点が新しい。水稲や野菜を別にすれば、

作物によって、栽培地域、肥培管理、気候などが異

なるので、これらの要因は、作目の栽培管理に反映

されていると考えられる。しかし、有機質資材の排

出係数などの実測値は少ないので、不確実性は大き

く、また農作物残さや窒素固定作物からの発生を考

慮していないので、今回の推定は過小評価であると

推測される。

オ 今後の課題

水田と畑地の COと畑地の CH は１地点だけの

測定値であり、また水田に投入された有機質資材か

らのN O発生量は計算されていないので、これら

の数値の不確実性は大きい。さらに、水田圃場での

年間を通した炭素収支とN O発生量、及び畑土壌

での年間を通した炭素収支と CH 吸収量の実測デ

ータが日本全体で数例以下と非常に少ない。農地か

らの温室効果ガス総発生量の不確実性は大きく、代

表的な地点での調査研究が必要である。

カ 要 約

日本の農地からのN O発生量を作目別に推定す

る手法を開発し、また、CH の発生量推定手法に土壌

タイプを加えて、これらを用いた推定量と既存の農

地からの COと畑地からの CH 発生・吸収量を、温

暖化ポテンシャルを用いて CO等価発生量に換算

して同一尺度で比較した。

キ 文 献
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⑵ 森林における二酸化炭素等温室効果ガスの発

生・吸収量の評価

ア 目 的

地球環境問題の顕在化にともない、地上生態系を

担う森林の気象環境との相互作用に関する研究の重

要性は高まるばかりである。森林は地球規模で二酸

化炭素 COのシンクとして機能していることが明

らかにされつつあり、また他の微量温室効果ガス等

のシンクである可能性も示唆されている。大気―森

林間における温室効果ガスの収支や輸送過程につい

ては、実測では COの調査が試みられているに過ぎ

表３―33 日本の農地における温室効果ガスの CO

等価発生・吸収量による総合評価
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ない。本研究では大気―森林間の COと微量温室効

果ガスの収支を実測し、発生吸収量の評価を行うと

ともに、森林が全球的な大気質に与える影響を評価

する。

イ 研究方法

埼玉県川越市に所在する森林総合研究所川越森林

気象試験地（北緯35°20’、東経139°29’）の落葉広葉樹

林に高さ25ⅿの観測用タワーを設置して、COフラ

ックスを観測した。主な構成樹種はサクラ、コナラ、

リョウブ、アカシデ等で、関東の平野部にある一般

的な雑木林に準ずる。平均胸高直径は11.8㎝、平均

樹高10.9ⅿ、樹冠面の高さ約15ⅿであった（1997年）。

COフラックスの測定には渦相関法を適用した。

超音波風速温度計、Open-Path型赤外線H O・CO

変動計を地上20ⅿに設置し、風速と CO濃度の変動

を測定した。同高度に設けた吸入口から大気を地上

部まで吸引し、Closed-Path型 COアナライザーを

用いて CO濃度の絶対値も測定した。

平成８年度は渦相関法を主体とした直接測定法

を用いて、COの長期連続観測を目指した測定法の

適性化を図った。平成９年度は前年度に確立した連

続測定法を適用し、森林―大気間の CO収支評価の

ため、COフラックスの長期連続・直接測定を継続し

た。平成10年度は、前年度から開始した COフラッ

クスの長期連続・直接測定を継続し、実測値を基に

年間の CO収支算定を試みた。

ウ 結 果

ア Closed-Pathを持つ安定した COアナライザ

ーを供用し、長期間のフラックス連続測定の手法を

開発し適性化を行なった。

イ 森林上の COフラックスの日変化・季節変化

等の動態を直接測定法を用いて明らかにした。

ウ COフラックスの長期連続測定により、当該

森林が COのシンクであることを明らかにした。

エ 考 察

COの発生吸収量の評価を行うためには、これら

気体の収支を長期間に渡り測定する必要がある。フ

ラックスの測定方法は種々あるが、現在では風速や

その他の物理量変動値をもって算出する渦相関法が

適用されることが多い。使用されるOpen-Path型の

赤外線H O・CO変動計は微細な濃度変動を測定で

きるが、構造的な問題から長期連続観測には不向き

である。大きく高い群落構造を持つ森林上では、輸

送に寄与する渦が大きく、高周波の精度は問われな

いと考えた。Closed-Pathを持つ安定した COアナ

ライザーを試用し、長期間のフラックス連続測定の

手法開発と適性化を試みた。図３―57にOpen-Path

型（E009E）および Closed-Path型（LI6252）で測

定した CO濃度の変動値と、パワースペクトルを示

した。変動値の比較から、Closed-Path型でも濃度変

動に良く追随していることが分る。概ね10秒以上の

周期を持つ濃度変動に対して、用いた Closed-Path

型アナライザーは十分な応答性を持つ。一方、COフ

ラックスに寄与する大気中の渦はかなり大きく、

10 Hzより長周期側にあった（図３―58）。COフ

ラックスの日変化の例（図３―59）にも見られるよ

うに、異なった２つのセンサーを用いて測定した値

はほぼ同じ傾向で変化した。以上の結果から、森林

樹冠上の COフラックスの測定では Closed-Path

を持つ分析計を使用できることが示された。この型

の分析計の適用により COフラックスの長期連続

観測が可能になり、測定の実施に移行した。

図３―60に同試験地の落葉広葉樹林冠上の CO

フラックスの長期連続観測の結果を示した 。観測

図３―57
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始期の初夏から落葉する秋期までの生育期間には下

向きの COフラックスが卓越した。この下向きフラ

ックスは初夏には大きく、晩秋期に向って減少して

いった。下向きの強い COフラックスは森林群落に

よる CO固定に起因すると考える他なく、当該林が

この時期に COシンクとなっていることを示す。そ

の後、晩秋からは上向きの COフラックスが卓越す

るようになった。落葉した広葉樹林では CO固定能

がなくなり、生育期では葉による固定を受けていた

土壌呼吸や幹部の呼吸に由来する COが群落から

大気に放出されるようになったことに起因すると考

えられた。この時期、森林は COソースであると評

価される。98年春期には前年とほぼ同様にフラック

スは負に転じ初夏に向けて強くなった。

図３―61に、森林がシンク/ソースであったかを表

す月別の平均日フラックスを示した 。図３―62に

は97年６月１日から翌98年５月31日までの積算

COフラックスの変化を示した。年間積算フラック

スは－357gCm と算定された。当該林では堆肥材料

として落葉枝を林外に持ち出すので、この値は炭素

固定のポテンシャルを示す値として位置付けられ

る。このように COフラックスの長期連続・直接測

定を継続して行なうことにより、実測値を基に年間

の CO収支算定を試みることが可能となった。

オ 今後の課題

本研究は長期連続の直接測定法（渦相関法）によ

り森林の年間炭素収支を測定した初の例であり、こ

こで培われた手法等は今後全国に展開する森林炭素

収支測定の基礎となる。森林による炭素固定につい

ては大気―森林間の収支が一義的であり、土壌炭素

の収支や樹木現存量の増加、あるいは植物の呼吸損

図３―59

図３―60

図３―61

図３―62

図３―58
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失等のコンパートメント毎の研究も重要である。森

林のより詳細な炭素収支解明のため、これら各コン

パートメントにおける炭素循環過程の検討が望まれ

る。

カ 要 約

大気―森林間の COと微量温室効果ガスの収支

を実測し発生吸収量を評価し、森林が全球的な大気

質に与える影響を評価した。具体的には、Closed-

Pathを持つ安定した COアナライザーを供用し、

長期間のフラックス連続測定の手法を開発し適性化

を行なった。森林上の COフラックスの日変化・季

節変化等の動態を直接測定法を用いて明らかにし、

当該森林が COのシンクであることを明らかにし

た。

キ 文 献
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第４章 農林地の景観等に関わるMIの策定

１．農林地の景観の即地的計量的評価

⑴ 景観構造の類型化とその評価の特性解明

ア 目 的

農村の持つ環境保全機能の１つである景観機能の

評価は、心理的側面を含むため、即物的、客観的な

評価が難しく、その科学的評価手法の開発が遅れて

いる。一方、人間関係が複雑となり、「心のゆとり」

が重視される今日、景観機能の重要性は大きくなっ

ている。実際にヨーロッパ諸国では、すでに農業施

策の中に景観機能保全を組み入れている国々もあ

り、その指標化がWTOやOECDなどを中心に急が

れている。本研究では、まず日本全域を対象とした

マクロスケールでの景観からみた地域区分を行う。

また、代表的な水田地域および畑地域を対象とした、

メソスケールでの景観構造と評価との関係を明らか

にし、農耕地景観をマクロ的に評価する指標（MI）

を策定し、さらに、汎用的な景観評価のフレームを

開発する。

イ 研究方法

市町村を単位にした景観の地域類型化、地域住民

のアンケート調査による水田・畑地景観評価構造の

解析と景観評価指標（MI）の策定、MIを利用した

農耕地の景観評価マップの作成とその妥当性評価お

よびこれら全体を通して農村景観評価指標（MI）を

策定するためのフレームを構築する。個々の研究の

相互関係を図３―63に示した。以下、個別研究（図

３―63の①～⑥）の方法の概略を示す。

①国土数値情報により全国市町村の景観構造を類

型区分するとともに、市町村の農政担当者を対象と

したアンケート調査A（有効回答率71.5％、11、576

票）により重要な景観構成要素を解明した。

②水田を中心とした景観の評価構造を解明するた

め埼玉県内11地点を対象に、好ましい景観の評価構

造、好ましくない要素を調査 B（被験者91名を対象

地に同行、有効回答率100％）で求めた 。

③畑地景観について群馬県内の６地点を対象にア

ンケート調査 C（有効回答率44.7％、447票）により

求めた 。

④関東地方の代表的水田および畑地景観（各５地

点）に対する主要因子の評価をアンケート調査 D（埼

玉県内の川口市、川越市、川島町、小川町、荒川村、

大滝村計2,500名対象。有効回答率44.0％、1,101票）

により求め、評価構造と地点特性関係の一般性を検

証した。

⑤上記の結果から、景観指標の概念式を求めた。

⑥筑波大学生（84名）を対象としたアンケート調

査 Eのランキングに基づき、国土数値情報を用いて

農耕地卓越地域の景観評価図を作成した。

ウ 結 果

ア 地形分類と土地利用区分の面積率を変数とし

て主成分分析（SPSS）を行った。６～10クラスタを

発生させる５通りの解析のうち、８クラスタによる

ものが最も妥当なデータ集約をなしていると判断さ

れたのでこの８種を景観類型とした。アンケート調

査Aの結果は「水田」と「河川・湖沼」は、全類型

を通じて重要と評価されるが、なかでも平地農村で

とくに重要視されている。「畑地」や「屋敷林」は主

に平場農村で、「自然林」や「集落」は丘陵地や山地

が卓越する農村で重要視されている。樹園地はとく

に樹園地の多く分布した「山地・樹園地」型で評価

が高い。以上の結果は、各々の類型を特徴づける景

観構成要素が、景観保全上重要視されていることを

示している。（表３―34）

イ アンケート調査 B の結果得られた91票の有

効回答について、選好理由に関する回答を変数とす
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る主成分分析を行なった。その結果、第２主成分ま

での累積寄与率が９割を越えたので、この２個の主

成分を抽出した。各主成分における11地点の得点か

ら、第１主成分は「広がり感」を表し、第２主成分

は「自然感」を表すものと解釈できた（表３―35）。

すなわち、水田景観の評価軸はこれら２要因に集約

できる。また、対象11地点の選好度と、第１主成分

に関する主成分得点との間に、高い相関が認められ

た。すなわち、水田景観の好ましさは、とくに「広

がり感」に強く規定されると考えられた。さらに、

第１主成分得点と第２主成分得点の関係から、選好

度を規定する上で「自然感」が「広がり感」を補完

するものとなっていると考えられた。

次に、景観の選好度と、景観構成上好ましい要素

と好ましくない要素との関係を検討した。好ましい

要素としては水田、森林、山、丘陵などの面的広が

りをもつ植被地が、好ましくない要素としては電

柱・電線、住宅（新興住宅）、ガードレールなどの点・

線的な人工物が、各々指摘された。好ましい景観構

成要素の選択率と景観の選好度との間には有意な相

関関係が認められなかった。一方、好ましくない要

素のうちとくに電柱・電線と住宅は、両者の選択率

をあわせた値が選好度と負の相関をもつ（Pearson

の相関係数；－0.79、1％水準で有意）ことから、景

観評価は好ましくない景観構成要素、とくに電柱・

電線や住宅に規定されている（表３―36）。

ウ アンケート調査 C の選好理由に関する主成

分分析を行なった結果、畑地景観は３つの主成分に

よって大部分説明された（表３―37）。すなわち好ま

れる畑地景観は、第１主成分（整然、開放的）か第

２主成分（生き物が多い、伝統的）のどちらか一方

の主成分得点が高い景観であること。また、第３主

成分（人の気配）は第１および第２主成分の補助的

役割を果たしていることが明らかとなった。また、

景観構成上好ましい要素と好ましくない要素と選好

度との関係では、水田とほぼ同様の結果が得られた。

エ 農耕地（水田、畑地域）における景観構造の

一般性を評価するため、「広がり感」、「自然感」、「伝

表３―34 地域類型別にみた景観構成要素の重要度評価（アンケートA調査結果）

表３―35 水田景観の選好理由に関する主成分分析結

果

表３―36 景観構成要素の選択率（水田、アンケート

B調査結果）
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統感」の３成分の評価構造と地点特性の関係の一般

性を調査 Dにより検証した。その結果、農耕地が平

地に立地する場合と山間に位置する場合では評価構

造が異なること、平地に立地する農耕地では被験者

による評価のバラツキが小さく、かつ、３成分に対

する評価が連動することが明らかとなった（表３―

38）。

オ 以上の結果から、水田および畑地を主とする

農耕地の景観は次の概念式で評価できた。

MI＝f(O、N、T)＋f(N、T)－f(A)

ここで、O：広がり感、N：自然感、T：伝統感、

A：点・線的人工構造物

また、平地農耕地が持つ景観保全機能の評価式とし

て次式を策定した。

〔平地農耕地の景観保全機能〕＝f（開放感＋自然

感・伝統感）－f（点的・線的人工構造物）

カ 上式に地理情報を適用すればマクロスケール

の評価が可能となる。ここでは、国土数値情報３次

メッシュ・データを用い、「広がり感」に水田または

畑地の面積率を、「自然感・伝統感」に森林面積率を、

「点・線的人工構造物」に建物用地面積率と道路密

度を適用した結果、関東地方における水田または畑

地の卓越するメッシュを３段階で評価することが妥

当であると確認できた（調査 E、図３―64）。

エ 考 察

水田、畑地とも中山間地域の傾斜地では、広がり

感と自然感・伝統感が連動せず、第２主成分 f2（N、

T）が重要な役割を果たすしていることが明らかと

なった。この第２主成分は被験者の生活環境、職業、

価値観等に大きく影響されることが推定された。

オ 今後の課題

これまでの一般的な評価に加え、観光旅行、レク

リェーション・保健休養、居住快適性等目的の違い

による景観評価の相違を明らかにし、地域の環境管

理計画に利用し易くする必要がある。

カ 要 約

地域住民を中心に５種類の農村景観に関するアン

ケート調査を行い、全国の市町村を８種類の景観に

類型化した。水田および畑地の景観評価構造はプラ

ス要因としての開放感と自然感・伝統感、マイナス

要因としての電柱・ガードレール等の人工構築物な

どがあり、これらを基に評価指標（MI）を策定した。

この指標と国土数値情報とを使って、関東地方の農

耕地景観評価マップを作成した。また、これらの作

業を通して景観指標策定のための３ステップ（類型

化、アンケートによる評価構造の決定、評価構造の

属地情報への置き換え）のフーレムを策定した。

キ 文 献

表３―37 畑地景観の選好理由に関する主成分分析結

果

表３―38 好ましい景観の３因子と地点特性との関係

図３―64 農耕地の景観評価マップ（関東地方）
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１)松本聡・横張真・加藤好武・山本勝利（1999），

畑地景観保全のための地域住民による畑地景観の

評価構造の把握，農村計画学会論文集，Vol.1：49

-54

２)田野倉直子・横張真・加藤好武・山本勝利（1999），

地元住民による水田景観の認知構造，ランドスケ

ープ研究62⑸：727-732

（加藤好武、横張 真、山本勝利）

⑵ 農村地域の景観特性の解明とそのアメニティ評

価手法の開発

ア 目 的

中山間に位置する農業集落の各種対象（緑、水、

圃場、地形、施設等）が、アメニティ環境として評

価されるのは、どのような条件（各種属性、自然、

生活・生産、DID地域との距離等）なのかを明らか

とする。また、環境と評価の関係の変遷過程をシス

テマチックにとらえ直し（環境と評価の連動関係を

解明する）、現在の中山間農業集落の環境特性を生か

した具体的整備方策を検討する。

イ 研究方法

ア 調査対象地の選定

長野県高森町を調査対象地に選定した（図３―65、

３―66）。高森町は以下の特徴を有しているため、属

性別の意識評価の異同が明確になると判断した。

①実質的に中山間地域として認識されている：

中央アルプスと南アルプスに囲まれた地域（可住

地傾斜1/9）で、山林や農地が多い土地利用（田14％、

畑24％、宅地10％、山林53％）である。

②環境整備の実績がある：

花いっぱい推進事業、婦人ふるさとづくり事業、

景観整備、カヌーによるまちづくり推進事業等環境

整備を実施している。

③環境整備に対する住民意識が高い：

住民参加型のまちづくりを行っており、平成10年

３月に自治大臣賞を受賞（住民参加型まちづくり部

門）している。

④同一自治体内に環境の違いが認められる：

歴史的に同じような経緯を辿ってきた地域が、近

年環境の変遷を経て多様な環境が創出（隣接する市

のベッドタウン、国道沿いに大型店舗の建設等）さ

れた地域である。

イ 調査方法と研究の範囲

環境評価に大きな影響を与えるであろうと想定さ

れる代表的環境要素として、緑、水、圃場、地形、

施設等を取り上げた。こうした対象を地域住民がど

のように認識し、評価しているかをアンケート調査

を主体として把握した。なお、被験者にインスタン

トカメラを持たせ、環境・景観上好ましいと思われ

るポイントを撮影させ、その対象の出現割合を分析

する写真撮影法による評価も補足的に実施した。

ウ 結 果

ア 施設構造物に関する高森町住民の意識の違い

施設構造物は、景観を変えるのはもとより周辺の

環境に影響を与え、人々にイメージとして記憶され

やすい。特に住民にとって身近な施設である、①道

路及び沿道施設、②居住関連施設、③水路及び水辺

周辺施設等を題材に、施設に対するアンケート意識

調査を行った。

ａ 施設構造物に対する選好性の結果（表３―39）

①道路及び沿道施設については、全体的に児童層

も中高年層も同様の評価傾向を示した。具体的には、

歩道のあるアスファルトの直線道で沿道の栅は本物

の木といった組み合わせをプラスにイメージしてい

図３―66 高森町の断面（図１Ａ）と土地利用の模式

図

図３―65 地区位置図
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る。法面については、中高年層は芝生を、児童層は

レリーフと芝生を選好している。

②居住施設等については、児童層はカナディア

ン・ハウスといった現代風の施設に対し、中高年層

は和風建築に対し選好性がみられる。それ以外では、

中高年層、児童層ともに住居は散在し、広場は芝生

が生え、公園の遊具は木でできたもので、花壇の花

よりは自然の花が望まれている。

③水路及び水辺周辺施設等については、児童層が

フェンスのある施設を選好したが、中高年層はフェ

ンスのない施設を選好した。また、中高年層、児童

層ともに、自然のままの河川護岸や水路を望み、新

しい橋梁を望んでいる。

ｂ 施設に対する選好と地域景観に関する調和度

の評価結果（表３―40）

中高年層は、施設が周囲の景観と調和しているほ

ど好ましいという評価を与えた。これに対し児童層

は、施設が周囲の景観と調和していることと、その

施設が好ましいかどうかとの判断は一致せず、近代

的施設を好ましいとする傾向にある。

中高年層と児童層とで「好ましくない」という評

価が一致したものは、山麓にある黄色の「橋梁」及

び「センテナリアン」であった。

イ 写真撮影法による評価対象の相違

前出 a及び bの選択調査（被験者が与えられた選

択肢から選ぶ）とは別に、自らの意志で回答を引き

出す写真撮影調査を実施した。具体的には、被験者

が地区内で自由に歩き回り、環境や景観上好ましい

と思うポイントを撮影した。

対象者は牛牧地区の中高年層（20人）と児童層（19

人）である。なお撮影枚数は、中高年層が137枚、児

童層が138枚であった。これらのうち、各撮影対象の

出現割合を図３―67に示す。

中高年層は「寺社・仏閣」「町並・家並」「施設」

の順に撮影（出現）割合が多く、これらはいずれも

施設構造物である。一方、児童層は、「木」「水田・

畑地」「川や池の生物」の順に撮影（出現）割合が多

く、自然や生物を撮影対象としていた。

これらのことは、中高年層は対象を歴史的背景、

連続的景観、利用面から評価し、対象とその背景に

あるものを関連づけて評価したと考えられる。一方、

表３―40 施設に対する選好及び地域景観への調和度

評価（単位：％）

表３―39 施設構造物に対する選好調査結果

図３―67 写真撮影対象割合
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児童層は、直接触れて自由な体験ができる自然環境、

