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序　　文

研究成果シリーズは、農林水産省農林水産技術会議が研究機関に委託して推進した研究の成果を、総合的

かつ体系的にとりまとめ、研究機関及び行政機関等に報告することにより、今後の研究及び行政の効率的な

推進に資することを目的として刊行するものである。　　

この第 462 集「流域圏における水循環・農林水産生態系の自然共生型管理技術の開発」は、2002 年度か

ら 2006 年度までの５年間にわたり、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所、独立

行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センターを中心に

実施した研究成果をとりまとめたものである。

流域圏は広域の水や物質の循環によって形成され、農林水産業もこれらの循環の上に成立している。この

健全な循環を維持するためには、流域圏を構成する森林・農地・河川・沿岸域における水・物質循環に関す

るデータ収集・分析を総合的に行うことが重要である。

本研究では、自然と共生した農林水産業を展開するため、森林から沿岸域までの水・物質循環の機構や生

態系の機能を解明するとともに、産業活動が生態系へ及ぼす影響を評価しており、農林水産生態系の機能を

維持・向上させる技術及び流域圏環境を総合的に管理する手法が開発されるなど、多くの成果が得られている。

この研究の成果は、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有益な知見を与えるものと考

え、関係者機関に供する次第である。

最後に、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。

2008 年 3 月

農林水産省農林水産技術会議事務局長　　

竹谷  廣之　　
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研究の要約

Ⅰ　研究年次・予算区分　

研究年次：2002 年度～ 2006 年度

予算区分：農林水産省農林水産技術会議　委託研

究

Ⅱ　主任研究者　

主　査：（独）農業・食品産業技術総合研究機構

　農村工学研究所

所長　佐藤　寛  （2002 ～ 2004 年度）

宮本　幸一（2005 ～ 2006 年度）

副主査：独立行政法人農業工学研究所　水工部

長　吉野秀雄（2002 年度）

〔現〕（独）農業・食品産業技術総合研究機構

農村工学研究所　農地水資源部長

端　憲二（2002 ～ 2006 年度）

推進リーダー：独立行政法人農業工学研究所　

水工部長　吉野秀雄（2002 年度）

〔現〕（独）農業・食品産業技術総合研究機構

農村工学研究所　農地水資源部長

端　憲二（2002 ～ 2006 年度）

Ａチームリーダー（Ａ　水・物質循環チーム）：

独立行政法人森林総合研究所　研究管理官

櫻井　尚武（2002 年度）

真島　征夫（2003 ～ 2004 年度）

研究コーディネーター（国土保全・水資源担当）

加藤　正樹（2005 ～ 2006 年度）

Ｂチームサブチームリーダ：

独立行政法人水産総合研究センター　水産工

学研究所

水産土木工学部　上席研究官

明田　定満（2002 ～ 2006 年度）

Ｂチームリーダー（Ｂ　生態系チーム）：

独立行政法人農業環境技術研究所

生物環境安全部　植生研究グループ長

小川　恭男（2002 ～ 2005 年度）

生物多様性研究領域長

平井　一男（2006 年度）

Ｂチームサブチームリーダ：

独立行政法人水産総合研究センター　水産工

学研究所

水産土木工学部　上席研究官

明田　定満（2002 ～ 2006 年度）

Ｃチームリーダー（Ｃ　機能再生・向上技術及

び管理手法チーム）：

独立行政法人農業工学研究所　水工部長

〔現〕（独）農業・食品産業技術総合研究機構

農村工学研究所

端　憲二（2002 年度）

中　達雄（2003 ～ 2006 年度）

Ｃチームサブチームリーダ：

独立行政法人水産総合研究センター　水産工

学研究所

水産土木工学部　環境分析研究室長

中村　義治（2002 ～ 2004 年度）

Ⅲ　研究担当機関

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

農村工学研究所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

九州沖縄農業研究センター

独立行政法人　農業環境技術研究所

独立行政法人　森林総合研究所

独立行政法人　水産総合研究センター

（委託先）国立大学法人宇都宮大学

（委託先）国立大学法人千葉大学

（委託先）国立大学法人千葉工業大学