つまり身近で接する機会の多い対象それ自体を評価

したと考えられる。

ウ 地区特性の相違とアメニティ評価の相違

まちづくりシンポウムに参加した約90人にアンケ

ート用紙を配付し、終了時に回収した。回答は55人

から得られ、男性37人、女性16人、性別未記入２人、

年齢別内訳は、30代４人、40代13人、50代６人、60

代23人、70代３人、未記入６人であった。

分析は、町内を立地条件から①中心的地区（下市

田地区及び上市田地区）、②中間的地区（吉田地区、

出原地区及び山吹地区）、③辺地的地区（牛牧地区及

び大島山地区）に分類したところ、結果に主な相違

が見られた項目は次の点である。

ａ 住民が地域環境で変化を感じるものは、中心

的地区では道路の改修、新設、中間的地区では道路

の改修、新設、大形施設の建設、圃場の転用、辺地

的地区では圃場の転用であった（図３―68）。

ｂ 環境や景観の良さを感じているものは、中心

的地区では、田畑・果樹園、山林、動植物に多く、

若干ではあるが公園・広場、遊べる水辺環境もみら

れる。中間的地区では、田畑・果樹園、公園・広場

については中心的地区と同様に多く、つづいて山林、

町並みや家並みで、動植物に関しては極めて少ない。

辺地的地区では特に田畑・果樹園、山林、動植物に

多かった他、町並みや家並みもあった（図３―69）。

ｃ 立地条件属性に特に関心があるものは、中心

的地区：道路、住環境（騒音・空気）、公園や施設、

動植物、水辺環境、中間的地区：公園や施設、町並

みや家並み、水辺環境、土地利用、辺地的地区：農

地、山林、動植物である。

ｄ 住民が必要性を感じている地域環境構成要素

は、中心的地区では運動広場や商店、中間的地区で

は体験農園や自然公園、辺地的地区ではほ場や商店

であり、立地条件属性別の地域環境意識を把握する

指標には、住環境（騒音・空気）、運動広場、商店、

体験農園・自然公園、ほ場、動植物、水辺環境があ

る（図３―70）。

ｅ 以上から、立地条件属性別の環境特性と検討

すべき整備方向は、図３―71のとおりである。中山

間地域の１市町村の中でも地域により環境の変化や

住民の環境意識に相違があり、これら環境特性をふ

まえて整備方向を検討することが、住民の環境向上

のために必要である。

エ 考 察

属性別の意識調査から、中山間に位置する農業集

落の地域環境を構成する代表的要素が地域住民によ

ってどのように認識されているかが事例的に明らか

図３―69 環境や景観の良さを感じるもの

図３―68 地域環境の変化を感じるもの

図３―71 中山間地域の地区分類別環境意識と検討す

べき整備の方向

図３―70 必要性を感じる地域環境構成要素
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になった。また、それが地域特性とどのように関わ

っているかについて考察することで、住民が必要と

感じる地域環境構成要素を指標として把握できた。

指標として把握することは、中山間農業集落の環境

特性をふまえた地域環境整備方向を策定するに当た

り必要不可欠であるといえる。

地域環境整備の目的は、地域住民を主人公とした

定住環境の創出であることから、住民の意向が反映

されたものでなければならない。地域にとって有用

な環境整備は、①誰を対象に整備をするのか、②ど

んな整備方向を目指すのか、など住民の立場に立っ

たきめ細かな検討を第一に考慮する必要がある。

調査・計画づくりの段階において、こうした地域

の主人公である住民の意識あるいは関係者の意識を

十分に踏まえることは、その後の地域の運営・管理

を円滑に行うための不可欠な条件といえる。

オ 今後の課題

地域環境の創出に先立ち住民の意識調査を行う場

合には、地域別の社会的指標を捉え、地域環境の変

遷に対応して住民属性を細分化するなど、多様な属

性区分方法を検討する必要がある。

カ 要 約

中山間地域住民の地域環境に対する意識は、同一

の自治体内でも年齢・立地条件等の属性区分によっ

て異なる。これら立地条件別の地域環境に対する意

識の相違に基づいて整備方向を検討することが、地

域環境の向上に必要である。住民の立地条件属性別

に必要性を感じている地域環境構成要素を把握する

指標には、住環境（騒音・空気）、運動広場、商店、

体験農園・自然公園、圃場、動植物、水辺環境があ

る。

キ 文 献

１)石川英夫（1991），環境問題と農村空間，㈶農林

統計協会：29-93

２)窪谷順次（1988），現代地域計画論，㈶農林統計

協会：141-195

３)冨田正彦（1984），現代農村計画論，㈶東京大学

出版会：125-148

（小嶋義次）

⑶ 農林業及び自然的要因が農林地の景観形成機能

に与える影響の解析

ア 目 的

農林地の景観形成機能は、農林業による人為的な

営みによる要因と、植物の生長や季節変化などの自

然的要因によって規定される。農林業が環境に与え

る影響を客観的に評価するためには、これらの要因

を含めた景観形成機能についても適切に考慮する必

要がある。そこで、人為が関与した農林地の景観資

源に関するデータ（土地利用、植生、ランドスケー

プ・パターンなど）ならびに自然的要因に関わる農

林地の景観資源に関するデータ（天候変化、季節変

化など）を用い、森林景観資源を適切に評価する手

法を開発し、指標化する。

イ 研究方法

ア 滋賀県湖西地域、京都府美山町、京都府丹後

半島を事例対象地として、農林業による土地利用が

地域の森林景観にとってどれくらいのウェイトを持

っているのかを明らかにするため、被視ポテンシャ

ルを指標とした解析を行った。数値地形モデルは国

土数値情報による250ⅿグリッドの標高データをも

とに作成した。土地被覆の情報としては、国土数値

情報の３次メッシュ単位の土地利用別面積から図３

―72の手順で７種に類型区分し、景観タイプとして

用いた。また、景観タイプを植生の面から補足する

ため、３次メッシュ現存植生データの自然度を使用

した。被視ポテンシャル値の計算にあたっては、景

観タイプごとに視点としての機能をあらわす視点ウ

ェイト値を定め、農林業的土地利用が森林景観形成

機能の中で占める比重を検討した。

イ 森林景観の季節変化を計量心理実験からとら

えるために、その実験供試材料として、本所試験林

内のコナラ林を対象とした正午時点の24時間インタ

ーバル写真撮影を、１年間通して行った。得られた

365枚の写真に対し色調などを調整した後、心象評価

実験に用いた。実験は⒜天候および春夏秋冬の各季

節における森林景観の変化に対する認識と評価の変

化、⒝年間を通した森林景観にわけて行った。被験

者は30名（年間実験は欠員１名）で、両実験におい

て同一の被験者を対象とした。

ウ 前項の落葉広葉樹林における季節・天候別の

景観評価の相対的変動を被視ポテンシャルモデルに

組み込むため、季節・天候別の景観評価値の変動、

既存の気象データおよび国民のレジャー動態をもと

に、落葉広葉樹林の季節性が、年間の総合的な景観

形成機能にどの程度の影響を与えるかを評価した。
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すなわち、落葉広葉樹林における季節・天候別景観

評価の相対的変動についてフェノロジー（季節変動）

モデルを設定し、また、月別の晴天、曇天日数を

1987～1996年の平均気象データから算出し、さらに、

観光動向に関する統計資料をもとに、月別の自然系

レジャー参加者数（相対値）を明らかにして、景観

形成機能の年間の季節変動を評価した。季節性のな

い常緑樹林についても、仮想フェノロジーモデルを

設定し、上と同様に年間の季節変動を評価して落葉

樹林の場合と比較した。なお、以下で「景観評価値」

とは、心理実験を通して得られた景観画像に対する

評価値を意味し、「景観形成機能評価値（もしくは機

能評価値）」とは、林地が社会との関係の中で発揮し

うる景観的な機能の評価値を意味する。

エ 被視ポテンシャルモデルおよび景観形成機能

フェノロジーモデルから、広域スケールでの森林の

景観形成機能評価についてマクロインディケーター

MIを提案する。

ウ 結 果

ア 被視ポテンシャルによる農林地の景観形成機

能評価

250ⅿグリッドのある一点（座標（x，y））の被視

ポテンシャルVxyは次のような式で表される。

Vxy＝ΣWi・Σ(Ji(u,v)・D)

Wi：土地利用 iの視点ウェイト

Ji（u，v）：土地利用が iの座標（u，v）と（x，

y）の間の可視判定関数、可視なら J＝１、不可視

なら J＝０

D：座標（u，v）と（x，y）の間の視距離判定関

数、６㎞以内なら D＝１、６㎞を超えると D＝０

Vを土地利用形態および自然度ごとに合計した

ものを表３―41上段に示す。中段には土地利用ごと

のグリッド数、下段にはグリッド当たりの被視ポテ

ンシャル値を示す。ここでは中山間の農林業に直接

関係すると考えられる景観タイプだけを取り上げ

た。地形状況や産業構造の違いにともない、地域ご

とに各景観タイプの景観的な比重が異なる。山地の

標高が地域全体で比較的低く、小集落が散在する形

の丹後半島地域では、山間小規模開発地の景観的な

ウェイトが高い。逆に低地から山地上部までの標高

差が大きく、平野から台地部に集落や農地が集まる

滋賀西部では山間農地・集落のウェイトが高い。ま

た、由良川の源流部に位置する美山町では山間小規

模開発地とともに森林のウェイトが大きい。グリッ

ド当りの被視ポテンシャル値では山間農地・集落が

いずれの地域でも高い値を示す。植生別にみると、

全地域において二次林が高い値を示す。グリッド当

りの被視ポテンシャル値をもとに比較してもわかる

ように、二次林の方が植林地よりも見られやすい立

地にあると言えよう。自然林は、グリッド数自体も

少なく、かつ、通常の生活圏から視覚的に隔離され

た立地にある。一方、農業や農業地域の生活に密接

に関わってきた二次林は、現代においても視覚的に

重要な位置を占めており、農林業構造の変化に伴う

今後の動向が注目される。

イ 森林景観の季節および天候変化の認識につい

ての心象評価実験

ａ 天候変化に対する評価の変化

図３―72 景観タイプ区分フロー
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天候変化に関わる景観評価の変化を明らかにする

ため、インターバル撮影によって得られたスライド

の中から撮影日が近接した晴天と曇天の写真対を25

組選び出し、また、対照のために撮影日が近接した

同じ天気の写真対を15組選び出した。これらの写真

対を用いて、景観の好ましさのウェイト付けに関す

る心象評価実験を、比率尺度を用いた一対比較法に

よって行った。

その結果、同時期に同じ場所から同じ林を撮影し

た場合でも、曇天時と比較すると晴天時の方が景観

的好ましさの評価値が高くなる傾向が見られた。ま

た、その値は夏季の緑葉期よりも、冬季の落葉期の

方が一律に高い。対照のために行った曇天同士、晴

天同志の比較結果では両者の間に大きな差は認めら

れなかった（表３―42）。

ｂ 各季節における景観変化に対する認識と評価

の変化

季節・年変化に対する景観の認識の変化を明らか

にするため、写真分類クラスター分析法による心象

評価実験を行った。その結果、秋期（10月～12月）

では、緑黄落葉の区分、空の状態（晴、曇、白天）、

季節変化の細区分、緑葉期の葉の明るさが、冬期（１

月～３月）では、空の状態（晴、曇、白天、雲の形）、

雪の有無が、春期（４月～６月）では、緑の有無、

空の状態（晴、曇、白天、雲の形）、新緑の変化、緑

葉の明るさが、夏期（７月～９月）では空の状態（晴、

曇）、風の有無、緑葉の明るさ、スカイラインの形状

（梢端の生長）などが風景識別の主な要因としてあ

げられた。

ｃ 年間を通した森林景観の評価

年間を通した認識の変化については、まず、緑葉・

黄葉・落葉の時期を識別する段階が現れ、次に新緑

や雪の有無を識別する段階、各時期の空の状態を識

別する段階の順に、識別に階層構造があることが明

らかになった。

以上の解析の結果、年間を通した時期別、天候別

の景観的好ましさの相対値（正規分布による標準化

済）は、表３―42のようになった。

ウ 景観形成機能フェノロジーモデル

図３―73は、上記の実験結果に基づいて、落葉樹

表３―41 被視ポテンシャル解析結果

表３―42 時期・天候別の景観の評価値
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林地、常緑樹林地の相対的な景観評価値のフェノロ

ジーを示している。落葉樹林地（図３―73上）にお

ける景観評価の季節要因については、深緑期の晴天

日を１とすると、落葉期が低く、展葉～新緑期、黄

変～黄葉期が高くなる。また、天候要因については、

曇天日には晴天日よりも評価値が低下し、特に黄変

～黄葉～落葉期にかけて曇天時の評価がより低くな

る。常緑樹林地については仮想的に、景観評価の季

節変動、天候変動は無視できる範囲と考え、図３―

73下のような相対評価値を設定した。月ごとの晴天

日数、曇天日数の比率は、1987～1996年の水戸気象

台の平均雲量データから作成し、天候記述の定義に

従って１日の平均雲量80％以下の日を晴天日と定義

した。

森林の景観形成機能は、森林が持つ即地的な性質

とともに人間の行動とも密接に関係する。森林周辺

でのアクティビティが高まる時期ほど、景観形成機

能もより高く発揮されると考えられることから、観

光に関する統計を用いて、月別の自然系レジャー参

加者数を相対値で把握した。

以上のデータから次式によって各月の景観形成機

能相対評価値（Lm）を求めた。

Lm＝SmPm(Fm＋CmWm)

ただし、Sm：m月の相対景観評価値、Pm：m月

の自然系レジャー参加者相対値、Fm：m月の晴天

率、Cm：m月の曇天率、Wm：m月の曇天日の景観

評価ウェイト。

図３―74に各月における落葉樹林地、常緑樹林地

の景観形成機能相対評価値のフェノロジーを示し

た。新緑期は天候的にも比較的良好で、かつ自然に

対するアクティビティも増加することから、落葉樹

林地の景観形成機能評価が常緑樹林地に比べ非常に

高くなった。黄変～黄葉期はアクティビティが低下

することや、曇天時の評価の低下といった影響を受

けて、景観評価値の差ほどは機能評価値の差が生じ

なかった。落葉期は常緑樹林地の機能評価値が落葉

樹林地よりも高くなった。

エ 森林景観形成機能MI

植生 iについて各月ごとの Lmを合計した Liは、

その植生が社会のアクティビティなどとの相互作用

の中で、一年間で発揮しうる景観形成機能の総和を

表している。Vはグリッドの各地点における見られ

やすさを表しており、LiとVの積により、ある森林

植生の覆うある地点における景観形成機能の指標値

を求めることができる。これをMIとすることによ

り、農林業的な土地利用を景観資源として適切に把

握し、地域間での比較や地域における景観形成計画

等に役立てることが可能である。図３―75に一例と

して、湖西地域における景観形成機能評価値の分布

図を示す。

エ 考 察

広域スケールにおいて、森林の景観形成機能の区

域別評価を地理的情報を用いて行うことが可能にな

った。地域や自治体において森林景観資源の利用戦

略を検討する際や、季節による景観形成機能の変化

に対応してとりうる管理目標の設定、といった場面

で有効と考えられる。また、こうした景観形成機能

のMI化により、地域間、あるいは国際間での比較に

も応用可能である。

さらに、写真による心象評価実験を通して、季節

や天候変化に対する景観評価者の認識の変化が明ら

かにされたことで、今後、写真を用いた景観評価研

図３―73 林外景観の相対評価値のフェノロジー

図３―74 景観形成機能の季節変動の比較
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究の方法論に大きく資する基礎的知見が得られた。

オ 今後の課題

今回行った季節、天候変化による景観評価実験は、

日本の多様な植生のうちのごく一部分しか対象とす

ることができなかった。今後、より多様な植生につ

いて、季節、天候変化が景観評価に与える影響を実

験的に探ることが必要である。

カ 要 約

農林地の景観資源に関わる人為的要因と自然的要

因の２種類の基礎的データを用い、森林景観資源を

適切に評価する手法を開発し、MIとして指標化し

た。人為的要因については被視ポテンシャルモデル

を用い、自然的要因については景観の天候・季節変

化の心象評価実験により景観評価のフェノロジーモ

デルを作成した。両者の積をMIとすることで、３次

メッシュレベルでの景観形成機能評価値の分布図が

作成され、広域スケールで森林の景観形成機能を地

理的情報を用いて評価することが可能になった。ま

た、写真による心象評価実験を通して、季節や天候

変化に対する人々の認識の変化が明らかにされ、今

後の景観評価研究に資する基礎的知見が得られた。

キ 文 献

引用なし

（奥 敬一、田中伸彦、深町加津枝、大住克博）

⑷ 台地畑作農村における景観構造と快適性との関

係の解明

ア 目 的

酪農・畜産生産地帯では、緑豊かな自然に富む景

観が形成され、家畜と触れ合うこともできる。この

ような畜産物の生産の場が人の心を和ませ、快適に

するなどの保健保養的な多面的機能の解明は、農業

の重要性を再認識させる新たな切り口になる。

これまでに酪農・畜産生産地帯における景観に関

して、小川・加納 は好感を与える景観の特徴とし

て、地形的に平坦より起伏があること、背景や点景

にアクセントがあることなどを挙げている。細川

ら は、酪農地帯の景観の特徴として、酪農従事者は

道や家、バンカーサイロ、トラクタといった具体的

な要素を、来訪者はタワーサイロ、山等の牧歌的な

要素を挙げるとしている。これらの報告では、主に

牧場や草地の内部あるいは周囲に実在する物体と景

観の評価の良否の関係が解析されている。これに対

して、菅野ら は、草地景観のイメージは、清涼性、

広がり感、親しみといった因子と密接に関与すると

している。これらのことから、酪農・畜産地帯にお

ける景観評価は個々の存在物から受ける印象だけで

なく、それを取り巻く様々な要因から受ける印象に

よって変わると考えられる。

ここでは台地畑作農村における酪農地帯の景観を

取り上げ、草地、飼料作物畑、さらには家畜、建物

あるいは周囲の林、山等がみられる景観を、地元酪

農家や都市住民がどのように感じ、評価しているか

を明らかにする。また、この評価に基づき酪農地帯

の各景観の良否を数量的に表示可能なMI（景観評

価式）を作成する。

イ 研究方法

ア 地元酪農家による景観評価

栃木県北部酪農地帯（黒磯市、那須町）の10戸の

地元酪農家（酪農専業農家）に対して1998年７月か

ら８月において、酪農地帯内で良好と感じる景観お

よび不良と感じる景観について任意の数の写真撮影

を依頼した。各景観について撮影毎に、表１に基づ

いてどのような点から評価したかの理由を複数回答

図３―75 琵琶湖西岸地域における景観形成機能評価

値分布
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の条件で求めた。なお、写真撮影に当たって、事前

にカメラ（カラー写真27枚撮りカメラ）を１戸当た

り２個を用意し、依頼した。

イ 都市住民による評価

前項の地元酪農家が撮影した景観写真の中から肯

定的あるいは否定的評価を受けると思われるもの10

枚を選定して、順序無作為で１頁に１枚のカラー写

真とし、設問事項とともに掲載した調査用紙を作成

した。これを宇都宮市在住の1,000名（電話帳から無

作為に抽出）に郵送し、アンケート形式で調査した。

調査用紙では、最初に性別、年齢、宇都宮在住年数

を尋ね、次に各写真毎の設問として景観の良否の判

断とその理由（表３―43）を複数回答可の条件で地

元酪農家と同様に求めた。

ウ 解析方法

アンケート回答結果について、景観を良好とする

もの、否定的とするものに整理し、以下に示す方法

により景観の良否に関与する景観構成要素を地元酪

農家と都市住民別に解析した。

先ず、評価基準（表３―43）を以下の景観構成要

素に類別した。すなわち、写真全体の持つ情景を表

す全体的情景要素、写真内に含まれる個別の情景を

表す個別的情景要素および写真に存在する景色内存

在物の要素の３種類とした。次に、良好あるいは不

良な景観個々について、景観を構成する３種類の景

観構成要素の組み合わせ総数を次のようにして求め

た。例えば、ある１枚の写真の景観について、景観

が良好であると判断され、その判断基準として表１

の中から全体的情景要素においては「広々さ」と「整

然さ」の２個、個別的情景要素においては「草地が

美しい」と「建物（畜舎）調和」の２個さらに景色

内存在物の要素で「山の存在」の１個が選択された

とすると、１枚の写真について景観が良好と判断さ

れた景観構成要素の組み合わせ総数は２×２×１＝

４組となる。同様にして、アンケート回答からの全

写真ついて景観構成要素の組み合わせを求め、これ

を解析データとして、一種の判別分析である数量化

Ⅱ類を用いて、景観の良否を判定する景観構成要素

の摘出およびその重み・貢献度を解析した。

ウ 結果ならび考察

栃木県の酪農は生乳の生産量、飼養頭数がそれぞ

れ全国第３位、４位であり、中でも戦後、入植・開

拓された黒磯市、那須町は、県下において１、２位

の飼養頭数を誇っている 。この黒磯市、那須町の酪

農地帯は、那須山麓の扇状地帯の平坦～緩傾斜とい

う地形に立地し、農家は草地・飼料畑の中に点在し

ている。調査対象とした酪農家は搾乳頭数が50～70

頭、草地・飼料畑が５～10 の規模で、いずれも1950

年代後半から積極的に新技術化、施設化、機械化を

図り「高能率・高生産性」酪農を続け、地域におい

て中核農家となっている 。

ア 調査に対する回答数

地元酪農家による景観評価では、10戸の専業酪農

家のうち７戸（人）から回答を得た。これら回答者

の年齢は30歳～60歳代にあり、全て男性であった。

酪農地帯内で撮影された写真枚数は126枚、景観を良

好とするもの76枚、否定的とするもの50枚であった。

さらに126枚の写真について求めた景観構成要素の

組み合わせ総数は、景観を良好とするもの85組、不

良とするものは67組の計152組であった。

都市住民による景観評価では、1,000名のうち532

人から有効な回答を得た。回答者の属性を表３―44

に示した。回答者は男性が圧倒的に多く、年齢では

40歳以上と年輩者の割合が高く、さらに宇都宮居住

年数が26年以上と長く住んでいる人の割合が高かっ

た。求めた景観の良否の景観構成要素の組み合わせ

総数は、景観を良好とするもの4,946組、不良とする

ものは2,494組の計7,440組であった。

イ 景観の良否に及ぼす景観構成要素の重み

表３―45に３種類の景観構成要素の重み・貢献度

表３―43 景観の評価基準
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を示した。

⑴ 景観評価に関与する景観構成要素

地元酪農家および都市住民ともに、３種類の景観

構成要素と景観の良否を関係づけた（表３―45の相

関比が１に近いほど良否の区分が明瞭と解される）。

偏相関係数およびカテゴリスコアのレンジの大きさ

から、地元酪農家では景色内存在物個別的情景＞全

体的情景で景観の良否を判断するのに対して、都市

住民は全体的情景＞個別的情景＞景色内存在物で判

断する傾向がみられた。地元酪農家は、見慣れた酪

農地帯の景観を評価する際に、暮らしの中にある

広々感のような全体的情景要素に重きを置かず、景

色内存在物や個別的情景など季節的、時期的に変化

しやすい要素で景観の良否を判断していると考えら

れた。逆に、都市住民は、日頃都市部に暮らすため

か、広がりや整然さを表す全体的情景要素に重きを

置くと考えられた。

⑵ 景観構成要素の重み

景観構成要素別カテゴリの景観評価とその重みを

図３―76に示した。地元酪農家は、景色内存在物と

して花、林山等の存在は景観を高めるが、堆肥や壊

れた農機具類が放置されていたり、雑草やゴミの存

在する景観を否と評価した。個別的情景では、草地・

畑が充分に管理されていることは景観を高めるが、

荒れた草地や畑の存在、風景に不調和な畜舎の存在

する景観を否と評価した。全体的情景として、広々

さあるいは整然さが感じられる場合は景観を良と評

価し、乱雑さや狭い印象を与える景観は否と評価し

た。都市住民は、全体的情景として広々さあるいは

整然さを感じ、個別的情景では建物（畜舎）が景観

と調和し、さらに景色内存在物として花、林、山等

の存在する景観を良好と評価した。個々の構成要素

別カテゴリにみられる景観評価に作用する重みの傾

向は、地元酪農家によるものと都市住民によるもの

とは類似した。

以上のように、景観構成要素の重みから、景観の

良否に対する判断基準の順序は地元酪農家と都市住

民間で異なるが、両住民とも酪農地帯おいて、広々

として整然、建造物が風景と調和し、花や林などが

存在する景観を良好と評価した。一方、放置された

農機具、堆肥、ゴミ、雑草など景観を不良と評価し

た。

⑶ MI（景観評価式）による景観評価

都市住民による酪農地帯の景観評価に基づいて解

析した各景観構成要素のカテゴリ・スコアから、各

表３―44 アンケート回答者の属性（532名）

表３―45 数量化Ⅱ類による景観の良否に及ぼす景観要素に関する解析結果
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景観の総合値である景観評点が算出できるMIを作

成した（図３―77）。景観構成要素のカテゴリ・スコ

アが正で大きいほど、また、このような値をとる構

成要素を多く有する景観ほど、景観の評価は高くな

る。さらに、一つの景観に対して複数の組み合わせ

の都市住民を対象とすると、景観評点の分布から判

断して、その値が－0.200以上になれば90％以上の割

合でその景観は良好と判断される（図３―78）。すな

わち、このMIにより、ある景観を数値によって評価

可能となる。

MIにより求める景観評点は、景観評価を向上さ

せるため、不良要素物排除の根拠となり、環境整備

の指針となる。

エ 今後の課題

図３―76 地域住民および都市住民の酪農地帯の景観評価における景観要素の貢献度

図３―77 MI（景観評価式）による評価事例

図３―78 景観評点の度数分布
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本結果は北関東酪農地帯における景観を対象とし

た。酪農地帯の景観を構成する要素は地域によって

異なることも考えられる。また、ここでの景観評価

者は40歳以上の男性に偏っていた。我が国の酪農地

帯の景観をより一層客観的に評価するために、様々

な地域の景観や評価者により本評価法を適用する必

要があろう。

オ 要 約

酪農地帯の景観評価をアンケート調査結果から数

量的に行った。その結果、景観の良否に対する判断

基準の順序は地元酪農家と都市住民間で異なるが、

両住民とも、広々として整然、建造物が風景と調和

し、花や林などが存在する景観を良好と評価した。

一方、放置された農機具、堆肥、ゴミ、雑草などは

景観を不良と評価させた。

さらに、酪農地帯の景観を数値により評価可能な

MIを提示した。MIから算出された景観評点は、景

観評価を向上させるための不良要素物撤去の根拠を

明示する等、環境整備の指針となる。

カ 文 献
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２．農林地の景観の経済的評価

⑴ 農林業が保健休養機能（景観）に与える影響の

経済的尺度の開発

ア 目 的

農林業の保健休養機能（景観）を評価する手法と

して、CVM（Contingent Valuation Method；仮想

市場評価法）を適用した研究が急増している。CVM

は、評価手法として汎用性が高く、ほぼあらゆる環

境財の評価に適用が可能であるという利点がある。

そのため、現在では各省庁の政策評価や費用便益分

析への適用も進められている状況にある。しかしな

がら、質問方法や調査手法、評価対象によっては評

価額に差異が見られる。これらの差違が何に由来す

るものであるかを、各種の実験的調査によって確認

するとともに、最終的には数多くの研究を収集した

上で、その差違をもたらす要因を分析し、保健休養

機能の経済的尺度を開発する。

イ 研究方法

本研究では、これまでに収集した農村景観（主に

稲作）に関する CVM 調査事例に基づき、効率的な

政策評価を実施するための手法として期待される便

益移転を適用する。便益移転とは、既存評価地にお

ける研究結果を利用することにより、新たな政策対

象地の評価を行う手法である。本研究では、メタ分

析と便益関数移転手法を用いて便益移転を行う。

メタ分析は、環境財の便益評価額を被説明変数と

し、環境財の属性や関数型、調査手法等を説明変数

として回帰分析等を行い、評価額に影響を与える要

因を統計的に解析する手法である。便益関数移転は、

既存の評価研究で得られた便益関数や付値関数を、

類似の政策対象地の評価に移転して使用する手法で

ある。

便益移転に用いたデータの詳細は、表３―46に示

した。メタ分析には11事例全てのデータを使用し、

便益関数移転には計算に係る制約のため、本プロジ

ェクト研究において収集した６事例のデータのみを

使用した。

ウ 結 果

便益移転に関する結果の概要を説明する。メタ分

析については、以下の推定式が得られた。

ln(WTP/CPI)＝6.88＋0.288Dlscape－0.832

Dpcard＋0.621Ddist＋0.026RR.

表３―46 既存評価地の概要
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WTP（支払意志額）、CPI（消費者物価指数）、

Dlscape（農村景観調査＝１、保健休養調査＝０）、

Dpcard（支払カード方式＝１、その他＝０）、Ddist

（近隣及び地域住民調査＝１、その他＝０）、RR（回

収率）。

なお、係数は全て１％水準で統計的に有意であり、

自由度修正済み決定係数は0.94である。分析の結果、

評価対象財の性質の違いや質問方法、評価対象財と

標本の距離等がWTPを規定する要因であること

が明らかとなった。

便益関数移転については、二つの方法により移転

可能性を検証した。一つは、尤度比検定と定式化検

定を用いて、便益関数自体の移転可能性を検証した。

もう一つは、WTPの信頼区間比較である。ある特定

の評価地域におけるWTPの点推定値が、他の評価

地域におけるWTPの信頼区間に含まれているか

どうかを調べることで、便益移転可能性を検証した。

その結果、輪島市と紀和町（表３―47）、湯布院町

と見沼田圃（表３―48）という組み合わせについて、

便益移転が可能であることが明らかとなった。

エ 考 察

メタ分析を用いた便益移転については、推定式の

信頼性が高く、有益な結果が得られた。これは、農

村景観や保健休養機能を対象とした CVM 調査から

得られるWTPはある種の共通性を有するものの、

質問方法や母集団の特定化、回収率といったアンケ

ート調査の実施過程における差違が、主にWTPの

変動要因となっていることを示す結果である。

また、便益関数移転については、中央値と平均値、

便益関数という観点から便益移転可能性を検証し

た。その結果、特に輪島市と紀和町については、便

益関数のパラメータとWTPがきわめて類似して

いた。この二つの調査は、ほぼ同一のアンケート票

を用い、県庁所在地住民に対して同時に実施された

調査である。評価対象財の性質や母集団、調査方法

を統一することで、便益移転が可能となるならば、

全国的に実施される農業環境政策の費用便益分析

に、便益移転手法を適用し効率的な分析を実施する

ことが可能となるだろう。

オ 今後の課題

CVM 調査の適用は飛躍的に進められつつあるも

のの、日本においては、事例を体系的に収集する努

力は進んでおらず、今回は詳細な便益移転を行うに

は事例数が若干少なかったと考えられる。今後はさ

らに事例を効率よく収集することで、各地域類型及

び作物ごとのWTPの変動要因を便益移転によっ

て検証する必要がある。

また、環境評価における原単位を得る手法として

は、CVM よりもコンジョイント分析の方が適して

いると考えられる。今後は、CVM だけではなく、コ

ンジョイント分析による便益移転も実施し、その性

質を明らかにしていく必要があるだろう。

カ 要 約

CVM を用いて様々な地域の農村景観や保健休養

機能の経済的評価を行い、信頼性の高い評価手法を

確立することが可能となった。また、その結果に便

益移転手法を適用することにより、WTPの変動要

因だけではなく、その共通性を規定する要因につい

ての知見が得られた。この結果は、農村景観や保健

休養機能の評価額を費用便益分析等に適用する際の

経済的尺度（原単位）として活用することが可能で

ある。

キ 文 献
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表３―48 便益関数の推定結果：地域住民

表３―47 便益関数の推定結果：近隣都市住民
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３)吉田謙太郎（2000），便益移転の信頼性に関する

実証分析，『環境経済・政策学会2000年大会報告要

旨集』

４)吉田謙太郎（2000），農村景観の経済的評価と便
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⑵ 景観整備事業による経済的波及効果の推計

ア 目 的

近年の「ゆとり」や「うるおい」を求める社会的

状況の中で、農林業の有する多面的公益的機能に対

する関心が高まっている。これら機能の維持・増進

を図るためには、農村環境整備事業とりわけ景観整

備にかかる事業をいかなる内容で推進すればよいの

かを明らかにしていく必要がある。

このため、景観整備を主な目的とする農業農村整

備事業の経済的評価手法の検討を行い、景観整備事

業による経済的波及効果を、非市場財を定量的に評

価できる手法として近年注目されている CVM

（Contingent Valuation Method：仮想市場評価

法）により推計・検討する。

イ 研究方法

過去に全国で展開された農村景観の保全・創造を

目的とした農業農村整備事業の６事例地区を抽出し

（図３―79）、事業実績による景観保全機能を市場経

済的な価値評価に置き換えて測定するために、地域

住民等を対象に経済的評価を行い、農村地域の景観

保全についての効果を客観的・定量的に把握するこ

ととした。

環境財を評価するための手法については、代替法、

トラベルコスト法、ヘドニック法などの代理的市場

データによる評価方法と、個人に対する調査結果を

用いて評価する CVM がある。前者は、代理的市場

データを多く必要とするため、代理的市場が存在し

ない場合やデータに不備がある場合には便益評価が

困難になる。

後者の評価方法である CVM は、環境便益を享受

している一般市民を対象にアンケート調査を行い、

その環境を維持・改善するために支払ってもよいと

考える金額（WTP：Willingness-To-Pay）などを直

接尋ねる方法である。CVM は近年注目されはじめ

た手法であるため、本研究では、質問方法など調査

方法の細部において各地区でいくつかの異なる方法

の検討を行った。

ウ 結 果

各調査対象地区における一戸当たり年平均支払意

志額（WTP）を算出した結果を（表３―49）に示す。

二段階二項選択法でのWTPは、パラメトリック法

による推定値である。

「えづりこすずの里地区」では、地区近隣の５集

落を受益範囲と想定し、受益戸数は1,024戸である。

二段階二項選択法で質問し、WTPは3,399円、総便

益は年間約350万円と試算された。

「松任中央地区」では、松任市全体を受益範囲と

想定し、受益戸数は18,506戸である。ペイメントカ

ード法で質問し、WTPは1,260円、総便益は年間約

2,330万円と試算された。

「西谷地区」では、船岡町全体を受益範囲と想定

し、受益戸数は1,250戸である。ペイメントカード法

で質問し、基金創設に対するWTPと税金支出に対

するWTPの２種類を調査した。基金創設に対する

WTPは1,684円、税金支出に対するWTPは3,725

円であり、総便益は基金に対しては年間約210万円、

図３―79 本研究での調査地区一覧

表３―49 各調査対象地区における CVM 評価一覧
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税金に対しては年間約460万円と試算された。

「二ノ堰地区」では、寒河江市全体を受益範囲と

想定し、受益戸数は11,407戸である。二段階二項選

択法で質問し、WTPは4,600円、総便益額は年間約

5,240万円と試算された。

「尾田地区」では、天水町全体を受益範囲と想定

し、受益戸数は1,960戸である。二段階二項選択法で

質問し、WTPは3,767円、総便益額は年間約730万円

と試算された。

「旧桂川用水路地区」では、旧桂川用水路を中心

とした半径２㎞以内にある８地区を受益範囲と想定

し、受益戸数は1,959戸である。二段階二項選択法で

質問し、WTPは3,890円、総便益額は年間約560万円

と試算された。

エ 考 察

ペイメントカード法はWTPを尋ねる際に提示

金額幅などの影響を受けるバイアスが知られている

が、二段階二項選択法ではある程度これを避けるこ

とができると言われている。近年では二段階二項選

択法による質問が主流である（表３―49、３―50）。

また、西谷地区では、基金創設に対するWTPと

あわせて税金支出に対するWTPを聞いたところ、

税金支出によるWTPは基金創設に対するWTP

の約２倍という結果が出た。CVM 調査において、実

際に支払うことがないと回答者が判断した場合に

は、わざと高い金額を回答するという戦略的バイア

スを引き起こす危険がある。基金創設で回答者もそ

の基金に支出するという仮想状況を設定する方が、

バイアスを避けることができると考えられる（表３

―51、３―52）。

次に受益範囲の設定については、本研究では各調

査対象地区で事前に現地調査を行い各地区の状況に

あわせて受益範囲を設定したが、各地区の調査結果

を比較する上で、ある程度共通した受益範囲の設定

方法が必要になると思われる。農林水産省で別途検

討されている調査では水環境整備事業の場合は施設

を中心として半径５㎞程度の円内を受益と考えては

どうかという提言がなされている。事前調査を行い

各施設の性格（規模・利用者の分布範囲等）を把握

し、半径５㎞を基準としつつ各施設の受益範囲を設

定するのが望ましいと考えられる。

これに関連して、農林水産省において、水環境整

備事業の複数地区について CVM 調査をかけた事例

をみると、WTPは5,000円から15,000円程度（ノン

パラメトリック法による算出）の範囲で地区ごとに

開きがある。この開きについての明確な原因はつか

めていないが、WTPの高い地区について地区の行

政担当者に問い合わせたところ、施設近くに大企業

の工場が進出しているため都市出身の住民が多いこ

とや、自治会が自主的に環境教育的なイベントを行

っていることなど、環境の重要性に対する見識が高

い人が多いことなどによりWTPが高くなったの

表３―50 二段階二項選択法の質問例

表３―51 基金編の支払形態質問例（ペイメントカー

ド法）

表３―52 税金編の支払形態質問例（ペイメントカー

ド法）

― ―266



ではないかという回答を得た。このような住民の環

境に対する見識度合いを CVM 以外の設問であわせ

て尋ねることはWTP値の変動理由を知る上で有

効である。

オ 今後の課題

二段階二項選択形式におけるWTPの算出方法

については、パラメトリック法とノンパラメトリッ

ク法がある。ノンパラメトリック法は、提示された

金額の受諾確率しか得られず、提示額以外の金額に

対する受諾確率はせいぜいその間を直線で結ぶこと

で補わざるを得ないという欠点を持つ。しかし、標

本サイズが大きくなれば、各受諾確率の推定値は真

の値に近づいていくという点で望ましい統計的特性

を持つ。こうした点で、ノンパラメトリック法につ

いての検討も今後必要となるだろう。

便益移転手法は、過去に特定の地域や政策につい

て推定された便益を、便益移転可能性を検討した上

で可能であれば、データの存在しない他の地域や政

策の便益推定値（あるいは便益関数）として移転さ

せて用いるという方法である。しかしながら、便益

移転についての研究そのものがまだ始まったばかり

であるため、今後とも、便益移転の前提となる実際

の評価事例のさらなる蓄積が必要である。

カ 要 約

景観整備を主な目的とする農業農村整備事業によ

る経済的波及効果を CVM により推計・検討するこ

とを目的とし、水環境整備事業などの完了地区（６

地区）について経済的評価を行った。６地区それぞ

れのWTPは、ほぼ1,000円～5,000円程度と推定さ

れた。CVM の質問方法としてはペイメントカード

法よりも二段階二項選択法の方が、提示金額幅など

の影響を受けるバイアスを避けることができ、有効

と考えられた。また、基金創設に対するWTPと税

金支出に対するWTPとでは、基金創設方式の質問

の方が戦略的バイアスを避けられる点で有効である

と考えられた。受益範囲については、事前調査を行

い各施設の性格を把握し、半径５㎞という気軽に施

設を利用できる範囲を基準としつつ各施設に合わせ

た範囲を設定する必要がある。今後の問題点として、

ノンパラメトリック法の検討、便益移転の検討の必

要性が上げられ、そのためにも実際の評価事例のさ

らなる蓄積が必要である。
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第４編 主要国の資源・環境に与える影響の評価

第１章 主要国の資源・環境への影響の経済的評価

１．各機能のMIの経済的評価尺度の開発

⑴ CVMによる外部経済効果評価手法の開発

ア 目 的

本研究では、外部経済評価手法の一つである仮想

評価法（CVM）による環境評価手法を開発する。こ

のため、よりバイアスの少ない推定方法、評価額の

経済学的意味の明確化、評価対象に応じた設問文の

選択等に関する理論的・実証的研究により、CVM の

手法的深化を図る。

イ 研究方法

具体的な方法については、平成10～12年度を中心

に示す。評価対象は阿蘇草原の保全価値であり、東

京都民と熊本県民に対し調査を実施した。分析方法

としては、過大評価のバイアスがより少ない３肢選

択法を使用した。すなわち、ある政策によって、環

境の悪化が防止できるとし、その政策費用 T円が提

示されたとき、「ａ）T円なら負担してもよい、ｂ）

T円までは負担しないが、いくらかは負担してもよ

い、ｃ）負担しない」の内からいずれかを回答者に

選択してもらい、この選択結果と回答者属性等のデ

ータから支払意志額（WTP）を最尤法によって推計

する。

ウ 結 果

ア 平成８～９年度においては、米国における

CVM 導入の制度的背景を明らかにした 。すなわ

ち、エクソン社のタンカー、バルディーズ号による

アラスカ湾沖原油流失事故に代表される自然資源の

汚染について、その賠償金額の算定にあたり、CVM

は利用可能であるという、二人のノーベル経済学賞

受賞者らを委員としたNOAAパネルによる積極的

評価を受けて、CVM の利用・研究は1990年代に急速

に米国等先進諸国で広がったことを検証した。

イ 次に、CVM では支払形態によって評価額が

異なる場合が多いため、その原因を厚生測度の視点

から明らかにした。特に、設問文によく用いられる

「新たな税負担」と、現実の政策として一般的な「税

再配分」（つまり、増税をしない代わりに、新事業の

費用捻出のために既存の公共サービスを一部削減す

る負担形態）を比較した場合、①公共財が過剰供給

されている場合には、税再配分による評価額が特別

税による評価額よりも大きくなること、②評価額に

ついて特別税では所得効果は正であるが、税再配分

では所得効果は有意とならない可能性が大であるこ

とを示した。そして、これらの点を米国の地下水保

全価値に関する分析から検証し、行政・事業等での

使用目的に応じて、寄付、新税導入、税再配分等の

支払形態を選択することが望ましいことを明らかに

した 。

ウ 平成10年度では、CVM で最も普及している

２肢選択法や２段階２肢選択法において、提示額自

体がもたらすバイアスの存在を明らかにした 。つ

まり、回答者は提示額の影響を受けるために、より

高額の提示額ではより大きなWTPが、より低額の

提示額ではより小さなWTPが推計され、その結

果、平均値は過大評価となる可能性が大きいことを

示した。また、これに対処するために提示額バイア

スの除去方法を開発し、事業評価への CVM の適用

拡大も意図して、北海道北見市における廃棄物処理

再サービスを対象に公共サービスの価値評価を行な

った。

エ 平成11年度では、CVM の仮想性と回収率の

問題を検討し、公共牧場のレクリエーション機能の

評価において、現地で記入したデータによる評価額

（回収率70％以上）と郵送法によるデータの評価額

（回収率13％）の間には、大きな差異がなかったこ

とを示した 。また、阿蘇草原のような全国的に著名

な場所であったとしても、①保全への関心の高さは、

個人属性や地域による差異があること、②阿蘇草原

の実際の募金金額と CVM の評価額の比較から、

CVM の評価額よりも大きい募金額が相当数ある場

合を明らかにした。これより、環境保全に対して公

的助成を行う場合、国と地方との負担の併用等、地

域的個人的関心の高さが反映される方式も有用であ

り、また、CVM は仮想的であるからといって回答者
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が特に大きな金額を示すものでもないことも明らか