（委託先）国立大学法人京都大学

（委託先）国立大学法人三重大学

（委託先）国立大学法人広島大学

（委託先）国立大学法人鳥取大学

（委託先）滋賀県農業総合センター

（委託先）株式会社三菱総合研究所

（委託先）株式会社地圏環境テクノロジー

Ⅳ　研究目的 

流域圏では森林、農地等への降雨は、土壌に保水

されつつ、地表水や地下水として流下し、河川や沿

岸域に流入していくが、森林や農地の減少や管理不

足により、地下水涵養機能、水質浄化機能が低下す

るとともに、河川流量の不安定化、生態系の劣化の

原因となっている。

流域圏は、広域の水・物質循環によって形成され



― 2 ―

ており、この健全な循環を維持するためには、流域

圏を構成する森林・農地・河川・沿岸域の一体的な

管理・改善方策を提示することが不可欠である。

これらの課題に対応し、自然と共生した豊かな環

境を創造するため、森林から沿岸域までの水・物質

循環の機構や農林水産生態系の機能を解明するとと

もに、農林水産活動が生態系へ及ぼす影響を評価し、

農林水産生態系の機能を維持・向上させる技術を開

発する。さらに、流域圏環境を総合的に管理する手

法を開発する。

Ⅴ　研究方法 

（１）　流域圏における水・物質循環、生態系の

モニタリング及び機能の解明

ア 森林から沿岸域までの水・物質の循環・移

動プロセスの解明

イ 農林水産生態系の機能解明と評価

ウ 農林水産環境情報データベースの構築

（２）　流域圏における水・物質循環、生態系の

管理モデルの構築

ア 森林から沿岸域までの水・物質の循環・移

動モデルの開発

イ 農林水産活動に伴う農林水産生態系の変動

機能の解明とモデル化

ウ 水・物質循環、生態系変動統合モデルの開発

（３）　農林水産生態系の機能再生・向上技術及

び流域圏環境の管理手法の開発

ア 農林水産生態系の有する機能の再生及び向

上技術の開発

イ 流域圏環境を総合的に管理する手法の開発
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３　汽水・沿岸域の低次生産モデルの開発

外海砂浜域において、安定同位体比を指標とした

陸域起源物質の推定手法を開発した。この成果を用

いて河口・沿岸域での陸生起源物質の分散・沈降機

構を考慮した低次生産を評価可能な河口・沿岸域生

態系モデルを開発した。本モデルを利根川河口・鹿

島灘・九十九里浜に適用し、シジミ・アサリ・ノ

リ漁場の環境改善に資する提言を行った。

４　森林の生物多様性評価手法と対策技術の開発・

提案

高分解能衛星データや航空機レーザースキャナー

データから林相区分図を作成するとともに、標高、

斜面方位、傾斜、斜面位置指数、種子供給源からの

距離等から伐採後の再造林放棄地における森林植

生回復ポテンシャルを空間的に評価する手法を開発

し、恋瀬川流域人工林に適用して植生回復ポテン

シャルを評価した。里山コナラ林について、林齢－

林分種子生産量モデルを構築し、放置された高齢里

山林の新たな更新体系案を提案し、技術的シナリオ

をたてて年間必要労働力や作業道整備経費等の試算

により経済性を評価した。

５　農業水利における生態系再生技術の開発と管理

手法の提言

農業水利施設の周辺および施設内の水域生態系を

Ⅵ　研究結果

１　流域の水物質循環モデル開発と環境対策の評価

流域における農林水産業対策の環境改善効果を

予測する３次元分布型水物質モデルを開発した。

流域最上流の森林から、水田・畑地を経て、河口・

沿岸域までを統合し、また、地表水と地下水の流

動を一体的に計算するものである。本モデルは利

根川水系の恋瀬川流域を対象として作成し、施肥

改善等の対策によって流域のあらゆる地点で水質

がどのように変化するかを長期にわたって予測す

ることができる。

２　生物生息ポテンシャル評価モデルの開発

農林水産業に関わる活動が生物多様性保全機能等

の農林水産生態系の機能の変動に及ぼす影響につい

ては、農林水産生態系の類型化とモニタリング、相

互比較を可能とする新たな景観構造に関する調査・

情報システム RuLIS を構築するとともに、個別の生

物種群の生息状況と農林水産業活動に伴う生物生息

地の現況との関係をモデル地区における現地調査に

よって解明・モデル化した。トンボ類・チョウ類・

鳥類・淡水魚類については、各生物種群のモデルを

共通フィールド（茨城県恋瀬川流域）に適用し、農

林業の変化が生息ポテンシャルに及ぼす影響を定量

的かつ空間的に評価するための手法を開発した。本

手法は、これまで我が国では実現されていなかった

定量的かつ空間的な評価を可能とするものである。

RuLIS
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対象に，それらの生態系を解明するとともに評価指