にした 。

オ 適用の簡便な支払カード法と戦略的バイアス

に強い２肢選択法とにおける評価額が後者で数倍程

度大きいことが指摘されている（表４―１）。平成12

年度には解決を図るために３肢選択法を開発し、東

京都民を対象に阿蘇草原の保全価値の計測を通して

有用性を検証した。その結果、３肢選択法による寄

付と税再配分を併用したWTPの平均値は1,646円

であり、支払いカード法では寄付の平均値が2,218

円、税再配分の平均値が1,382円であった。このこと

から、３肢選択法は支払いカード法に近い評価額が

得られ、過大評価を回避しうる評価手法であること

が明らかになった 。

さらに、環境保全に対する私と公の負担割合につ

いての検討のため、税再配分と寄付金とを組み合わ

せた支払形態において、負担方法の順位を質問した

ところ、両者の負担額を半々とした保全活動への支

出が優先順位１番であった。

エ 考 察

CVM では支払形態によって評価額が、理論上も

異なることが多い。そのため、いかなる支払形態を

採用すべきかという問題が生じる。また、レクリエ

ーション機能の費用は主として利用者の負担によ

り、生物多様性の保全費用は主として国民全体の負

担によるといったように、どの多面的機能を評価す

るかによっても、社会的に望ましい負担形態が異な

ってくる。したがって、調査目的や政府等公的機関

によって既に実施されている支出状況等をも勘案し

て、最適な支払・負担形態を選択し、評価対象や調

査の利用目的等に応じて適切な質問票を作成するこ

とが重要であり、また、状況に応じたより望ましい

支払形態についても具体的に明らかにしてき

た 。

多面的機能の保全に向けて、個人と政府等公的機

関とのかかわりは重要である 。例えば、農村景

観保全の費用負担においては、私と公の併用による

負担がより望ましいことが、阿蘇草原に関する調査

結果から明らかになった。実際、阿蘇地域において

は、募金活動、地元自治体による「野焼き」等労賃

や牧野使用料への補助、農林水産省・環境庁による

保全活動への支援等、多様な取り組みが行われてい

る。このような多様なレベルでの取り組みは、本研

究の分析とも符合しており、望ましい保全方向であ

ると思われる。さらに、直接的利用者である観光客

からの負担方式などについても検討していく必要が

あるだろう。

オ 今後の課題

CVM はアンケートに基づく手法であるため、回

答が得られなかった場合、すなわち、非回答者・抵

表４―１ CVM における手法の特性比較
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抗回答・低回収率の推計結果に及ぼす影響について

は、さらなる検討が必要である。

また、CVM では、対象地域の厳密な多面的機能の

価値評価は可能であるが、多数の地域で評価する場

合には、膨大な時間と費用が必要となる。そこで、

時間と経費の節約のために、既に評価が実施された

地域の評価額や推計式を他地域に当てはめて、その

地域の評価額を推計する、便益移転手法の開発が急

務となる。開発にあたっては、単なる評価額の比較

分析にとどまらず、どのような条件が整えば適応が

可能であるかなどの前提条件の明確化や理論的検討

が不可欠である。

さらに、同一地域においても、各多面的機能の評

価額を集計する場合には、２重計算の問題が生ずる。

例えば、生物多様性の価値と保健休養機能の価値を

個別に評価して加算すると、両者に共通の価値が含

まれる可能性があるため、過大評価が疑われる。こ

の問題については、独立評価集計（IVS：indepen-

dent valuation and summation）バイアスに関する

先行研究が欧米では行われてきているので、我が国

の多面的機能の経済的評価でも、この点を考慮して

いく必要がある。基本的には、類似的代替的機能は

まとめて評価するなどの方法が考えられる。また、

このような問題は、地域毎・機能毎に評価した金額

と全国的評価額をいかに整合させるかという問題と

も関連してくる。加えて、国が異なれば、自然条件

や社会経済的条件はもとより人々の価値観自体も異

なってくるため、国家間の評価額の比較可能性や便

益移転の意義の問題もある。

なお、CVM は一般市民に対するアンケート調査

に基づくため、回答者に提供しうる情報量は限られ

ている。このため、より多くの情報や多様な専門家

の意見を提供して一般市民の判断を求める市民審査

委員会（Citizen’juries）という評価手法も、CVM

を補完する意味で重要な研究領域となるであろう。

カ 要 約

２肢選択法では、提示額によって評価額が影響を

受けるため、過大評価の可能性が大きくなる。そこ

で、過大評価を避けるために３肢選択法を開発した。

また、各種の支払形態に応じた厚生測度を明確にし、

多面的機能との関連付けを行うことで、調査目的に

応じたより適切なシナリオの作成を可能にした。さ

らに、阿蘇草原の保全価値の計測を通じて、私と公

とが適切に役割分担をしながらの保全活動が、より

望ましい多面的機能発揮の方向となりうることを示

した。
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⑵ 潜在的支出額に基づく評価手法の開発

ア 目 的

森林の水源涵養機能は、いろいろな手法で定量的

に評価されているが、代替評価法もその１つである。

例えばダム建設コストを用いた代替評価法では、現

存する森林の水源涵養機能が失われた場合、新しい

ダムの建設により、当該機能を再生させることを想

定している。つまり、この新しいダムの建設にかか

る費用をもって、森林の水源涵養機能を経済的に評

価するものである。

一般に水源涵養機能の経済評価は、森林のもつ水

源涵養量と同程度の利水ダムの建設コストで代替さ

れている。しかしながら、代替評価法の問題点は、

①水需給は当然ながら、地域別、時期別、水需要主

体別などにより異なるにもかかわらず、これらの視

点が考慮されていないこと。さらに、②ダム建設コ

ストによる代替額が、水源涵養機能の社会的経済厚

生を反映していないことである。

そこで本研究では、水需給を考慮に入れるため水

需要曲線と水供給曲線とを用い、社会的経済余剰を

計測することにより、水源涵養機能の経済評価をお

こなった。

森林水源涵養機能の経済評価を、生活用水部門と

農業用水部門とに分けて、各部門毎に計測を行った。

イ 研究方法

ア 生活用水部門に及ぼす森林水源涵養機能の経

済評価モデルの構築

森林水源涵養量の推計に関しては、気象学・水文

学分野の研究データを活用し、水需要曲線および水

供給曲線の推計に関しては、計量経済学の手法を活

用した。

イ 水田用水に及ぼす森林水源涵養機能の経済評

価モデルの構築

岡山県内における主要河川流域において、森林の

水源涵養機能がなくなった場合を想定し、対象河川

流域における農業部門内での経済厚生の変化を計測

した。この経済厚生の計測尺度として、農業所得の

変化額を使用した。農業用水部門内の用途別水需要

割合は、岡山県の場合、水田灌漑用水需要が95.4％

を占めている。そこで、本研究では、森林の水源涵

養機能が、水田用水需要に及ぼす影響の視点から分

析を行った。森林水源涵養機能の推計に関しては、

気象学・水文学分野の研究データを活用し、水需要

曲線および水供給曲線の推計に関しては、計量経済

学の手法を活用した。

ウ 結果および考察

ア 生活用水部門に及ぼす森林水源涵養機能の経

済評価

【理論モデル】

一般に、企業は、利潤最大化行動をとり、限界収

入が限界費用と等しくなるとき、利潤が最大になる

ので、供給曲線は、限界費用曲線と一致する。しか

しながら、水の供給曲線は、ほぼ長期平均費用曲線

と一致する。ここで、水供給主体の費用は、ダムや

河口堰などの貯水機能を持つ施設の建設費（原水

費：これは固定費）と浄水、配水、給水などにかか

る費用（送水費：これは変動費）を足し合わせたも

のである。しかし、水源涵養機能があるとき、水供

給主体が森林の水源涵養量だけの水を供給する際に

は、原水費がかからず（ダムなどの施設が不用のた

め）、水供給曲線の傾きが緩やかになる。水源涵養機

能があるときとないときのこのような水供給曲線の

違いから、需給均衡点も変わり、社会的経済余剰に

差が生じる。この水源涵養機能があるときの社会的

経済余剰と、ないときの社会的経済余剰の差額を、

水源涵養機能の経済評価額とした。

図４―１において、横軸（Q）は水の量、縦軸（P）

は価格を示す。水源涵養機能があるときの水供給曲

線は図１の S となる。水供給主体の費用は森林の水

源涵養量Kまで（０～K区間）は、送水費だけであ

るため、これに対応する水供給曲線は、短期平均送

水費曲線の最低点を結んだものとなる。つぎにK

～Qo区間において、水供給主体の費用は原水費＋

送水費となり、これに対応する水供給曲線は、短期

平均費用（原水費＋送水費）曲線の最低点を結んだ

ものとなる。その結果、０～K区間と比べて、水供

給曲線の傾きは大きくなる。ここでQoは、水供給主

体の水利権水量であり、これ以上は取水できないた

― ―271



め、Qo以上に対応する供給曲線は完全非弾力的と

なる。水源涵養機能がない場合の水供給曲線は、費

用が原水費＋送水費となり、これらの費用の短期平

均費用曲線の最低点を結んだものとなるため、

S となる。また、Dは水需要曲線を示す。

社会的経済余剰を図４―１を用いて示すと、以下

のようになる。

水源涵養機能があるときの社会的経済余剰

＝生産者余剰（ゼロ）＋消費者余剰（面積ACP1）＝

面積ACP1

水源涵養機能がないときの社会的経済余剰

＝生産者余剰（ゼロ）＋消費者余剰（面積 BCP2）＝

面積 BCP2

ここで留意すべき点として、水供給主体は、公益

企業であるため、総費用＝総収益となり、生産者余

剰はゼロとなることである。

以上の結果、森林水源涵養機能の経済評価額は、

面積ABP2P1（＝面積ACP1―面積 BCP2）となる。

さらに、ダム建設コストで代替した場合の、水源

涵養機能に関する評価額の経済的意味を検討した結

果、従来の評価額は過小であることが明らかとなっ

た。

【計測結果】

前述の理論モデルに基づいて森林水源涵養機能が

生活用水部門に及ぼす経済効果額の計測を行った。

本計測モデルは、水需要曲線と水供給曲線の計測を

おこない、社会的経済余剰を計測し、森林水源涵養

機能の経済評価（生活用水に及ぼす効果）をおこな

った。

ａ 生活用水部門における水需要曲線の定式化

QD＝α1・PD＋α2・Ⅰ＋α3・T

＋α4・R＋α5・G＋C1

ここで、QDは生活用水部門における水需要量

（㎥）、PDは㎥あたり水料金、Ⅰは一人あたり県民

所得、Tは気温、Rは降水量、Gは下水道普及率で

ある。各独立変数に必要データを入力し、回帰分析

の結果、生活用水需要曲線の計測結果は、以下のよ

うになった。

QD＝5.48×10・PD－1.5×10・Ⅰ

＋4.85×10・T－9.21×10・R

＋3.82×10・G＋5.77×10

ｂ 水供給曲線の定式化

Ps＝β1・Qs＋(1－t)・β１・K

ここで、Psは㎥当たり水供給にかかる平均費用、Qs

は水供給量（㎥）である。また、Qs≧K（K：森林の

水源涵養量）である。各独立変数に必要データを入

力し、回帰分析の結果、水供給曲線の計測結果は、

以下のようになった。

Ps＝2.09×10 ・Q

－(1－t)・((.09×10 )・K

ｃ 森林水源涵養量の推計

森林の貯水量は、以下の式で算出される。

森林の貯水量＝面積降水量（森林面積×年間降水

量）×流出量＝3511.15×10㎥×0.481

＝1688.86×10㎥

森林の水源涵養量は、森林の貯水量に実際の利水

率14.5％を掛けて求め、244.884×10㎥となった。さ

らに、森林水源涵養量の生活用水への分配率を17％

として計算し、生活用水に及ぼす水源涵養量は、

41.6304×10㎥となった。

ｄ 森林水源涵養機能の経済評価額（生活用水に

及ぼす効果）

森林水源涵養機能の経済評価額は、この機能があ

るときの社会的経済余剰とないときの社会的経済余

剰との差額として計測した。

森林水源涵養機能がある場合、水市場において、

㎥当たり需給均衡価格は61.1円となり、需給均衡量

は54.3億㎥となり、ない場合には、㎥当たり需給均

衡価格は108.1円となり、需給均衡量は51.7億㎥とな

った。これらの結果から、森林水源涵養機能の経済

評価額は、2,491億円となった。

また、ダム建設コストを用いた代替評価額で森林

水源涵養機能を評価した場合には、その評価額は

図４―１ 水源涵養機能の経済評価
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1,015億円となり、前述の評価額と比べて、過小評価

となっていることが明らかとなった。

ｅ ダム建設コストによる代替評価法の問題点

森林水源涵養機能の経済評価をおこなうには、水

市場の需要曲線・供給曲線から導出できる社会的経

済余剰概念を用いる方が望ましく、ダム建設コスト

による代替評価法では、その評価額が過小となる。

イ 農業用水部門に及ぼす森林水源涵養機能の経

済評価

【理論モデル】

図４―２において、MIは限界農業所得曲線を示

し、LSは長期におけるダムからの水供給曲線を示

す。q は、森林がなくなった場合でも河川から利用

できる水量を示している。q は、森林の水源涵養機

能により水田用水として利用可能な水量を示す。

図４―２を用いて、水田用水需要に及ぼす森林の

水源涵養機能の経済評価額（EV）を示すと、次のよ

うになる。

EV＝追加的用水投入に掛かる費用＋耕作放棄水

田における農業所得

＝面積 q eq ＋面積 q ehq

＝面積 q ehq

【計測結果】

以下において、Pは価格（円）を示し、Qは水量（㎥）

を示す。

ａ 吉井川流域における限界農業所得曲線

P＝－14.3198×10 Q＋66.3798

ｂ 旭川流域における限界農業所得曲線

P＝－20.7222×10 Q＋70.59772

ｃ 高梁川流域における限界農業所得曲線

P＝－18.7816×10 Q＋63.04362

ｄ 水供給曲線

P＝2.79×10 Q－7.28384

ｅ 森林水源涵養機能の経済評価額（農業用水に

及ぼす効果）

３大河川流域ごとに経済評価額を計測した。その

結果を表４―２に示している。

岡山県全体では、水稲作付減少面積10,545 のう

ち、追加的給水によって作付を回復させる面積が

9,488 となる。また、耕作放棄する面積は1,057

である。追加的用水投入による作付回復面積につい

ては、その追加的用水投入に必要となる費用が経済

評価額となるので、11億79百万円となる。

耕作放棄面積については、農業所得相当金額が経

済評価額となるので、３億１百万円となる。また、

３大河川流域ごとの経済評価額は、吉井川流域が12

億１百万円、旭川流域が２億55百万円、高梁川流域

が24百万円となる。

エ 今後の課題と要約

図４―２ 水田用水需要に及ぼす森林水源涵養機能の

経済評価

表４―２ 水田用水需要に及ぼす森林水源涵養機能の経済評価額
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本研究の重要なポイントは、非常にシンプルな経

済モデルの応用であっても、森林水源涵養機能の経

済評価が可能であることを明らかにしたところにあ

る。計測モデルをシンプル化することにより、分析

に必要となるデータ情報の収集コストを削減でき

る。しかしながら、これだけシンプルな経済モデル

であっても、各流域ごとの森林水源涵養量に関する

データの集計に膨大な時間と費用の支出を避けるこ

とができなかった。したがって、水文気象関係の研

究者と協力し、森林が持つ公益的機能の経済評価を

実施することを目的にして、使用しやすい水文気象

関係の指標作成や、そのためのデータファイル整備

が最も望まれる課題である。

オ 文 献

なし

（佐藤 豊信）

⑶ ヘドニック法による外部経済効果評価手法の開

発

ア 目 的

農林業の発揮する多面的機能、とりわけ外部経済

効果の評価手法の一つにヘドニック法がある。日本

においても、三菱総合研究所 を魁とし、近年応用さ

れてきているが、適用に際し、前提とされる仮定の

妥当性や結果の信頼性や解釈に多くの課題が残され

ている。環境評価手法の適用全般にいえることでは

あるが、推定された評価額の妥当性を主張するため

には、前提となる理論仮説及び計測のために置かれ

る諸仮定の妥当性、そして評価プロセスの客観性が

明確に示されなければならない。ヘドニック法にお

いても結果の妥当性や信頼性を向上させるために、

前提となる仮説の妥当性の検討や統計的手法の改良

が試みられてきた。しかし、現状においてもその結

果の信頼性や妥当性は十分に明らかになっていると

はいえない。本研究ではその適用上の問題点や結果

の信頼性を明らかにするとともに、新たな評価手法

開発に向けて理論的・実証的研究を行うものとする。

イ 研究方法

ヘドニック法に関する諸外国の研究成果のサーベ

イを行うとともに、ヘドニック法の適用に際して必

要となる理論仮説や前提条件の整理、信頼性を検討

するための統計解析を行う。特に、ヘドニック価格

関数の関数形や被説明変数について一貫性をもって

選択できる検定の枠組みを構築する。また、シュミ

レーション実験によって計測モデルの前提としてい

る諸仮定の重要性についても考察を加える。さらに、

ヘドニック価格関数の推定に関して、推定されたパ

ラメータ値や最終的な評価額に大きなバイアスをも

たらす欠如変数の問題を回避するようにパネルデー

タを取り扱う計量経済学的手法を援用する。最後に、

これまで蓄積されてきた方法論的成果を活用し、最

終的な評価額の算出を行う。

ウ 結 果

平成８年度は、欧米を中心にヘドニック法の研究

について概観するとともに、日本での農林業の外部

経済効果の評価における応用例について検討した。

その結果、ヘドニック法の前提とする理論と計測の

実際的手続きの双方で様々な問題点や限界があるこ

とが明らかになった。例えば、その地域で農林業の

外部経済効果が不動産価格に織り込まれるというキ

ャピタリゼーション仮説が現実に妥当していなかっ

たり、またこの仮説の阻害要因ともなる、輸送費や

取引費用の存在、経済主体の不完全知識、不完全競

争的行動、政策・規制による不動産市場（均衡）の

撹乱の影響など、さらに住宅価格がバブルなどの影

響で大きく撹乱されたり、供給の対応が急速に行な

われなかったり、機能の受益者が同質でなかったり

した場合、ヘドニック法による評価額は適正なもの

とはいえない。

また、制度的、歴史的事情による住宅市場の分割、

不動産価値に影響を与える期待された特性と実際の

特性の乖離、不動産市場の完全性なども問題を生じ

る。計測の実際的手続きでは、データの入手可能性

や計測誤差による情報不足・多重共線性、必要な独

立変数の欠落や関数形の間違いといったヘドニック

価格関数の特定化の過誤が結果にバイアスをもたら

すことが確認された。さらに、評価額自体の信頼性

もあまり明らかでないことが分かったので、信頼性

の統計的な比較を行うために平成８年度に利用可能

な最新の1995年データを用いて水田の外部経済効果

の評価を３つの異なる関数形で行い、その信頼区間

をブートストラップ法で構成し、比較した。

平成９年度は、一貫性をもって計測モデルの選択

が行えるように非入れ子型検定を活用して、計測を

行った。その過程で、平成８年度に用いた割引率に

問題があることがわかり、あわせて修正を行った。
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また、非入れ子型検定において、サイズの撹乱によ

って適切なモデル選択に失敗しないように、ブート

ストラップ法を用いて、これを複数のモデル選択に

応用できるよう改良し、そのパフォーマンスをモン

テカルロ・シュミレーションで確かめた。この新た

に開発されたブートストラップ P検定で、平成８年

度に用いた関数形の間の選択を行った。その結果、

地代方程式、賃金方程式の双方で、両対数型と、最

小二乗スプラインが適切なモデルであると選択され

た。また、評価額の信頼区間を浅野・田中の方法 で

構成し、比較すると、両対数型の方が原点近くにず

れていることがわかった。

平成10年度は、ヘドニック法の計測上の問題で重

要とされるヘドニック価格関数の従属変数の選択問

題を取り扱った。地価データについて異なる基準化

を行い、異なる地価変数を用いたモデルの優劣をブ

ートストラップ P検定で明らかにするというもの

である。具体的には、まず、複数のデータソースを

元に、従属変数の候補として複数の地代を計算した。

候補となるのは次の３つの地価である。まず第１の

地価は、基準化された地価である。これは、都道府

県ごとに1995年度の『地価公示』を用いて、基準化

を目的として予備的な地価関数を推定し、その関数

に基準設定条件に従った数値を代入したものであ

る。第２の地価は、当該地域の都道府県庁所在地に

おける JRの特急停車駅に最も近い一地点の『地価

公示』に示された地価である。第３の地価は、当該

地域において実際に取引された地価の平均値であ

る、1995年度の住宅金融公庫の『公庫融資利用者調

査報告』掲載の地価である。次に、県別の地域属性

データを独立変数として、一指数モデルの形式で地

代方程式をそれぞれの従属変数のもとで推定した。

そして、従属変数の選択をブートストラップ P検定

で行った。結果として、第１と第３の地価を用いる

ことが適切であることがわかった。

平成11年度は、外部経済効果のキャピタリゼーシ

ョン仮説の妥当性が本適用例でも確認されるかどう

かについて理論研究とシュミレーション研究を行

い、検証した。まずその前提とされる過大定理が本

研究事例で妥当しているかを理論的に検討し、ロー

ゼン・モデルで得られていた過大定理が本研究の基

礎とされるローバック・モデルでも適用されること

が明らかにし、ローバック・モデルによる二地域二

市場の一般均衡モデルのシュミレーションにより過

大評価の程度を明らかにした。

平成12年度は、ヘドニック価格関数の推定に関し

て、推定されたパラメータ値や最終的な評価額に大

きなバイアスをもたらす欠如変数の問題を回避する

ようにパネルデータ用の計量経済学的手法を用いて

分析を行った。ヘドニック価格関数に関しては、独

立変数として地域特有の環境・経済・歴史等様々な

要因が考えられるが、実際にはそれら全てを推定モ

デルに含めることはデータ入手上不可能といえる。

ヘドニック価格関数を推定するにあたり、含まれる

べき独立変数を除外してしまうと過少定式化問題が

発生し、得られる推定量はバイアスをもちかつ一致

推定量とはならず、さらに検定統計量も誤ったもの

となる。そこでこの欠如変数問題を緩和させるため

に、パネルデータを用いて、観測されない地域特有

の要因を代表する欠如変数を許容するモデルを適用

し、ヘドニック価格関数の推定を行うことにした。

また、多田 でも指摘されているように、ヘドニック

価格関数における環境要因の多くは完全な非競合性

と非排除性を併せ持つ「純粋公共財」ではなく、受

益範囲が地域的に限定されたり、混雑によって受益

が低下するといったような排除性や混雑性を持つ

「準公共財」と考えられるため、これらを考慮検討

するために環境変数やその他の変数の多くを可住面

積あたり、あるいは人口あたりとした。

実際、1985年と1995年のパネルデータを用い、階

差モデル、ランダム効果モデル、固定効果モデルの

３つの定式化でヘドニック価格関数の推定を行っ

た。検討の結果、固定効果モデルによる定式化が最

終的に選択された。また、水田の外部経済効果の評

価額のブートストラップ分布と評価額の信頼区間を

構成した。都道府県ごとの水田総評価額をみると、

東京周辺県（埼玉県、千葉県）や愛知県、兵庫県、

福岡県の評価額が高くなっている。既往の研究では、

都道府県別の水田総評価額は東京がもっとも高い値

を示していたが、水田面積の著しく小さい東京がも

っとも高い総評価額を得るよりもむしろ、水田の希

少性や混雑性が高く、かつ東京と比べて比較的水田

面積の広い東京周辺県や愛知、兵庫、福岡等で高い

評価額が得られた本研究結果のほうが妥当な結果と

思われる。全国の総評価額に関しては、優れた信頼

区間の構成法とされている BCa法よる信頼区間の
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構成をおこなった。浅野・田中 で適用してきたパ