標や評価モデルおよび農林水産生態系の機能を再

生・向上させる修復制御技術を開発した。さらに、

上下流域の住民等が連携した流域圏環境管理方式や

管理組織体制の将来像を解明し、総合的に環境管理

を支援するシステムを開発した。

Ⅶ　今後の課題　

水物質循環モデルについては、現地調査等を継続

して検証の可能な部分はできる限り検証し、モデル

の信頼性を高める必要がある。生物生息ポテンシャ

ル評価モデルについては、現状でブラックボックス

となっている景観と生息ポテンシャルをつなぐ生態

学的プロセスを解明する必要がある。河口・沿岸域

の低次生産モデルについては、有用生物の環境評価

手法として広く活用されるよう、普遍化を図ってい

く必要がある。森林の生物多様性については、奥山

林の伐採と再生、里山林の更新等について有意義な

指針を得ており、現場への積極的な適用・普及を図

る必要がある。農業水利における生態系の再生・管

理については、流域圏環境の視点から、今後限界集

落化した過疎地域の再編等についての検討が必要で

ある。
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9) 中野恵子・大倉利明・江口定夫・加藤英孝 (2003).

深層土壌調査・分級のための土壌円筒試料の採取

と物理的・化学的性質の測定 . 第 45 回土壌物理
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�8) 家田浩之・内村浩二・加藤英孝 (2005). 黒ボ

ク土下層土中の溶質移動過程における陽イオン

の吸着モデル . 日本土壌肥料学会講演要旨集 , 

5�, �.

�9) Ieda, H., Katou, H., and Shiozawa,

S(2005).Predicting retardation of Ca2+ and 

Cl- transport in an Andisol resulting from 

simultaneous changes in cation- and anion-

exchange capacities.ASA-CSSA-SSSA 2005 

International Annual Meeting. Annual Meetings 

Abstracts [CD-ROM].

20) 中野恵子・Díaz, P. U.・鈴木克拓・加藤英孝

(2006). 負圧浸入計によるコムギ作後圃場の透水

性の測定 . 第 48 回土壌物理学会講演要旨集，p. 

32-33.

A2�22　陸水・土壌物質負荷のかく乱が河口・干潟

浅海域の環境変動に及ぼす影響の解明とモデル化

�) 田中勝久・上眞裕美・澤田知希・都築基・黒田伸郎・

柳澤豊重 (2002).2000 年 6 月～ 2002 年 6 月の矢

作川から知多湾への形態別窒素・リン負荷の実態

―東海豪雨の影響― . 水産海洋学会創立 40 周年

記念大会講演要旨集，pp.52-53.
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Ⅺ　取りまとめ責任者あとがき

本プロジェクトは５年にわたるものであったが、

当初の４０近い実行課題は３年経過時点で２／３

程度に絞り込むこととなった。後半の２年間は霞ヶ

浦に流入する恋瀬川と利根川沿岸域を主な対象と

して設定し、それまで全国のフィールドで展開さ

れてきた個別課題の成果をこの流域圏にちりばめ

るという計画を新たに立てた。当初はＡ（水物質

循環），Ｂ（生態系），Ｃチーム（技術開発）の体

制で開始されたが、３つのモデル開発グループ（水

物質モデル、生物生息ポテンシャル、河口・沿岸

域生産モデル）および、社会への実用・普及を考

慮した技術開発課題として２つの対象（里山と農

業水利施設の維持管理）を選定、主に計５つのグ

ループに分かれて課題間の連携がより強固となる

よう配慮した。

この時点で課題の統廃合を行った結果、当初と

は異なる課題名称・配列となったが、報告書では、

上記の５グループに仕分けした構成とせず、あえ

てプロジェクト開始時点の姿も見える形にした。

当初計画のどこがどう変わったかがなるべくわか

るようにしておく方が、今後にとって何らかの参

考になるだろうと考えたからである。本報告の目

次は、プロジェクト終了時点での課題を配列して

いる。

このプロジェクトはいままでにない一軒の新しい

家を建てるようなものであった。基礎工事から屋根

工事、内装、外装、電気設備、水回り・・・、さま

ざまな専門家が係わって家は建てられるが、それぞ

れの専門家はその分野の新しい技術を編み出し、な

おかつ、それら新しい技術を持ち寄って、一軒の『新

しい家』を建てることが要請される。それぞれが自

己の腕を磨こうとするあまり、みんなで家を建てる

ことを忘れては、家が建つはずがなく、ここがもっ

とも注意を要するところだ。

幸いにも参画機関代表者（チームリーダー）や各
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課題担当者の皆さんの理解・協力が得られ、プロジェ

クトとしての成果が産み出された。農林水産技術会

議事務局をはじめ、本プロジェクトに係わって頂い

た多くの皆さんに感謝の意を表したい。

（推進リーダー：端　憲二）
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１　森林流域における水・物質循環プロセスの解明

（１）　森林流域における主要栄養塩類の収支・水流

出過程の解明とモデル化

ア　研究目的

流域圏の健全な水・物質循環を構築するには源

頭の森林流域の適切な管理が不可欠であり、その

ためには気候変動や流域環境の人為的な変化が森

林流域の水・物質流出に及ぼす影響を科学的な知

見に基づいて評価する手法の確立が必要である。

本課題では、森林流域における主要栄養塩類の流

入、生成過程を明らかにし、流出する栄養塩類の

下流域への供給量を解明する。また、森林流域に

おける水流出過程を解明し、モデル化を行う。

イ　研究方法

（ア）　森林流域における栄養塩類の供給量の解明

北関東低山地、琵琶湖周辺山地、西南日本外帯

山地において森林小流域における栄養塩類の流入・

流出負荷量を計測し、下流への供給量を解明する。

また、西南日本外帯山地において、異なる林齢の

森林流域の渓流水質から林齢の違いが流出水中の

硝酸イオン(NO3)濃度に与える影響を解明する。

（イ）　森林流域における水流出過程の解明とモ

デル化

森林流域における水収支および流出特性を把握

し、流域諸因子（地形、土壌、植生等）および気象因子（先

行水分条件や降水特性）との関係を明らかにする。

また、山地流域の水流出特性に大きく係わる積雪の

分布特性を、航空レーザー測量により作成した高解

像度数値標高データ等を用いて解析する。さらに、数

値標高データの空間分解能が準分布型水文モデル

の流出計算に及ぼす影響について感度分析を行う。

（ウ）　恋瀬川流域における水・物質流出量の解明

恋瀬川流域圏を対象にした水・物質循環統合モ

デルによるシミュレーションの検証に資するた

め、39 森林流域において季節毎に渓流水質を計

測する。また、同流域内に位置する筑波森林水文

試験地を対象に水収支ならびに蒸発散の季節変化

を定量的に評価するとともに、茨城県内のスギ・

ヒノキ人工林を対象にした過去の測定事例を整理

し、樹齢と遮断蒸発量との関係を解析する。

ウ　研究結果

（ア）　森林流域における栄養塩類の供給量

桂不動谷津試験地（茨城県城里町 59.9ha）にお

いては、降雨イベント時には流量の増加に伴って、

渓流水の硝酸イオン(NO3)濃度、溶存有機炭素濃度

(DOC)が急激に上昇し、珪素(Si)濃度が減少する変

化を明らかにした（図 A����-�）。このような現象は、

降雨イベント時に頻繁に認められた。一方、宝川試験

地（群馬県みなかみ町 �906ha）では積雪期には溶

存成分濃度は徐々に上昇し、融雪開始時期には NO3

濃度が急激に上昇し、融雪期中期以降は全成分濃度

が低下する傾向を明らかにした。このような非定常

時における栄養塩類の流出量も含めた年流出量を

推定するために、流量－負荷量の関係(LQ 式 )を用

いて、日本国内の各森林流域における流入負荷量、

流出負荷量を算出した。無機態 N流出量は多くの流

図A1111-1　桂不動谷津流域における降雨イベント

時の栄養塩類濃度の変化

第１編　流域圏における水物質循環、生態系のモニタリング
及び機能の解明・評価

第１章　森林から沿岸域までの水、物質循環プロセスの解明

Ａ　水・物質循環チーム
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域で概ね�～ 6kg ha-�y-� 程度であり、降水量が増加