ーセンタイル法による評価額の信頼区間もあわせて

構成した。BCa法による評価額の信頼区間はパーセ

ンタイル法による信頼区間と比べて、1985年と1995

年のそれぞれにおいてやや小さな値をとっている

が、大きな差は見られなかった。水田の外部経済効

果の95％信頼区間は、1985年では１兆5813億円から

２兆7745円、1995年では１兆6625億円から３兆2688

億円と推計される。

エ 考 察

方法論的には、異なるヘドニック・モデルの構築

に際し、互いに入れ子関係とならないモデルの間で

一貫性のある統計的比較を可能とする枠組みを作る

必要のあることが従来指摘されていた。今回開発さ

れたブートストラップ P検定でこれが実現したこ

とは大きな意義があると思われる。

実証結果に関しては、既往の研究での日本全体の

水田の外部経済効果の総評価額は、三菱総合研究

所 では11兆8700億円（1985年）、多田 （1995）では

９兆6500億円（1990年）、浅野・田中 では５兆7792

億から13兆9955億円（1985年）、浅野・田中 では２

兆3084億円から６兆2158億円（1995年）となってい

る。本研究で導き出された全国の水田の外部経済効

果の評価額は、先行研究のどの評価額よりも小さな

額となっているが、一方信頼区間の幅はせまくなっ

ている。これより、本研究の結果は効率性を改善す

るとともに、既往の研究における欠如変数問題や環

境要因の準公共財的性質に起因する過大評価の可能

性を示唆しているものと理解できる。

オ 今後の課題

環境評価全般についていえることであるが、ヘド

ニック法で評価されているものが農林業の外部経済

効果のみであるということは方法論の適用の中から

は証明し難い。この種の評価の曖昧さを軽減させて

いくために、得られた評価額と他の社会経済属性と

いった外的情報の関係を見ることや他の評価手法で

得られた評価額との関係を見ていくことで、今後と

も評価結果の解釈を一層深めていく必要がある。

カ 要 約

農林業の発揮する多面的機能、とりわけ外部経済

効果の評価手法の一つにヘドニック法がある。日本

においても、三菱総合研究所 を魁とし、近年応用さ

れてきてはいるが、適用に際し、前提とされる仮定

の妥当性や結果の信頼性や解釈に多くの課題が残さ

れている。本研究ではその適用上の問題点や結果の

信頼性を明らかにするとともに、新たな評価手法開

発に向けて理論的・実証的研究を行った。

ヘドニック法に関する研究成果のサーベイを行う

とともに、ヘドニック法の適用に際して必要となる

理論仮説や前提条件の整理を行った。また、ブート

ストラップ法による評価額の信頼区間の構成法を導

入するとともに、関数形選択や被説明変数選択のた

めにブートストラップ P検定を開発し、欠如変数問

題にはパネルデータの方法を導入し、ヘドニック法

の評価プロセスの客観化に寄与した。

最後に、これまで蓄積されてきた方法論的成果を

活用し、ヘドニック法により全国水田の外部経済効

果の評価額の95％信頼区間を、1985年では１兆5813

億円から２兆7745円、1995年では１兆6625億円から

３兆2688億円と推定した。

キ 文 献

１)浅野耕太・田中裕人（1996），水田の外部経済効

果のヘドニック法による評価の信頼性，農業経済

研究．68⑴：28-36

２)浅野耕太・田中裕人（2000），水田の外部経済効

果評価のためのヘドニック・モデルにおける地価

変数の選択，農村計画学会誌.19（1）：8-19．

３)三菱総合研究所（1991），水田のもたらす外部経

済効果に関する調査・研究報告書ー水田のもたら

す価値はいくらか

４)多田稔（1995），農地が持つ公益的価値の試算,

四国農業試験場報告．59：19-39．

（嘉田良平）

⑷ 全国レベルで林業が資源・環境に与える影響の

経済的評価

ア 目 的

既存の統計データ等を用いて、林業活動の違いが

将来の資源に与える影響やこれによる環境便益の差

異について全国レベルあるいは広域レベルで経済評

価を行う手法を開発する。

イ 研究方法

ア 林業活動の違いが資源に与える影響やこれに

よる環境便益の差異を明らかにするために、ベース

ラインとして、過去及び現在の林業の実態と、これ

らがこれまで資源に与えてきた影響および将来の資
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源に与えると予測される影響を、林種別・樹種別・

齢級別の面積に基づいて明らかにする。

イ 森林状態の違いによる環境便益の違いを経済

評価するために、実証データをもとにヘドニック法

による経済評価のための方法的可能性を検討する。

分析には農林業センサス、国勢調査、森林資源現

況、公示地価等、市町村別あるいは都道府県別に公

表されている全国的な統計データと国土数値情報を

主に使用した。森林状態を表すデータとしては、人

工林・天然林別、針葉樹林・広葉樹林別の面積・蓄

積、主要樹種の齢級別面積・蓄積などを使用し、林

業ないし森林管理の状態を表すデータとしては、素

材生産量、主伐・間伐面積、人工造林面積、天然更

新面積、森林転用面積などを使用した。将来の森林

状態は、現在の森林状態と現在からその時点までの

林業（森林管理）の状態の関数とした。

ウ 結 果

ア 過去半世紀において全国レベルで林業が資

源・環境に与えた影響をふりかえれば、初期の活発

な人工造林によって人工林面積がほぼ倍増する一方

で、原野や無立木地の面積が急減するとともに天然

林面積も大幅に減少した。立木蓄積量は生長量を上

回る伐採によって一旦減少した後、人工林の成長と

ともに大きく増大しつつある。立木蓄積量の増大は、

薪炭材利用の急減や大量の木材輸入によって可能に

なった。

1986年から1995年までの９年間の齢級別人工林面

積の変動に関するデータからは、この期間における

齢級別の伐採率が今後も変わらずに続くと仮定する

と、現在造林された林分が主伐されるまでの平均年

数は、民有林のスギでは80余年、ヒノキでは90余年、

アカマツ・クロマツで約60年、カラマツで約70年な

どとなることがわかった。しかし複数時点の地域横

断的分析の結果からは、高齢林分の比率が高まるほ

ど齢級別の伐採率が低下し、伐採面積がほぼ一定と

なることが示唆された。伐採面積が一定とした場合

には、齢級別の伐採率が一定とした場合よりも主伐

されるまでの平均年数は大幅に長くなる。

このほか転用の起こる率が人工林と天然林で等し

いとすると、1980年代における人工林の伐採の

13～14％が転用に絡むものと推定された。

ところで単純一斉林の林分からなる森林では初期

の森林の状態（樹種別・齢級別の面積）をベクトル

A、i期の各樹種、各齢級ごとの伐採面積を表すベク

トルをX、造林面積を表すベクトルをYとすると、

n期末の森林の状態A は、A 、X、およびY（i＝

1,…,n）の関数として表すことができる。

最近の樹種別の素材生産量と樹種別・齢級別の単

位面積当たりの利用可能材積量および間伐材積量、

および過去の齢級別伐採率の分布から樹種別の主伐

面積を推定し、樹種別の造林面積データと合わせて、

将来の資源変動を推定した結果の例が図４―３、４

―４、４―５である。図４―３のように、20世紀後

半には人工林面積が大幅に増大したが、アカマツや

スギのほか、図の凡例では「その他針葉樹」に含ま

れるカラマツ、トドマツなどの人工林面積はすでに

減少し始めていると推定され、ヒノキの面積は依然

として拡大しつつあるものの人工林全体としても

1990年代後半には面積が減少に転じた。この傾向は

当分続くものと予想される。また齢級別面積につい

ては、図４―４、４―５のように、1980年ころまで

は20年生以下の幼齢林が過半を占めていたのに対し

て、将来的には50年生以上の壮齢林が増大し、それ

が過半を占める時代が来ると予想される。ここでは

例として植伐面積が一定のケースを取り上げたが、

植伐面積が変化した場合の資源変動との比較もでき

る。

イ 森林の状態と環境便益

森林の状態の違いによる環境便益の差を経済評価

するために住宅地価データを用いたヘドニック法に

よる評価の可能性を検討した。地価方程式を利用し

て評価可能なのは、土地の位置関係に応じて生じる

便益の差異である。市町村データを用いた場合には、

環境影響のうち、当該市町村内にだけ差別的に現れ

た部分が評価される。

住宅地価（公示地価）の市町村別平均値を被説明

変数とし、人口、所得、就業構造、土地利用、森林

状態、地形等に関する市町村別のデータを説明変数

として重回帰分析を行い、森林の状態の違い等が住

宅地価に対して有意な寄与をしているかどうかを検

討した。全国版と大都市周辺版に分けて、複数年次

のデータについて、さまざまな変数の組み合わせで

分析を行った。地域の社会経済的特徴や位置、地形

など地価に関係していると考えられる変数を多数用

い、それらの条件が同様であった場合にここでのフ

ォーカス変数である森林の属性が地価にどのように
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影響しているかを求めた。たとえば、首都圏の森林

を有する市町村を対象とした結果を、表４―３に示

した。

エ 考 察

・首都圏では市内のタイプ別森林面積当たり蓄積量

が住宅地価に有意な寄与をしている。

・対象市町村の平均面積は68㎢なので、数㎞範囲の

森林の影響を見ていることになる。

・森林率や森林面積は他の多く説明変数と（負の）

相関が強いが、ここで焦点を当てている森林の属

性は、他の説明変数との相関が弱いので、多重共

線性の問題は重要でない。

・最近の地価は安定していないので、市場均衡の仮

定が満たされず、正確な評価の絶対額を求めるに

は問題があるが、どのような属性が地価に寄与し

ているかの検証には使える。

・全国レベルでは宅地市場が１つの市場といえるか

問題があるが、首都圏ならば１つの市場といえる

図４―４ スギ齢級別面積変動実績と予測

（植伐面積が1990年代後半の推定値で一定の場合）

図４―３ 樹種別面積変動
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だろう。

・住宅地価との関係はアメニティによるのか新規開

発費用の差によるのか検討が必要。

・この分析で見逃している変数で、森林面積当たり

の蓄積量と類似の分布をしていて実際にはそちら

が地価に寄与しているような変数が存在している

可能性も否定できない。

・他の地域の例では、人工林よりも天然性林が多い

方が地価を高める傾向が見られることがあった。

・人々は住宅の場所を選ぶとき、本当に森林アメニ

ティを意識しているのかさらに検討が必要であ

る。

オ 今後の課題

貿易自由化にともなう木材価格変化やそれが国内

林業に与える影響については分析対象としなかった

ので今後の課題である。ヘドニック法による経済評

価においては、集計値を利用するよりも、個別地点

のデータに基づいて、GISを活用して分析した方が

より信頼性の高い結果が得られるが、予算と人的資

源の関係で GISの活用が十分に行えなかったので

今後の課題である。

カ 要 約

初期の森林資源の状態と、伐採・造林活動の状態

とから将来の森林資源の状態を樹種別・齢級別に予

測する手法を改善し、林業が将来の資源に与える影

響をシミュレートした。現状の林業活動ではアカマ

ツやカラマツの人工林面積が減少すること、スギや

ヒノキについては壮齢林が増大することが予測され

た。また、森林の状態の違いによる環境便益の差を

経済評価するために住宅地価データを用いたヘドニ

ック法による評価の可能性を検討し、林種・林相別

の単位面積あたり平均蓄積量の大きさなどが環境便

益を高めていることが示唆された。

キ 文 献

引用なし

（岡 裕泰）

２．農林業が資源・環境に与える影響の経済的

評価

⑴ 都市近郊農業地帯河川流域における経済的評価

ア 目 的

農林業の有する多面的機能は定性的には理解され

ているものの、市場における価格形成がなされない

図４―５ ヒノキ齢級別面積変動実績と予測

（植伐面積が1990年代後半の推定値で一定の場合）

表４―３ 地価方程式の推定結果（首都圏の例）
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ことから、経済的価値尺度による定量的評価は困難

である。そして、これまで計測手法として、代替法、

ヘドニック法、CVM、トラベルコスト法等が開発さ

れたが、この研究が計測対象とする水害軽減効果の

経済的価値については、いずれの手法も不充分であ

る。そこで、農林地が有する水害軽減効果に焦点を

当てた計測モデルを開発し、利根川流域を対象にし

てモデルによる計測結果を検証する。

イ 研究方法

図４―６は、降水量の変化と水害被害額との変化

をグラフ化したものである。降水量と水害被害額と

の関係は、降雨の少ない時点の被害額はともかく、

大雨・洪水による堤防決壊という事態に至ると水害

の被害額は一気に増加する。

そして、堤防決壊箇所付近の都市が完全に水に浸

かってしまい、被害金額が最悪の状況を想定した飽

和被害金額（W）に限りなく近づいていくとすれば、

降水量と水害被害額との関係は図４―６のようなロ

ジスティック曲線で表わされる。ただし、被害額曲

線 Diにおける農林地面積を LDiとした場合、図４

―６においては LDa＜LDb＜LDc＜LDdである。

また、図４―６では流域の離れた２地点で堤防決壊

があったと仮定しており、それぞれのロジスティッ

ク曲線で飽和被害金額が２段階（W1および W2）に

なっている。

図４―７は、最も農林地面積が少ないときの被害

額曲線 Daと被害額曲線 Db、Dc、Ddとの差額を図

示したものである。この差額が、被害額曲線 Db、Dc、

Ddの発生する時点から被害額曲線 Daが発生する

時点までの間に減少した、農林地の有する水害軽減

効果の経済的価値である。すなわち、今後農林値面

積が LDdから LDaに減少することが予測されて

いる場合、農林地の減少を食い止め水害被害額を軽

減するために、減少する農林地面積当たり（Da－

Dd）/（LDd－LDa）の経済的支援を行う価値があ

る。

このように、農林地の有する水害軽減効果の経済

的価値は一定額にならず（代替法においては毎年一

定額として算出される）、降水量に応じて変動する。

そして、1947年のカスリーン台風（死者・行方不明

1,930名）の時のように、堤防決壊が複数箇所（３地

点以上）ともなれば、その変動はより一層複雑にな

る。また、農林地の有する水害軽減効果は、降水量

が増え続ければやがてその経済的価値が０円となる

事態もあり得ることを図４―７は示している。

本稿では、堤防決壊箇所は１ヶ所とし、飽和被害

金額が１段階のロジスティック曲線に従う計測モデ

ルを構築する。その理由は、流域の離れた複数地点

で堤防が決壊するほどのカスリーン台風並の大規模

な水害被害が、モデル式の計測期間（1976～1999年）

にはなかったことから、モデル計測に必要なデータ

が確保できないためである。

ウ 結 果

ア ロジスティック曲線に従うモデル

まず、時間 tにおける流域内降水量 Ptを一定水準

A1、A2、A3に固定した場合、農林地の有効貯水量

と河川に流れ込む水量とは、原点に凸となる右下が

り曲線によって描かれるものとする（ただし、A1＜

A2＜A3）。そしてこの曲線は、以下の関数式 g（・）

によって書くことができるものとする。

g(Lt,Ft)＝B(rLt)Ft ＝Pt ⑴

ただし、Ltは農林地面積、Ftは河川に流れ込む水

量、rは農林地面積当たり有効貯水量、B は定数であ

る。そしてこの⑴式から、農林地の有効貯水量 rLt

は以下の関数式 h（・）で書くことができる。図４―６ 降水量と水害被害額との関係

図４―７ 農林値の有する水害軽減効果の経済的価値
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rLt＝Pt /BF ＝h(Pt, Ft) ⑵

ところで、これら⑴、⑵式において、（Lt,Ft）、（Pt,

Ft）をそれぞれ n（＞０）倍して代入した場合、

g(nrLt, nFt)＝B(nrLt)(nFt)

＝n B(rLt)Ft ＝n Pt ⑶

h(nPt, nFt)＝(nPt) /B(nFt)

＝n Pt /BF ＝n rLt ⑷

となる。

ここで、一定時間内に河川に流れ込む水量は河川

からある決まった距離内の降水に限られるものとす

れば、rLt、Ftはともに河川長と同比率で増減する。

しかし、流域内降水量 Ptは流域面積に同比率で増

減し、流域を図４―８のようにモデル的に図示した

とき、河川長を n倍すれば、流域内降水量は n（＝

1/2nsnh/1/2sh）倍になる。すなわち、⑶式において

α＋β＝２ ⑸

である。一方、河川長が変わらないものとすれば、

流域内降水量 Ptが n倍になり河川に流れ込む水量

Ftが n倍になったとしても、農林地の有効貯水量

rLtは変化しない。すなわち、⑷式において

(1－β)/α＝０ ⑹

である。よって、⑸、⑹式からα＝1、β＝1となる。

また、河川の流水量は、降雨前の河川流水量 Etと

降雨後に河川に流れ込む水量 Ftとに分解され、同

時に、流水量中その河川が安全に海まで流すことが

できる流水量 Stと水害発生の原因となる流水量 ft

とに分解することができるものとすれば、

Et＋Ft＝St＋ft ⑺

という関係式が成り立つ。そして、⑴式と⑺式、さ

らにα＝β＝1より、水害発生の原因となる流水量 ft

は、

ft＝Et＋Pt/BrLt―St ⑻

と書くことができる。

つぎに、水害発生の原因となる流水量 ftによって

引き起こされた水害被害額 Dftは、ロジスティック

曲線に従う式として、以下のように書くことができ

る。

Dft＝Wt/［1＋exp(C－mft）］

＝Wt/［1＋exp(C－mEt－mPt/BrLt

＋mSt）］ ⑼

ただし、Wtは飽和被害金額であり、水害発生地点の

都市が完全に水に浸かってしまったときの最悪の水

害被害額であり、C は定数、mは係数である。ここ

で、⑼式のままでは重回帰分析が実行できないので、

以下のような片対数式

ln［Dft/(Wt－Dft）］＝－C＋mEt＋mPt/BrLt

－mSt ⑽

に書き換える。この⑽式は、両辺で指数をとれば⑼

式となる。

イ 採用した説明変数

ａ 水害被害額（Dft）

国土交通省河川局「水害統計」のデータ（1995年

を１としてデフレート）を用いる。

ｂ 飽和被害金額（Wt）

飽和被害額は、「150年から200年に1度の大洪水」

といわれた1986年８月の台風10号による水害被害額

1,232億円をもとに、当時の被害地域（茨城県）が再

び水に浸かってしまった場合（あくまでも仮定とし

て）を想定し、飽和被害額を算出した。その値は被

害地域の都市化の進行程度に応じて、Wt＝

W1986×（水害被害地域内 t年次の人口/水害被害

地域内1986年の人口）×（t年次の茨城県民所得/

1986年の茨城県民所得）、と算出する。

ｃ 流域内降水量（Pt）

水害の発生原因となる降水量に関しては、流域全

体に対する大雨・長雨および特定地域に対する集中

豪雨を考慮する必要がある。流域内25ヶ所のアメダ

スデータ観測地点を選び、流域全体の大雨・長雨を

「４日間平均降水量の年間最大値」とし、この最大

降水量が観測された期間で、利根川上・中流域の観

測地点内「上位１～５番目の日降水量の平均値」を図４―８ 流域のモデル図
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特定地域に対する集中豪雨とした。降水量（Pt）は、

この「上位１～５番目の日降水量の平均値」に流域

面積を乗じた数値とする。

ｄ 農林地の有効貯水量（rLt）

農林地面積（Lt）は、農林業センサス各年度版の

水田、畑地、林野の各面積であり、センサスでは得

られない年次のデータは直線近似で算出した。しか

し、各面積の年次別データは相互に高い相関を示す

ため（例えば、水田と林野では R＝0.98）、そのまま

説明変数として採用すると多重共線性の問題が発生

する。そこで、水田の有効貯水量については、降水

量が160㎜を越えると徐々に水があふれ出し、200㎜

では貯水率が92％となる指数関数を、林野、畑地の

有効貯水量については、200㎜の降水量で貯水率が51

％となる指数関数をそれぞれ設定した。そして各関

数に過去の「４日間平均降水量の年間最大値」を代

入し、得られた値によって回帰式を求め、y＝0.426

x－0.061（ここで、yは水田の有効貯水量、xは林野、

畑地の有効貯水量である）を得た。すなわち、面積

当たり有効貯水量（r）を１単位得るためには、水田

で１ 必要、林野、畑地では2.35 （＝1/0.426）が

必要と設定し、農林地の有効貯水量（rLt）＝水田面

積＋（林野面積＋畑地面積）×0.426とした。

ｅ 安全が保証された流水量（St）

流水量中その河川が安全に海まで流すことができ

る流水量 Stは、ダム・堤防の建設等の公共工事によ

って増加する。ここでは、利根川流域の主だったダ

ム（川俣ダム、矢木沢ダム、下久保ダム等）がモデ

ルの計測開始年次である1976年以前に完成している

ため、堤防建設による水害軽減効果のみから Stを

設定する。そして、1980年に「200分の１確率流量」

に対応する利根川水系工事実施計画が策定されたこ

とをうけ、Stを1980年以前で0、以降は時間の関数

St＝t―1980とする。

ｆ 降雨前の河川流水量（Et）

渇水時における河川流水量 Etは、平常時に比べ

て減少している。ここでは、Et＝c―ketとし（ただ

し、cは定数、kは係数）、「上位１～５番目の降水量

の平均値」が150㎜を越え、かつ、このような降水量

が観測される直前まで取水制限が行われた年次

（1990年、1996年）については et＝1、それ以外の年

次については et＝0とする。

ウ モデル式の計測結果

重回帰分析の結果、自由度調整済み決定係数（adj.

R）が0.91という高い説明力を持つ以下のような重

回帰式を得た。

ln［Dft/(Wt－Dft）］＝

－4.817－2.302et＋12.709Pt/rLt－0.125St

(－13.83)(－4.86) (13.77） (－6.44)

ここで、（ ）内の値は t値であり、すべて0.5％未満

で有意である。そして、図４―９は 式によって推

計された水害被害額と実際の被害額とをグラフ化し

たものであるが、非常に当てはまりの良い推計結果

が得られている。

エ 考 察

ア 水害被害額のシミュレーション

台風の上陸（前線の停滞）によって、1981年（モ

デル計測期間内で Ptが最大の年。図４―９参照）と

図４―９ 利根川流域における実際の水害被害額と推計被害額
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同じ降水量となる大雨が利根川流域に降るものと仮

定しよう。その設定の下、 式と以下の前提条件に

より、2000～2010年の水害被害額についてシミュレ

ーション分析を実行する。

ケースⅠ：農林地面積（Lt）は、1995～2000年の減

少率と同率で、その後も減少する。堤防建設（St）

は、1995～2000年の増加率と同率で、その後も進め

られる。

ケースⅡ：農林地面積（Lt）は、1995～2000年の減

少率と同率で、その後も減少する。堤防建設（St）

は、2000年以降、施設の現状維持で推移する。

ケースⅢ：農林地面積（Lt）は、2001年以降、年率

１％で増加する。堤防建設（St）は、2000年以降、

施設の現状維持で推移する。

ケースⅣ：農林地面積（Lt）は、2001年以降、年率

1％で増加する。堤防建設（St）は、1995～2000年の

増加率と同率で、その後も進められる。

それぞれのケースのシミュレーション結果を示し

たのが図４―10であり、ケースⅠ、Ⅱ、Ⅲにおいて

は、「150年から200年に１度の大洪水」といわれた

1986年の水害被害額（1,232億円）以上の甚大な被害

が利根川流域に及ぶ可能性が示された。しかしケー

スⅢにおいては、堤防建設が施設の現状維持で推移

したとしても、農林地面積を年率1％で増加させるこ

とによって、将来の水害被害額はケースⅠを下回る

という興味深い結果が示された。

一方、このまま農林地が減少していった場合と農

林地面積を年率１％増加させた場合を比較すると、

堤防建設が施設の現状維持で推移するとしたケース

（ケースⅡとケースⅢ）では、2010年で545億円の被

害軽減効果が、堤防建設が従来通り行われるとした

ケース（ケースⅠとケースⅣ）では、2010年で726億

円の被害軽減効果が生まれ、農林地面積を増加に転

じさせることによって、将来の水害被害の危険性を

大きく低下させることが明らかになった。

しかし、農林地の減少を食い止める、ましてや増

加に転じさせることは、容易なことではない。ただ

し、農林地面積当たり有効貯水量（r）を増加させる

ことによって、農林地面積を増やしたと同じ効果が

生まれる。

台風の襲来時において、水稲農家は、まずは風台

風を恐れ水田にある程度の水を貯めておくが、大雨

により湛水状態になれば畦畔を切って被害軽減に努

める。もし、水田の畦畔管理、水管理を水害軽減の

視点から実行し、そこで発生した水稲農家の被害額

は公的に補償するという制度を設け農家の協力を得

られれば、水田面積当たり有効貯水量（r）を増加さ

せることは可能であろう。また、間伐、下枝刈りを

図４―10 水害被害額のシミュレーション結果
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徹底し森林を健全な状態に保ち、腐植層の増加に努

めた林家には支援金を支払うこととすれば、林野面

積当たり有効貯水量（r）も増加させることは可能で

ある。

ただし、シミュレーション分析で用いた年率１％

とは仮に設定した数値であり、農・林家の協力によ

って可能な rの増加率を厳密に算定する必要があ

る。そして、その厳密に算定された面積当たり有効

貯水量（r）の増加率に基づきモデルを再計測する。

その結果、再計測されたモデルによって、農・林家

の協力により生じる水害被害額の減少分が計算され

るので、その減少分を基礎に、農・林家への被害補

償金額あるいは協力支援金額を算定することが可能

となる。

イ 農林地面積当たりの経済的価値

農林地面積当たり水害軽減効果の経済的価値は、

農林地の減少分によって引き起こされる水害被害の

増加額から計算できる。ここで、現在の農林地面積

を La、現在から b年後の農林地面積を La＋b、さら

に La、La＋bにおける水害被害額を DLa、DLa＋

bとすれば、今後 b年間に消滅が予測される農林地

による水害軽減効果の経済的価値は、面積当たり（た

だし、水田で１ 、林野、畑地では2.35 ）で（DLa＋

b－DLa）/（La－La＋b）となる。

農林地面積が1995～2000年の減少率と同率で減少

するとし、2010年に①1981年、②1986年、③1991年

と同じ降水量（図４―９参照）の大雨が利根川流域

に降ると仮定した場合、2000～2010年に消滅すると

予測された農林地面積当たりの経済的価値は、①の

場合40.6万円/ 、②の場合90.8万円/ 、③の場合

71.4万円/ と推計された。ここで、1981年の降水量

による推計結果①が、他の②、③に比べ小さな値で

あったことは、1981年の水害被害額が飽和被害金額

W に限りなく接近した値であることが原因してい

る。

以上のシミュレーション結果は、農林地減少に歯

止めをかけるために、国民に対し適正に費用を分担

することへの理解を求める際に有効である。ただし、

実際に国民が農林地面積の減少に対して支払っても

良いと思う金額を算定するためには、CVM（仮想状

況評価法）の助けを借りる必要がある。

CVM は、アンケートから得られたデータをもと

に、農林業の有する多面的機能に対する支払い意思

額を評価する方法である。アンケートを実施する際、

回答者には評価対象物に対する事前情報が充分に与

えられている必要がある。しかし、100年に一度、あ

るいは200年に一度の確率で発生すると言われる大

災害への備えとして、どう対処すべきか（いくら支

払うべきか）を自信を持って答えられるだけの情報

を回答者が持っているとは考え難い。

本稿で示した計測モデルは、降水量や農林地面積

の値を想定される状況に応じて変化させ、将来の水

害被害額の予測値を推計することが可能である。そ

のため、CVM によって農林地の水害軽減効果に対

する支払い意思額を尋ねる際、アンケート回答者に

対して与える事前情報として有効である。

オ 今後の課題

本稿が示した計測モデルにはまだ改良すべき点が

ある。その一つとしては、農林業の生産活動と農林

地の有する水害軽減機能とは結合生産物であり、両

者は密接不可分の関係にあることを、モデル内で明

示的に示すことである。このことは、日本の食料安

全保障という見地から、非常に重要な点である。例

えば、「米は輸入すれば良い、水田の水害軽減効果が

重要であるというのなら生産は行わず、畦畔の維

持・管理のみを農家に任せれば良い」という主張に

対して、本稿の計測モデルでは反論ができない。こ

の点を考慮に入れたモデルの再計測は今後の課題と

している。

カ 要 約

農林地が有する水害軽減効果に焦点を当て計測モ

デルを開発し、重回帰分析を行った結果、自由度調

整済み決定係数が0.91という高い説明力を持つ計測

式を得た。この計測式を用いて、利根川流域で

2000～2010年に消滅すると予測された農林地面積当

たりの経済的価値をシミュレートしたが、①1981年、

②1986年、③1991年と同じ降水量となる大雨が流域

に降るものと仮定した場合、①の場合40.6万円/ 、

②の場合90.8万円/ 、③の場合71.4万円/ と推計

された。

キ 文 献

引用なし

（中本和夫）

⑵ 中山間農業地帯河川流域における経済的評価

ア 目 的
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中山間農業地帯河川流域は、平坦地帯と比較して、

規模の経済性が発揮できないため、競争力の点で劣

っている。しかし、農林業生産活動のみならず、景

観形成、保健休養、水資源涵養などの公益的な機能

を有している。

本研究では中山間農業地帯河川流域を対象にして

景観形成・保健休養機能を中心に、中山間農林業が

もたらす公益的な機能価値を、流域の住民、特にそ

の主たる受益者として想定される下流域の都市住民

との関係から具体的に評価し、その経済的意義を解

明する。

イ 研究方法

ア 景観形成・保健休養機能の発現に関わる都市

部の特徴把握

第16回国民の観光に関する動向調査（1994年）の

個表データを用いて、全観光旅行者のうちの観光農

園への旅行者とその他との属性による差異を統計的

に解析（t検定、χ検定）し、保健休養機能の需要層

である都市住民階層の有する特徴を把握した。

イ 景観形成・保健休養機能の発現に関わる農村

部の特徴把握

民宿農家は農村において農業生産と農村来訪者の

受け皿との両方の役割を担っている。そこで、農業

センサス個表データを用いて、耕作放棄等農家の経

営特性について民宿農家と非民宿農家とでの差異を

分析し、農家の多面的活動の特徴と良好な景観を形

成するための基礎的条件について考察した。

広島県内で民宿農家が多い広島県芸北町の民宿農

家366戸、非民宿農家85戸の計451戸を分析対象とし、

1985、90年の２時期の個票データを用いて、農家民

宿の有無で区分して経営条件の変化について比較分

析（統計的検定）を行った。

ウ トラベルコスト法による河川流域のもつ保健

休養機能の経済的評価額の推計

評価対象とする河川流域を広島県東南部に位置す

る芦田川流域に設定した。複数の調査地点を設定し、

トラベルコスト法（以下、TC法と称す）を用いて各

調査地点の経済的評価額を推計し、これもとにさら

に河川流域全体の評価額を推定する手順を検討し

た。調査地点は芦田川流域にある農村観光施設とし、

中でも来訪者の多い花の観光農園とした。2000年４

月現在で芦田川の上流域にあたる広島県世羅郡には

花の観光農園が６カ所あり、そのすべてを調査地点

とする来訪者調査を実施して、ゾーントラベルコス

ト法 （以下、ZTC法と称す）による保健休養機能

の評価額を推計した。

ａ 調査方法

訪問者を調査対象者とするアンケート調査を1999

と2000年に２回実施した。分析の対象とした観光農

園の特徴を表４―４に示した。1999年調査では、全

体で1,439票を回収し、白紙の回答を除いた1,433票

を有効票とした。2000年調査では、６農園全体で18

日間に3,871票を配布して1、872票の有効票を回収し

た（回収率48％）。これらを以下の分析に供した。た

だし、以下に述べる調査年次間の移転可能性を調べ

るため、2000年度調査では日祝日のデータのみを用

いた。

ｂ ZTC法による評価額の推計

ZTC法では旅行費用が同じになると仮定したゾ

ーン（ここでは市町村）毎に集計されたデータを用

いて推定が行われる。対象となる地域への旅行回数

と旅行費用、個人（地域）属性、旅行属性との関係

を推定し、その関係を用いて対象地域がもつ保健休

養機能の便益の評価（経済的な評価額）を推計した。

ゾーンの単位は市町村とし、ゾーンの範囲は広島

県とした。1999年調査の標本数（ゾーン数）は、A農

園で15、B農園で29、C農園で29、D農園で15、E農

園で15、F農園で21となった。2000年調査のゾーン数

は、A農園で33、B農園で33、C農園で31、D農園

で45、E農園で29、F農園で27となった。また、関数

型は吉田ら に従い線形とし、最小二乗法によって

ゾーントラベルコストモデルの推定を行った。

ｃ ZTC法における便益関数移転の検討

同一地域内に存在する観光農園の便益関数の移転

可能性を検証し、その理由を明らかにするために、

Loomis に従ってチョウ検定を行った 。なお、寺

脇 の指摘に従い、検定の有意水準は10％に設定し

た。

ウ 結果と考察

表４―４ 調査地点（観光農園）の特徴
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ア 農村観光指向を有する旅行者の特徴

観光に関する動向調査結果のうち、もぎ取り園へ

の旅行を行った場合とそれ以外の旅行を行った場合

について、対象者の属性による差が統計的に有意な

項目を表４―５にまとめた。農村観光指向を有する

旅行者の特徴として、高学歴で専門的職業に従事し

ており、居住条件にも恵まれているが、贅沢な旅行

形態をとらず、伝統芸能への理解を有し、自然愛好

やつりなどアウトドア指向も有しているが、積極的

なアウトドア型の団体スポーツ愛好というほどでは

ないといった点が明らかになった。

イ 景観形成・保健休養機能の発現に関わる民宿

農家の特徴把握

農業センサス集落データを用いた耕作放棄と経営

活動との関係を計測した結果、農地保全機能は、集

落営農活動による維持効果、圃場整備効果、民宿農

家の存在効果の結合効果と考えられ、そのうち民宿

農家の存在効果の貢献度は３割と推定された。

そこで、民宿農家が存在することによる効果の発

生メカニズムを、個票データから民宿経営の有無に

表４―５ もぎ取り園へ宿泊旅行の有無による回答者の比較分析結果

表４―６ 民宿農家・非民宿農家の特性比較―広島県芸北町―
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よる農家の経営特性を比較分析した（表４―６）。そ

の結果、民宿農家は安定農外就業を中心にしながら、

省力化の進んだ水稲作へ傾斜し、労働節約的な対応

をして、土地集積を一定程度行ってきたことが、民

宿農家の土地集積と集落営農活動が相互に補完し合

って地域の農地保全機能を果たしていることが明ら

かになった。

ウ ZTC法による調査地点のもつ保健休養機能

の評価額の推計

1999年および2000年調査それぞれの観光農園の旅

行需要関数の推定結果を表４―７に示した。1999年

調査の F農園、2000年調査の B農園、D農園の決定

係数は小さいが、全ての分析において t値が1以上

で、既往の研究結果と比較しても大きな差異は認め

られないといった理由から、特に問題はないと考え

られる。

表４―８に消費者余剰の計測の際に必要となる各

農園の年間訪問者を数示した。上記の推定結果と観

光農園の年間訪問者数をもとに各観光農園における

経済的な評価額である消費者余剰を推定した（表４

―９）。

2000年調査の B農園の消費者余剰は、1999年調査

の消費者余剰と比較して、約２倍になっている。ま

た、F農園では、2000年調査の消費者余剰は1999年調

査の消費者余剰と比較して、約２分の１になってい

る。これは、観光農園の訪問者数が異なること、採

用する変数が旅行費用のみであるため、欠如変数が

存在する可能性があることがその原因であると考え

られる。その他の農園の消費者余剰は1999年度と

2000年度でほぼ同じ値となった。

エ 便益間数の移転可能性の検討

ａ 年次間の便益関数移転

まず、各農園ごとに便益関数の調査年度間の移転

可能性について、各農園ごとにチョウ検定を行った

結果を表４―10に示した。A農園、C農園、E農園、

F農園で便益関数が移転可能となった。これらの旅

行需要関数および便益関数移転後の消費者余剰を推

定した結果、特に移転後の2000年次の E農園で消費

者余剰が低くなっていた。

ｂ 観光農園間の便益関数移転

次に、調査年時間で便益移転可能となった農園に

ついて、農園同士での便益関数の移転可能性につい

て調べたチョウ検定の結果を表４―11に示した。便

益関数が移転可能であったのは C農園―E農園の

みで、A農園―F農園については有意水準10％では

棄却され、便益関数は移転可能できないという結果

になったが、臨界値と検定統計量はかなり接近して

いる。移転可能となった農園間には、花の種類や色、

栽培形態等に類似性がみられ、そのことが訪問者の

階層別（例えば、年齢階層別）の偏りを生じさせて

いると考えられる。

以上の結果から、調査年次間である程度移転可能

であることが確認されたが、農園間では農園の類似

性のあるもの同士だけが移転可能となることが明ら

かになった。この結果は、例えば観光農園が存在す

る芦田川流域全体の保健休養機能の評価額を導出す

ることを考える場合には、評価したい対象全て、つ

表４―７ 観光農園の旅行需要関数の推定結果

表４―８ 観光農園の訪問者数（単位：人）

表４―９ 観光農園の訪問に関する消費者余剰の推定結果（単位：円）
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まり対象内で来訪者が存在するする全ての地点につ

いて来訪者の調査を実施する必要があるということ

を意味している。ただし、年時間ではほぼ移転可能

という結論から、農園を取り巻く環境の変化と訪問

者全体の特性に注目し、これらが年次間で変化しな

い場合には、既に調査を行った地点では再度調査を

実施する必要はなく、調査年次の異なるデータを用

いた地域全体の推計が可能になると考えられる。

エ 今後の課題

本研究の、最終目標は、河川流域もしくはその内

の中山間農業地帯に限定した地域のもつ保健休養機

能の経済的評価を行い、その評価額の推計にあった。

しかし、農園間での便益移転可能性の検討結果は、

農園間で類似性のあるもの同士に限られ、流域内の

代表地点の評価額から単純に流域全体の評価額を導

出することにはかなり否定的な結論となった。

全ての農園（調査地点）間で便益移転が可能と仮

定し、さらに調査地点が対象地域全体の代表性をも

つ場合には、対象全体の年間の評価額を以下の手順

で推計することが可能となる。入込観光客の統計デ

ータ等から、地域全体の年間の来訪者数を算定する。

対象地域全体の年間の評価額を、全調査地点を合わ

せた場合の来訪者１人当たりの消費者余剰に地域全

体の年間の来訪者数を乗じて得る。

全ての調査地点間で移転可能でない場合でも、便

益移転が可能かどうかにもとづいて調査地点を類型

化し、各類型ごとの代表地点の評価額と類型別の訪

問者数が推計できれば、全体の評価額を導出するこ

とが可能となる。このようなかたちで便益関数の移

転可能性をさらに検討していくことにより対象地域

全体の妥当な評価額を得ることが今後の課題として

残された。

オ 要 約

景観形成・保健休養機能の発現に関わる都市及び

農村それぞれの特徴を把握した。これを受けて、河

川流域を単位とする多面的機能の総合的な経済的評

価のフレームとしてゾ―ントラベルコスト法を適用

し、農村観光施設の代表である観光農園のもつ保健

休養機能の評価額を推計した。さらに、得られたト

ラベルコストモデルに対して、調査時期および農園

間での便益関数の移転可能性について検討を行い、

河川流域等の地域全体の経済的な評価額の算出手順

を明らかにした。

カ 文 献
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⑶ 主要国における農業が資源・環境に与える影響

の解明

ア 目 的

主要国における農業と農業政策とが資源・環境に

どのような影響を及ぼしているのかを明らかにし、

その影響がどのように評価されているのかを検討す

表４―11 農園同士のチョウ検定の結果

表４―10 1999年調査と2000年調査についてのチョウ

検定結果
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る。

イ 研究方法

ア ドイツ、フランス、アメリカの農業環境政策

および我が国の棚田保全、阿蘇の草原景観保全につ

いて、現地調査に基づき、詳細な分析を行い、それ

らの政策の影響と問題点について考察した。

イ 日本については別途、仮想市場評価法（CVM）

を用いて、中山間地域の農業・農村のもつ公益的機

能を推計した。

ウ 結 果

ア ドイツにおける農業環境政策の展開

EUでは、農産物過剰を背景に80年代半ばから農

業政策の枠内で「環境への配慮」を行う施策（農業

環境政策）が実施されており、1993年の共通農業政

策改革以降は、環境目的の直接支払い（環境支払い）

が各国で実施されている。ドイツでは、80年代末よ

り、EUのモデル事業として州毎に農業環境政策が

実施されてきており、これらの事業は、1992年およ

び2000年の農政改革を経て、継続され、内容が刷新

されている。そこでは、窒素肥料投入制限などの最

低限の遵守事項（「適切な農業活動」）には環境支払

いを行わず、それを上回る環境便益をもたらす行為

（農薬・肥料の全面的不使用、天敵利用など）に対

してのみ環境支払いを行うという仕分けがなされて

いる（表４―12）。一方、地域の環境保全や景観維持

を、環境保護団体などの都市住民の参加や受益者負

担により行うタイプの事業が各地で展開しており、

これらは農業環境政策の新しいタイプとして期待さ

れる。また、有機農業経営は消費者の需要に応えて

増えつつあるものの、全体の２％弱に過ぎず、今後

の伸長は生産者に対する助成措置、消費者の意識や

行動、流通・販売業者の対応にかかっている。

イ フランスにおける環境支払いの展開

フランスの農業環境政策は、EUの農業環境政策

規則（2078/92）を適用することにより始まった。フ

ランスの環境支払い（農業環境プログラム助成金）

については、条件不利地域の粗放的畜産と非条件不

利地域の集約的農業の間の所得格差の是正という政

策目的が優先されている点が特徴的である（表４―

13）。条件不利地域の場合、環境保全的行為に対する

現行の補償決定ルールに基づく補償単価は、粗放的

畜産経営が営農を継続し、環境財・サービスの供給

を永続化するための条件としては不十分である。非

条件不利地域においては、水資源の脆弱化やビオト

ープの縮小をもたらしてきた集約的な農業経営が農

業環境プログラムに参加する場合、高水準の単価設

定が必要になる。環境汚染を引き起こすほど集約的

な耕地利用を、政策が促して粗放的な利用に転換し

ていくことは、そもそも粗放的な草地利用を維持す

ることに比べ、政策費用が数倍かかり、公平性の問

題が発生する。

ウ アメリカの保全休耕プログラム

アメリカにおける代表的な環境支払いである保全

休耕プログラム（CRP）の概要、制度の変遷、実績、

評価について検討した。アメリカの環境支払いの過

半は、1985年農業法により導入された保全休耕プロ

グラム（CRP）が占めている（表４―14）。CRPは、

著しく浸食を受けやすい土地を一般に10～15年間休

耕する場合に、農務省が地代を支払うという制度で

ある。休耕地は植栽することが求められ、補助はそ

の費用の50％にものぼる。CRPに基づく休耕面積

は、2000年10月時点で1,360万 、全耕地面積の8.2

表４―12 MEKAⅡのメニュー（2000年）
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％となっている。全国の13.4％の農場が参加し、地

代は全国平均で１ 当たり111.5ドル、１農場当たり

では4,800ドル弱である。土壌侵食の軽減は年間6.3

億トン、１ 当たり42.7トンになると見込まれてい

る。

エ 日本における棚田保全施策

三重県紀和町では、地域社会の崩壊に直面する中

で、1993年に千枚田保存会が結成され、町当局の支

援で千枚田の修復が図られ、さらに、その維持コス

トを都市住民にも負担してもらうためにオーナー制

度が発足している。一方、石川県輪島市の千枚田で

は、農業者の耕作断念に対して、1994年に県、市、

地元各種団体等の出資により８千万円の保存基金が

創設され、その果実から農業者に耕作のための助成

金が直接支払われることになった。いずれの事例に

おいても、地域住民、都市住民の棚田への関心の持

続性は保証の限りではなく、財政基盤の強化、棚田

の耕作組織の強化が課題として指摘される。さらに

自治体に対して、財政的支援のほかに、地域の合意

形成、棚田の修復、保全に必要な労働力の確保・組

織化等、企画・運用面で期待が大きい。

オ 農業環境政策の現状と将来方向

ア～エの施策を、施策が対象としている環境保全

的な行為と、施策の対象地域の違いによって類型化

表４―14 CRPに関わる農務省の財政支出の推移

表４―13 生産条件別の経営当たり直接支払い（1995年）
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すると表４―15のようになる。表中の矢印に示すよ

うに、各国とも対象行為、対象地域とも限定した目

的のはっきりした施策を求める方向にある。その傾

向は図中に記されたように、モニタリング等の行政

費用の増大を招くが、一方、施策に対する予算措置

は相対的に少なくできる。

カ 中山間地域の公益的機能評価

全国の家庭にアンケート票を郵送して回答を求め

た。有効送付数は4,843通、回収数は2,229通（46.0

％）であった。中山間地域の農業・農村のもつ公益

的機能に対する評価額は、年間１世帯当たり平均

75,272円と推計された。これに全国の世帯数を掛け

ると、総評価額として年間３兆4,743億円という値が

得られた。

エ 考 察

我が国においては、2000年４月に中山間地域等の

農業者に対する直接支払い（「中山間直接支払い」）

が導入されたが、この施策を効果的なものにするた

めには、まず「中山間直接支払い」によって、中山

間地域等の何を、どのように維持するのかを明確化

するべきである。第２に、棚田保全のような直接支

払い施策や経験を、「中山間直接支払い」の運用に生

かしていくために、「中山間直接支払い」を契機に、

地域農業の将来像を描き、高齢者や女性の活動の活

発化、新規参入者の受け入れ促進、都市との交流の

推進、そして最終的には農村空間の保持につなげて

いく必要がある。第３に、欧米諸国においては今後、

環境支払いをどのように充実させていくかが課題と

なっているが、我が国についてはWTO交渉をにら

みつつ、「中山間直接支払い」を環境支払いに近づけ、

国内的にも国際的にも説得力のある施策にしていく

ことが肝要である。その際、本課題で推計した中山

間地域の公益的機能の評価額を参考にしながら、ど

の程度の農家側の負担と支払額が適当かを検討する

必要がある。

オ 今後の課題

欧米諸国においても、農業環境政策の影響評価、

特に経済的評価については、断片的な試みが始まっ

たばかりである。OECDなどで多面的機能が議論さ

れていることから、今後の動向に注目するとともに、

諸外国との研究交流を図ることが重要である。

また、中山間地域等直接支払制度の実施に際して、

欧米の農業環境政策との対比の上で、支払いの目的、

多面的機能の捉え方について、現場に即した議論を

重ねていく必要がある。

カ 要 約

ドイツ、フランス等の EU諸国、アメリカにおい

て実施されている農業環境政策および日本の棚田保

全策等について、政策実施の経緯、現在の制度の運

用状況と問題点、今後の展開方向について、それぞ

れ現地の研究機関との共同により詳細に分析を行う

とともに、我が国の中山間地域の農業・農村のもつ

公益的機能の評価を行った。その結果、各国の農業

環境政策については、対象行為、対象地域とも限定

した目的のはっきりした施策を求める方向にあり、

モニタリング等の行政費用の増大を招くが、一方、

表４―15 農業環境政策、環境支払いの対象とする地域、行為の限定性
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施策に対する予算措置は減少傾向にあること、また、

我が国の中山間地域の農業・農村のもつ公益的機能

に対する総評価額の推計値は、年間３兆4,743億円で

あることが明らかになった。2000年４月に導入され

た「中山間直接支払い」を効果的なものにするため

には、維持すべき対象や維持の方法を明確化し、高

齢者や女性の活動の活発化、新規参入者の受け入れ、

都市との交流の推進等により、最終的には農村空間

の保持に結びつけるとともに、欧米の環境支払いの

ように国内的にも国際的にも説得力のある施策にし

ていく必要がある。
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⑷ 主要国における林業が資源・環境に与える影響

の解明

ア 目 的

主要国の森林・林業セクターにおける資源利用と

環境保全との間のコンフリクトの深化を背景に、適

切な意思決定のための情報の価値がたかまってお

り、資源利用と環境保全の関係を定量的に把握する

ことが重要な研究課題の一つとなっている 。本研

究ではこうした課題を達成するための基盤整備とし

て、森林・林業部門の理想的な統計システムの構築

と、それを用いた林業が資源・環境に与える影響の

定量化手法の開発を行った。
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イ 研究方法

ア 国家森林資源インベントリー（NFI）の国際比

較【ストック統計】

フィンランド、仏国のNFIの特徴を整理し、日本

における新たなNFIシステムを提示する。

イ グリーンバランスシート（GBS）のデータソ

ースの整合性【ストック統計とフロー統計】

フィンランド、仏国および日本を事例として、森

林セクター関連統計の整合性についてヒアリングを

行うとともに、GBS作成のためのデータソース一覧

を作成する。

ウ GBSの推計

OECD「部門/商品表」のフォーマットに従い、産

業連関表（物量表）、木材需給表、各種統計およびヒ

アリングによって日本の1990年データによる GBS

を推計する。

ウ 結 果

ア NFIの国際比較

NFIの先進国であるフィンランドと仏国におけ

る調査精度とカバレッジを精査し、サンプリングの

方法と調査項目を比較した。両国とも高い精度を有

するほか、フィンランドでは生物多様性や森林の健

全性、仏国では植生などの多様な環境指標が調査さ

れていた 。日本では、NFIが1961年・1966年以来行

われておらず、欧州各国に比べ、推計精度を確定で

きない結果となっていた。そこで、国際的要請でも

ある「持続可能な森林経営」の指標の測定を行うた

め、欧州諸国の調査手法を参考に、サンプリングに

よるNFIの方法論を提示し 、実現させた。測定項

目には、森林蓄積のみならず、法的規制、伐根、倒

木、植生が含まれる（表４―16）。

イ GBSのデータソースの整合性

欧州において、GBS作成のためのデータソースを

比較した EUROSTATのパイロット研究に、本研

究によって得られた知見を加えて作成したのが表４

―17（抜粋）である。川下の林産物フローに関する

データソースと川上の森林資源ストックに関するデ

ータソースの整備状況が示されている。川下データ

と川上データの接点となる素材生産量統計に関する

資源ストックの差分と生産アクティビティフローと

の整合性については、北欧では高く、日・仏では低

いことが判明した。これは林産加工業の経営規模や

国民経済に占めるシェア等に起因する官庁統計の精

度の差を反映しているかもしれない。日本について

は、フロー統計を中心に、廃材利用等を含めた GBS

表４―16 日本のNFI（1999）の調査項目

表４―17 GBSのデータソース（抜粋）
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のデータソース一覧を作成した。

ウ GBSの推計（表４―18）

各種統計資料について、専門家へのヒアリング等

によって、その調査目的や信頼性を評価した。OECD

「部門/商品表」分類と日本の産業連関表の部門分類

とを突合させた。残材については、産業連関表の付

帯表である「屑・副産物発生及び投入表」等を利用

した。合板など取引単位が㎡ないし価格となってい

るものについて、比重や平均取引価額を用いて体積

ベースに変換した。このようにして推計した GBS

により、木材関連産業が残材の利用を通じて相互に

連関している構造が定量的に表章された。

表４―18 日本「部門/商品表」（1990年データ）
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丸太 ノfノレ チッ

プ材 プ

<資源> 千m3

採取 18377 10306 

輸入 32863 998 20252 

輸出 27 62 

在庫変動 -85 

一次供給 51298 11242 20252 

<中間投入>

製材投入 43526

産出

燃料 残材 製材

材 ロロ日

365 86 

152 -12598 

O 38 

517 86 12636 

2560 10868 30012 

チッ投入 11842 5707 

プ 産出 16676 

合板

4707 

44 

4751 

合板投入 9839 2328 1635 

産出 397 1930 243 7080 

削片投入 2243 463 

削片

キ反

188 

O 

19 

169 

板 産出 1072 

繊維投入 o 260 54 

繊維パル

板 プ

千 t

88 2894 

O 20 
-49 

88 2923 

板 産出 124 

パ ル 投 入 1833 36114 

プ 産出 11328 

故紙

634 

22 

O 

612 

紙・ 投入 13452 14682 

紙・

板紙

1001 

814 
-6 

193 

板紙産出 27534 

その投入

他 産出

誤差脱漏

700 

一15-2433 1292 4490 739 9791 3717 O 

最終需用部門 2653 O o 517 3534 30529 6479 1072 124 798-11260 27726 

<最終需用>

農漁業 1938 3534 3 

プレファブ 23477 749 241 26 O 

建設材料 11 52 

家具・什器 11 1437 1788 500 32 76 

紙製品梱包 2943 40 -1697 11610 

印刷 2 一1299 7668 

新聞 -675 2883 

その他製造 155 1065 304 186 154 456 1410 

電気ガス水 O 

建設 549 1090 3632 891 

商業運輸 3 278 

公共行政 2 134 

家計 517 一7590 616 



エ 考 察

近年、林業分野では資源利用と環境保全との間の

コンフリクトを解決するために「持続可能な森林経

営」の概念が生まれ、木材生産以外を含めた各種森

林機能の持続に重点が置かれおかれるようになっ

た。重要な機能である「基準」ごとに具体的な測定

項目である「指標」を決め、指標値を科学的に測定

し対策をたてることによって、「持続可能」を実現し、

森林の劣化を防ごうというものである。

表４―19に欧州の基準・指標を示す。これらの間

には図４―10、表４―20に示したような相互関係が

あるとされている。欧州では、古くからサンプリン

グ手法による森林統計が発達しており、最近では単

に木材統計だけでなく森林環境分野へも深化してい

表４―19 ヘルシンキプロセスにおける持続可能な森林経営の基準・指標

表４―20 概念モデル（影響図）におけるヘルシンキ「基準」と「概念領域」
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る。これらを基礎として、GBSを使って林業セクタ

ー各部門の連関を考察し、全体のバランスの中から

森林の保全と利用を考える伝統が以前よりあったと

考えられる。このようなことが基準・指標概念の根

幹になっていると考察される。

オ 今後の課題

1999年に林野庁計画課により実施された日本の

NFI（森林資源モニタリング調査）はサンプリング法

による日本の森林資源量の33年ぶりの推計である。

この調査に、本課題によって得られた諸外国におけ

るサンプリング法による森林資源調査の方法論が活

用されている。この日本のNFIの結果が公表された

時点で、これまでの森林資源量に関する知見を総合

して1990年におけるストック推計を行い、フロー表

である「部門/商品表」とリンクさせることで日本の

GBS（1990年表）は完成する。GBSの時系列推計、

構造の指標化も今後の課題となる。

カ 要 約

ア フィンランドと仏国における調査手法を精査

し、これらを参考に日本におけるサンプリングによ

るNFIの方法論を提示した。

イ GBSの資源ストックの差分と生産アクティ

ビティフローとの整合性が、北欧では高く、日・仏

では低いことがわかった。フロー統計を中心に、廃

図４―10 林分レベルの保護的森林における意思決定過程の概念モデル（影響図）

出所：Brang, P. et al：Developing Meaningful Indecators for the Sustainable Management of
 

Multipurpose Mountain Forests Using a Modelling Approach, in “Multipurpose Manage
 

ment of Mountain Forests：Concepts,Methods,Techniques,25th-30th June2000Pralognan-

la-Vanoise,France”(Proceedings for International Symposium held by OEFM and IUFRO),

p128を訳出

-
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材利用等を含めた日本の GBSのデータソース一覧

を作成した。

ウ OECD「部門/商品表」分類と日本の産業連関

表の部門分類とを突合させ、日本の GBSを試算し

た。
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第２章 貿易構造の変化に伴う主要国の資源・環境への影響
の総合評価

１．国際貿易の変動に伴う資源・環境に与える

影響の総合評価

⑴ 国際貿易の変動が資源・環境に与える影響の総

合評価

ア 目 的

グローバル経済や農産物の貿易自由化の進展によ

って、国際間の農産物供給の相互依存は深まる方向

にあり、市場競争の激化は世界的な産地移動を引き

起こしている。また、農業活動の集約化・外延化は

資源・環境に与える影響を強めており、地球環境問

題の一端ともなっている。一方、農業貿易や産地移

動によって農業生産活動が衰退する地域では、耕作

放棄地の増加、農地の壊廃などが深刻化する恐れが

あり、従来農業が果たしていた多面的な役割や外部

性に対する認識が芽生え、資源・環境への正の影響

も分析されている。さらに、こうした正負両面の影

響は、農業活動からの一方的なものではなく、資源・

環境の条件が生産活動の制約ともなっている双方向

の場合がほとんどである。また、貿易や分業化はそ

れ自体で比較優位原則による経済活動の効率化を通

じて大きな経済余剰を生み出している。このため、

農業貿易や国内農業活動が最終的・総合的にどのよ

うな価値をもつものかについての計測・判断が、農

業貿易ルールや国内農業政策決定に不可欠となって

いる 。

本研究では、農産物貿易の進展にともなう主要国

の国内農業生産変化と、これによる土地、水、植生

等の資源・環境条件の変化を計量的に明らかにする。

また、各国の貿易政策の変更が国内農業生産の変化

を通じて資源・環境条件に及ぼす影響を予測するこ

とによって、持続的な資源・環境管理の視点からの

主要国の適切な農産物貿易のあり方を明らかにす

る。

イ 研究方法

既往の関連する研究では、様々な環境問題をいか

に客観的に把握するかという指標化の研究が先行し

ており、農業分野でもOECDを中心に農業環境指標

の作成作業が行われ、指標を利用した様々な態様の

モデルを開発する動きも各国で出てきている。多く

は政策への反応のみを分析するモデルであり、概念

設計段階であるものも多い。様々な政策評価を行う

ためのモデルとしてOECDを中心に開発された

PEM（政策評価行列）モデルでも環境インパクトを

分析しようとする試みがある。また、モデルに頼ら

ず定量的な評価表や環境勘定を作成して総合評価を

行う例も発表されている 。

本課題では、これらに関連する国内外諸研究の成

果を利用し、従来分析の対象となりにくかった、①

時間経過による変化、②影響のフィードバック効果、

③数量化困難な指標の採用などの諸点を考慮した総

合的評価を行うモデル開発を試みる。上記の諸点を

モデル内に取り込む必要から、システムダイナミッ

クス（SD）モデルの枠組みを用いる。SDモデルは、

Meadowsら モデルに見られるように複雑なフィ

ードバックを含むシステムを時間の経過とともにダ

イナミックに変化させていくシナリオ分析に適して

いる。パラメータなどが恣意的に決定される余地が

あるとの批判から、必ずしも経済分析での使用例は

多くないが、本課題のような統計データの不備な分

野ではかえって有用であるとされる 。

このため、まず、既存の研究成果をさらに整理・

検討するとともに、化学肥料等の投入財を含めた農

業分野の生産量、貿易量についての統計解析を行い

主要地域ごとの収支量を推計するなどして問題の所

在を明らかにする。次に、既存の農産物需給モデル

を素材にして、世界農産物貿易部分モデルを開発し、

これを用いて、主要地域ごとの国内農業生産、農産

物貿易量を推計し、主要集計品目の農産物貿易にと

もなう主要地域ごとの物質移動量等の推計を可能と

する。

一方、国内農業生産活動の資源・環境条件への影

響の関係式を推計あるいは仮定し、モデルに組み込

み、農産物貿易の国内農業生産の変化を通じての資

源・環境条件に及ぼす影響を計測する。さらに、政

策変数の設定により、貿易政策などの農業関連政策

の変化が、物質移動に及ぼす影響と主要国の資源・

環境条件へ及ぼす影響を予測し、持続的な資源・環

境管理の視点からみた適切な農産物貿易のあり方に
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ついての定量的な視点を提供する。

ウ 結 果

既存の農産物需給モデルに関する研究成果を収集

整理・検討した結果、貿易と環境に関する一般的な

理論分析が多く行われている一方、実証的・統計的

な分析は少なく、農産物貿易の拡大に伴う物質移動

の地域的偏りに関して世界規模で計量的に計測した

研究はなかった。また、既存モデルの構造に関して

も、供給関数に資源水準あるいは肥料・農薬などの

個々の投入量・金額を用いているものは極めて少な

いことがわかった。また、作物ごとの投入や資源利

用に関するデータは一部事例的なもののほかは、入

手困難であることが確認された。さらに、農産物貿

易データの所在・精度を調査し、主要な品目につい

てその変動分析を行った。この結果、地域の経済状

況の変化や豊凶により貿易量にはかなりの変動があ

ることが明らかにされた。化学肥料などの投入財に

関するデータの収集・分析では、化学肥料の輸出は

一部の産油国、鉱石産出国に偏りがみられる一方、

輸入は広く分散しており、我が国のような農産物の

輸入と多量の化学肥料の輸入が並行して行われてい

る環境への負荷の高い地域が存在することが判明し

た。（図４―11）

モデル開発については、データの制約などから、

既存の需給モデルをベースに、集計した統計数値に

よる巨視的（マクロ）なモデルを構築していくとの

基本的枠組みを定め、農業生産活動の資源・環境へ

の影響を総合的に判断する関係式を組み込むため、

本研究プロジェクトのなかの個別評価指標を作成す

る他の課題に関わる研究内容と既存成果とを分析、

整理し、分類・単純化を通じて農業生産活動の資源・

環境への影響を総合評価する部分モデルの設計を行

った。

モデル内部では、現実の農産物貿易を、環境問題

と切り離し、市場原理と貿易政策により規定される

と仮定し、貿易水準やこれに導かれる生産水準は、

従来から農産物需給分析で用いられる価格均衡モデ

ルの構造を踏襲した。生産水準、生産活動が与える

資源・環境への影響や、逆の資源・環境が農業活動

に与える制約についてはOECD農業環境指標など

の作業で求められた評価式を単純化・再整理した。

資源・環境へのインパクトは、土壌、水、安全、生

物、快適という５つの範疇の価値基準に集約して評

点をつける構造とした（図４―12）。

データについては、現実の資源・環境との相互影

響が複雑であり、地域ごと、季節ごとに考察する必

図４―11 各国別可耕地面積当たりの化学肥料純輸入量と穀物自給率（㎏/ 、％）

資料：FAO FAOSTAT⑴から作成、1990～94年平均

注：可耕地には永年作物地を含む。肥料は成分ベースで窒素、燐酸、カリの合計。

図４―12 システムダイナミックスを用いた総合評価

モデルの全体構造
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要性はあるが、四半期などの詳細データの収集には

制約があること、分析が中長期の貿易政策を対象と

していることなどを考慮し、国レベルの年次平均デ

ータを用いた。品目は水田農業の米、小麦、粗粒穀

物、油糧種子、畜産物（食肉換算）の５品目とし、

貿易モデルのプロトタイプを作成した。総合評価モ

デルは、将来の他国・他品目モデルへの拡張性を考

慮し、Ventana Systems社製のVensimソフトウェ

ア を利用した。

構築された需給分析を併せたモデルに、一部に実

際の我が国農業に関するデータを挿入して部分・感

応テストを行った。さらに農産物自給を奨励する貿

易政策変数、肥料の投入を抑制する環境政策変数な

どを組み込み、政策変更によるシミュレーション分

析のための感応テストを実施した（図４―13）。しか

し、主要国を包含したモデルの開発と根拠あるデー

タによる信頼性のある予測結果は得られず、研究期

間中の具体的な政策提言等には至らなかった。

エ 考 察

このモデルによるシミュレーション分析により、

肥料・農薬投入の制御などの農業生産政策や食料安

全保障などの観点での栄養政策、貿易制限措置の変

更さらには技術開発の効果などを生産水準や自給率

などの経済変数のみならず、資源・環境への影響を

含め総合的に評価する道筋が開かれ、SDモデルの

有効性が確認できた。

オ 今後の課題

化学肥料などの投入財を含む貿易の変動要因とこ

れらに基づく物質循環等に関する分析をさらにすす

め、資源移動、環境価値についての統合された国際

的な需給表、勘定表による評価手法を確立させる必

要がある。

農業生産が資源・環境に与える影響の因果の順序

や影響の度合いなどに関する知見・データは依然と

して不十分であることがモデル構築の過程で明らに

なり、暫定的な関係式を仮定せざるを得ない場合が

多かった。このため、モデルの価値判断基準の客観

性に関する問題は今後の大きな課題として残ってい

る。国内生産が資源・環境に与える影響の評価に関

する諸課題の最終成果を統一的な基準で整理し、モ

デルに取り入れ、科学的な因果の方向、程度につい

ての精度を向上させる必要がある。また、典型事例

の地域モデルの構築や大規模な既存農産物需給モデ

ルとの結合・統合も今後の課題である。

しかし、一般に本課題で試されたようなモデルは、

多くの時間と批判により合意が形成され次第に一般

性・理論性や現実への適応度を増していくものと考

えられ、モデルを公開し、広範な分野にわたる専門

知識の集積することによって、この問題は部分的に

は克服されることが期待される。SDモデルの持つ

透明性という性質からしても、インターネット等を

通じた公開手法により、多くの分野からの批判にさ

らすことによる改良が最も有効であると考えられ

る。その上で、主要国のプロトタイプを追加し、国

際貿易を含めたシミュレーション結果を数多く提示

することによって、具体的な数字による成果を公表

し、政策議論の土台を提供していく必要がある。

カ 要 約

グローバル経済や農産物の貿易自由化の進展に伴

う各国の貿易変動及び貿易政策等の変更が、国内農

業生産の変化を通じて資源・環境条件に及ぼす影響

を予測し、持続的な資源・環境管理の視点からの農

産物貿易のあり方についての定量的な知見を提供す

るため、化学肥料などの投入財を含む農業貿易に関

するデータ解析を行い、貿易の偏りや変動により、

資源・環境への負荷の高い地域が存在することを明

らかにした。さらに、資源・環境へのインパクトを

土壌、水、安全、生物、快適という５つの範疇の価

値基準に集約して評点をつける構造の総合評価モデ

ルをシステムダイナミックスモデル手法により構築

した。貿易政策変数、環境政策変数などを組み込ん

図４―13 政策変数変更による評価項目の感応テスト

（SDモデル出力例）
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だ本モデルの開発により、政策変更の効果を生産水

準や自給率などの経済変数による評価のみならず、

資源・環境への影響を含めて総合的に評価する道筋

が開かれ、モデル手法の有効性が確認された。
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⑵ 輸出入国双方の資源利用・環境保全への木材貿

易インパクト分析

ア 目 的

木材貿易の拡大が輸出入国双方の資源利用・環境

保全に及ぼす影響について定量的に把握し、マクロ

フレームでの分析、評価を行う。

イ 研究方法

既存資料を主要資料として用い、①木材貿易の量

的・質的変化を明らかにするとともに、②木材貿易

が主要な木材輸出入国の林業生産、森林管理、環境

に与えた影響を土地利用の変化を中心にして考察す

る。

ウ 結 果

ア 第２次世界大戦後における木材貿易の展開と

その特徴

“Yearbook of Forest Products”（FAO）によっ

て第２次大戦後における木材貿易の動向を分析する

と、以下の諸点が指摘できる。①主要木材消費国の

木材需給パターンをみると、製材・合板では西欧諸

国でも比較的早い時期には丸太輸入→国内加工→消

費というパターンも一部見られたが、60年代前半頃

から製品輸入に切り替えられていった。②その結果、

例えば、広葉樹丸太の貿易率（＝輸出量/生産量×

100）は1970年代前半まで急上昇したが、その後は急

落している（61年9.0％→73年21.5％→80年16.0％→

91年11.7％）。これに対し、製材品と合板の貿易率は

ほぼ一貫して上昇傾向にある。とくに合板の場合、

61年の貿易率は10％に達していなかったのに、80年

代後半以降急上昇し90年には32％強にまで上がった

（61年9.1％→73年15.7％→80年16.8％→85年19.7

％→91年31.3％）。

一方、木材輸出国については次のような変化がみ

られた。①針葉樹製材品ではカナダ・アメリカの増

加、北欧の漸減、80年代以降におけるニュージーラ

ンド・チリの台頭。②合板では日本の急落、韓国の

台頭と急落、70年代後半以降インドネシアのシェア

の急上昇。③チップではカナダ、アメリカが漸減す

る一方、70年代後半から80年代前半にはオーストラ

リアの、また、80年代後半にはチリのシェアが急拡

大している。④木材パルプでは北欧３国のシェアが

漸減する一方、80年代以降、ブラジル・チリが新た

な輸出国として台頭してきた（表４―21）。

イ 林産物貿易拡大が輸出国の環境に与えた影響

ａ ニュージーランドの事例

ニュージーランドの木材生産量のほとんどが人工

林材で、その多くが丸太あるいは製品として輸出さ

れており、1992年から1997、98年にかけて「第３次

造林ブーム」が出現した。その結果、1991年から2000

年の間に人工林面積は50万 近くも拡大した（91年

129万 →95年177万 、表４―22）。この間造林され

た土地の大部分は草地で、たとえば1993年の場合、

28％が改良草地、56％が野草地、16％がヤブ地、1998

年の場合には44％が改良草地。43％が野草地、９％

がヤブ地であった（MAF, “A National Exotic
 

Forest Description as at1April1999”）。

1980年代までの造林主体は中央政府と大林業会社

であったが、第３次造林ブームでは「パートナーシ

ップ造林」、すなわち造林会社が小口投資者（大部分

が都市住民）を募っての造林が中心となっている。
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1992年以降、パートナーシップ造林によって第３

次造林ブームが出現した背景には、①1980年半ばか

ら農業補助金が大幅に削減された結果、羊放牧業が

不振に陥り、農地（特に草地）の価格が低下したこ

と、②1991年の税制改正によって造林投資の７割前

後が所得税の控除対象になったこと、③好調な林産

物輸出に支えられて立木価格が上昇し、育林投資の

期待収益率が上がったこと、④1990年代はじめの社

会保障制度の改革により退職後の備えを自力で準備

する必要が生まれ、比較的少額でも投資可能なパー

トナーシップ造林に向かったこと、などが指摘でき

る。

ｂ チリの事例

1975年以降、チリの木材輸出は製材品と木材パル

プを中心に急激に増大し、生産量に占める輸出の割

合も非常に高い。とくに木材パルプはこの20年間に

輸出量は約10倍となり、生産量の８割近くが輸出に

回されている（表４―23）。その結果、世界の木材パ

ルプ輸出量に占めるチリのシェアも大幅に拡大した

（表４―21）。

輸出向けの製材品と木材パルプはともに人工林材

を原料としているが、1970年代半ばから90年代前半

表４―22 NZ及びチリにおける人工林面積の推移 表４―23 パルプ・製材品の生産量と輸出率～チリ

表４―21 主要木製品の貿易量と国別シェアの変化
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にかけて民営造林がきわめて活発に展開した結果、

チリの人工林面積は1980年から95年にかけて100万

以上増大した（80年79.5万 →95年181.8万 ）。

チリの人工造林は1970年代半ばからは大部分が民

営造林によって行われ、とくに1986年以降は民営造

林のみとなっている。民営造林急増は、①「林業振

興法（政令701号）」（1974年）による造林補助政策の

導入、②林産物輸出の増加に伴う需要拡大、③農産

物輸入自由化に伴う穀作・草地農業の不振、を主な

要因としている。また、人工造林の主要な担い手は

２大林産企業グループを頂点とする大林業会社であ

る。

人工造林がなされた土地は主として荒廃地（土壌

浸食地・砂丘など）であり、林産物貿易拡大に伴う

人工造林の拡大は環境改善（土壌浸食防止、景観の

回復など）をもたらしたといえる。しかし、人工林

に転換された土地には天然林や農地も相当程度含ま

れているだけでなく、人工林への転換は輸出用チッ

プ用材の伐採と並んで天然林減少の最大の要因のひ

とつであった。

そのため、輸出指向型でしかも大企業中心に展開

してきたチリの林業・林産業に対しては環境保護団

体や地域住民から、①大企業による農地・農場や天

然林の大量購入とその後の外来樹種一斉造林は貴重

な天然林を減少させただけでなく、除草剤使用によ

って土壌・水質汚染などの環境破壊を引き起こして

いる、②輸出向けパルプ工場が環境への悪影響（水

質・大気汚染など）を及ぼしている、③大企業によ

る土地・農場の強引な買収が地域社会の存続を危う

くしている、④大企業が行った土地買収は先住民で

あるマプチェ人の権利を侵害している、などといっ

た批判がなされている。

ところで、チリでは1980年代末から90年代前半に

かけて日本向けを中心に木材チップの輸出が急増し

た（1986年12万トン→90年224万トン→95年408万ト

ン）。その原料として大量の天然林が南部の第Ⅹ州を

中心に伐採されたが、伐採された天然林の少なから

ぬ部分は放置されるなど、チップ輸出は天然林の減

少や劣化の大きな要因のひとつとなっている。

チップ輸出に伴う天然林伐採については、その環

境への悪影響（生物多様性への悪影響、動植物の生

息地の減少）が環境保護団体などから強く指摘され

ている。また、天然林復元費用を考えると天然林広

葉樹チップの輸出はむしろ経済的にマイナスという

試算もなされている（表４―24）。

ウ 林産物貿易拡大が輸入国の環境に与えた影響

～日本の事例

日本の木材自給率は1969年に５割を割ってからも

下がり続け、95年には20％に低下している。木材輸

入の増大によって、素材価格・立木価格は、1980年

以降は名目価格も低下に転じ、96年の立木価格は80

年の２分の１にすぎなくなっている。

その結果、造林投資の期待収益率が低下し続け、

造林のインセンティブは著しく低下し、民有林造林

面積は1970年度の26.9万 から95年には4.5万 に

なった。とくに拡大造林面積は23.3万 から2.6万

にすぎなくなった。

造林だけでなく保育作業の実施率も低下してお

り、例えば過去５年間に間伐を実施した林家の割合

は1985年の62％から94年には41％に下がっている。

なかでも100 以上層の実施率は78％から39％に低

下した。さらに、立木価格の低下は森林伐採後に行

われるべき人工造林に対するインセンティブを低下

させ、その結果、伐採後造林されずに放置される割

合が高まっている（表４―25）。

立木価格の低下によって森林の経済価値が下がっ

たため、所有森林に無関心な所有者が増え、自分の

所有森林の境界や所在さえも分からない所有者が増

表４―24 チリ広葉樹チップ輸出産業の純付加価値
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えている。

林産物輸入の増大は、天然林への伐採圧力を低下

させ天然林の維持がより容易となるなど、環境にプ

ラスに作用した一方で、大きなマイナスも引き起こ

している。まず、既存人工林の保育活動が低下し、

保育途上にある多数の人工林の劣化がすすみ、土壌

浸食防止能力や CO固定能力が低下している。ま

た、所有森林に対する無関心な森林所有者が増加し

た結果、家庭ゴミ・産業廃棄物などの捨て場になる

森林が里山を中心に増加している。

エ 考 察

林産物貿易の拡大による輸出入国の環境への影響

は以下のように図式化できる。

①輸出国の環境への影響：輸出の拡大→価格上昇

→天然林伐採と林種転換圧力の増大→天然林減少→

生物多様性の低下、など環境へのマイナスの影響を

引き起こす一方、価格上昇→人工造林のインセンテ

ィブ増大→無立木地・荒廃地への人工林拡大→環境

へのプラスの影響ももたらす。

②輸入国への影響：輸入増大に伴う影響は３段階

に分けることができる。第１段階：木材価格・立木

価格低下→ア奥地天然林伐採圧力の低下（奥地天然

林の維持＝生物多様性の維持）、イ育林投資の期待収

益率の低下→人工造林のインセンティブ低下→拡大

造林（未利用地・未利用天然林の人工林への転換）

の減少。第２段階：ア木材価格・立木価格の一層の

低下→既存人工林の保育活動の低下→人工林の劣化

→土壌浸食防止能力の低下・CO固定能力の低下、人

工林の伐採活動の低下。第３段階：木材価格・立木

価格のさらなる低下→既存人工林の伐採後の放置。

オ 今後の課題

林産物貿易の拡大が輸出入国双方の資源利用や環

境・地域住民に与えた影響について考察するだけで

なく、林産物貿易の拡大に対する地域住民・国民の

評価・意識や林業・森林政策や環境政策の整備状況

についても、対象国を拡げて明らかにする必要があ

る。
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⑶ 水産物貿易の変動が環境問題に与える影響に関

する総合評価

ア 目 的

我が国で輸入している水産物のうち輸入量が増え

表４―25 森林施業の実施林家率の推移（日本）
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ている養殖エビを対象に、輸出国側におけるエビ養

殖業を核とした地域開発が、地域経済と環境に与え

る影響を解析し、総合的に評価する。

イ 研究方法

ア エビ養殖業者の増加がタイ南部地域に与えた

経済効果と外部不経済の分析。

イ 中小零細規模経営体の養殖経費分析と環境へ

の負荷に関する分析、ならびに循環式養殖経営の継

続的生産を可能とするエビ価格の試算。

ウ バーツ暴落を事例とした為替レート変動がエ

ビ養殖産地移動に与える影響の分析。

エ タイにおけるエビ輸出動向と日本国内市場と

の関連分析。

オ 総合的評価

ウ 結 果

ア エビ養殖産地の拡大がタイ南部地域に与えた

経済効果と外部不経済

タイでは、エビ種苗の周年供給技術の確立、エビ

販売価格の高騰の一方で米価格が低迷し、安定的な

外貨獲得を実現するためにエビ養殖が奨励された。

この結果、養殖池面積、漁家数、生産量とも増加の

一途にある。また、養殖技術の進歩に伴って集約的

経営への移行が見られ、１ライあたり生産量は２

～４倍となっている。養殖業者の増加と関連産業へ

の所得移転によって地域内での所得向上、雇用創出

が図られる等、地域経済への波及効果は多大である。

しかし一方では、海岸部で進められた養殖池の掘削

はマングローブ林の喪失（喪失面積の約30％、農業・

協同組合省資料による）をもたらした。また、急増

した小規模零細養殖業者の多くは廃水処理施設を有

していないため、農業用水の水質汚濁・塩害による

稲作地の土壌汚染、作柄悪化、及びスプロール化に

伴う稲作経営環境の悪化、農業用水であり生活用水

でもある運河と井戸水の塩害化をもたらした。この

うち運河と井戸水の塩害化では、特に1980年代後半

から産地化されたタイ南部地域（ナコンシー・タマ

ラート県、ソンクラ県、及びスラータニー県）のい

くつかの村が養殖業者とこれを認可した県を相手に

訴訟を起こしているが、結審には至っていない。ま

た、ソンクラ湖で古くから行われてきた魚類養殖に

おいて水質悪化を原因とする大量斃死が発生し、養

殖経営体の激減や、水質悪化に伴う海岸部での二枚

貝の大量発生がみられるなど、環境悪化や様々な外

部不経済が生じている。

イ 中小零細養殖業者の経営実態と環境配慮問題

タイ国農業・協同組合省水産局資料を用いてタイ

国南部地域におけるエビ養殖業者104社を対象とし

た経営分析を行った。この結果、①経営規模が小さ

い養殖業者ほど１ライあたりの収穫量が多いこと、

②１年間の養殖経費は１ライあたり平均15万4,500

バーツであり経営規模が小さい養殖業者ほど経費が

高いこと、③経営規模が大きいほど経費に占める固

定費比率は高く経費構造の違いとなっている等が明

らかになった。

①は、小規模経営者が収量を増やすために高密度

養殖を行ない、資金をあまり寝かさないように養殖

期間を短くするためである。このため、平均出荷サ

イズは価格の安い小サイズとなっている。この結果、

経営規模の小さい経営体では薄利多売の行動が一般

化しており、収量１㎏あたりの利益額は10～30ライ

未満の経営規模で最も高くなっている。また、②の

傾向は、変動費のうちの飼料と薬剤購入費、及び家

族労賃を含むその他の費用が高いためである。この

うち飼料と薬剤購入費が多いのは、養殖技術が未熟

で飼料会社や薬剤会社の指導下で経営を行っている

ためでもある。

また、③の固定費増加は、特に従来の養殖方法に

比較して３倍の池数を必要とする循環式養殖技術を

導入した経営体で見られる。この循環式養殖技術は

環境を配慮した持続的養殖方法であり、その普及が

期待されている。しかし、経営面からの安定化のあ

り方が課題となっている。

タイ南部地域の経営体を事例として循環型エビ養

殖事業のイニシャルコストを求めると65万バーツで

あった。これに土地の劣化期間が７年程度として求

めた減価償却、実際にエビを投入する養殖池単位あ

たり負担額、想定される収量等から収量１キログラ

ムあたりのコスト増加分を求めると25.9バーツであ

った。これに周辺地域の養殖経営体のランニングコ

ストを参考として循環型エビ養殖事業の総コストを

求めると165.9バーツ/㎏であった（表４―26）。タイ

国内における実勢卸価格及び国内取引における産地

―輸出業者間にみる平均的マークアップ率が2.0倍

であるため、現在の実勢取引価格であっても循環型

エビ養殖事業の着業及び再生産は可能であることが

わかる。ただし、現在の市場では環境配慮をした方
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法で生産したエビであっても価格の面で差別化され

ていないため、循環型エビ養殖事業着業に伴うコス

ト増は、生産者が現在得ている利益の中から捻出さ

れている。環境政策上からも循環式養殖技術を導入

した中核養殖経営体のあり方が問われており、経営

面からの安定化策が課題となっている。

ウ 為替レート変動がエビ養殖産地移動に与えた

影響

養殖事業への着業が原則自由であることや、資金

貸付制度の整備、及び養殖技術に関する情報の普及

等が背景となって養殖池のスプロール的開発が進ん

だ。これらに加え、為替レートの変動が国内養殖産

地の限界地を変化させ、環境の悪化を拡大した。す

なわち、1997年７月のフロート制移行はバーツ暴落

とエビ産地価格の急激な上昇をもたらし、従来まで

生産限界地外にあった中部内陸地帯における養殖池

への転換を促した。この結果、1997年末までに、内

陸県10県で合計144平方㎞の水田と果樹園がエビ養

殖池に転換された（図４―14）。新規参入者約900経

営体の多くは零細経営であり、排水管理を行う経営

体は全体の10％に満たなかった。このため、用水路

の塩分濃度は４～10pptとなり、稲の立ち枯れや海

水を希釈するために生じる水不足、蘭の収穫量減少

等の外部不経済が発生した。環境を壊してまで行わ

れたエビの増産であったが、当該地域で生産された

エビは全生産量の2.2％に過ぎず、輸出量の増大には

結びついていない。また、バーツ暴落に伴って他の

アジア通貨も下落したため、輸出競争力が強まって

輸出量が増えた等の効果もみられなかった。

エ タイのエビ輸出動向の変化と日本市場

タイのエビ輸出量は17万トンであり、国内加工向

けの増加も背景となって90年代半ばをピークとして

漸減傾向にある。また日本とアメリカへの輸出比率

は低下し、購買力が高まりつつあるアジア４カ国へ

の輸出比率が高まっている。アジア４カ国への輸出

量は、96年にはタイ国内生産量の27％を占めるに至

っている（図４―14）。また、輸出相手国別に輸出量

と商品サイズの関係を見ると、日本とアメリカが特

に大サイズのエビを大量に輸入しているのに対し

て、消費力が上昇しているアジア諸国は小サイズの

物を中心に輸入する傾向がある。このため、アジア

諸国での需要拡大がタイでの小規模零細養殖業者の

増加をもたらすなど、エビ輸出構造の変化がタイ国

内での養殖環境の悪化を誘発している。

また、為替レート変動との関係を見れば、バーツ

暴落以降、日本国内のエビ卸売価格は輸入国の違い

を問わず１㎏あたり最大20ドルまで上昇しており、

特にバーツ暴落後の半年間で30％の値上がりをし

た。この点からみて、日本国内需要の動向はタイ内

陸部で急速に進んだ水田地域のエビ池への転換現象

に間接的に影響したと考えられる。

エ 考 察

小規模零細規模経営体の増加を伴ったエビ養殖事

業のスプロール的開発がみられ、農業用水の水質汚

表４―26 循環型エビ養殖事業の導入に伴う経営経費

の事例

図４―14 バーツ暴落以降にエビ養殖池が増加した県

分布図
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濁・塩害による稲作地の土壌汚染、作柄悪化等が農

業の着業を難しくし、その結果、小規模零細規模経

営体が増えるという悪循環が見られる。密殖は用排

水環境の悪化をもたらし、海面魚類へ影響を与える

可能性がある。

エビ養殖と農業や漁業との共存環境を構築するた

めに、養殖技術に優れて生産効率が比較的良く、か

つ廃水処理対策によって環境への負荷量を相対的に

小さくする「中核漁家層」の育成ならびに、環境負

荷量の大きい小規模零細漁家を中心にミルクフィッ

シュなど他魚種養殖への誘導は、環境政策上、また、

国内の水産物需要に対応した養殖事業形成という点

から重要である。「中核漁家層」の育成にあたっては、

環境政策上からも固定費比率が高く、経営的にまだ

安定していない、循環式養殖技術を導入した経営体

を中核経営体として育成していくことが重要であ

る。

また、今日の生産体制の中で環境諸コストをどの

ように負担していくかという点も、養殖振興策の一

環として検討されるべきである。その際、OECDに

おける「受益者負担の原則」に則れば、貿易相手国

である日本も環境諸コストを内部化していくため

に、循環式養殖技術の振興を視野に入れた経済関係

の構築が求められる。

オ 今後の課題

ア 外部不経済の内部化に関わるコスト負担ルー

ルとその理論構築。

イ 為替レート変動が各輸入消費国のエビ購買力

に与える影響分析。

カ 要 約

ア エビ養殖の発展は地域内での所得向上、雇用

創出など、地域経済に多大な波及効果をもたらした。

しかし、マングローブ林の喪失や農業用水の水質汚

濁・塩害による稲作地の土壌汚染、作柄悪化、運河

や井戸水の塩害化等、様々な外部不経済も生じてい

る。

イ 廃水処理施設を有さずに密殖経営を行ってい

る中小零細養殖業者の増加が環境悪化を誘発してい

る。また、為替レートの変動は国家間の輸出競争力

に影響を与えるだけではなく、国内養殖産地の限界

地を変化させ、環境悪化を拡大することがある。

ウ 循環式養殖技術を導入した養殖経営体を中核

経営体として育成していくためには当該経営体の経

営安定化が必要。このためには、現在循環式養殖技

術を導入した養殖経営体が個々負担している環境コ

ストを、受益国である輸入国がどの程度負担してい

く必要があるかに関して検討する必要がある。

キ 文 献

引用なし

（田坂行男）

図４―15 エビ輸出量に占める国別シェアの推移
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