しても流出量の増加は認められなかった。また、流

出量は流入量より少ない傾向を示した。世界的に見

ると、日本における無機態 N流出量は必ずしも大き

いとはいえず、分布傾向は類似していた。また、四国

などの高降水量の地域において必ずしも無機態 N

流出量が増加していなかった。一方、Siの流出量は

�2～ 2��kg ha-�y-� と広い範囲の値を示し、流水量

が多い流域ほど、Si流出量も多くなる傾向が認めら

れた（図 A����-2）。このようなSi流出量と流出水量

との関係は、世界的に見ても降水量の少ない乾燥地

域から本研究で示した湿潤温帯地域まで成立した。

林齢が栄養塩類の流出量に及ぼす影響について

は、高知県東部の天然林、天然林と約 90年生スギ人

工林、約�0年生と約 20年生のスギ人工林、約30年

生のスギ人工林、約 25年生のスギ人工林からなる

5流域における無機態 N流出量を、これらの流域が

合流した大流域における流量データを用いて解析

した。その結果、約20年生のスギ林の無機態 N流出

量（約�.� kg ha-�y-�）に比べて、天然林流域（約 4.0kg 

ha-�y-�）では 2倍以上の無機態 N流出量を示した（図

図 A1111-2　流出水量と N、Si 流出量との関係　FFPRI: 本研究、Others：日本にお

ける他の測定、N.US：北米太平洋岸地域における測定
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図 A1111-3　和歌山県中部の林例の異なる森林流域

における NO3-N 濃度

33 流域における測定値を重ねたもの

図 A1111-4　高知県東部の異なる林齢からなる流域

における無機態窒素流出量

Natural F. �：天然生林 �00％らなる流域

Naturai F. 2：天然生林 50％、85 年生人工林 50％か

らなる流域

Man-made F. �：�0 年生人工林 50％、20 年生未満

人工林 50％からなる流域

Man-made F. 2：30 年生人工林 90％、雑木林 �0％

からなる流域

Man-made F. 3：25 年生人工林 �00％からなる流域

和歌山県中部の林例の異なる森林流

域における NO3-N 濃度
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A����-3）。また、また、和歌山県中部の林齢の異なる

流域においても、NO3 濃度は伐採に伴って急激に上

昇し、3年後頃にピークを迎え、その後、森林の回復

に伴って低下し、ほぼ 25年で伐採前の状態に回復

した（図A����-4）。さらに、同一地点の経年的な変動も、

隣接する集水域においてみられた森林の成立に伴

う変動の傾向と一致した。

（イ）　森林流域における水流出過程

常陸太田試験地（茨城森林管理署管内堂平国有

林 ��8 林班）において、集水面積と樹齢の異なる

５つの集水域（面積約 0.82 ～ �5.53ha）を対象

に、年間の水収支とトレーサー濃度（溶存無機イ

オン濃度ならびに水素･酸素の安定同位体比）の

年平均値を調べた。その結果、相対的に高齢の壮

齢林で覆われた流域ほど年損失量と塩素イオン濃

表 A1111-1　各集水域における降水量と流出量（常陸太田試験地）

*� HA、HB は林齢 80 年生、HV は �2 年生、HO は 80 年生と �2 年生、HX は �2 年生から

80 年生までのスギ・ヒノキ人工林が混在（�999 年時点）

表 A1111-2　塩素イオン濃度と酸素安定同位体比の平均値（常陸太田試験地）

*� 樹冠通過雨と樹幹流はそれぞれ HA 内の上下二地点で採取

*1 HA HB 80 HV 12 HO 80 12 HX 12
80 1999

度が高いこと、渓流水の酸素安定同位体比は林内

雨に比べて高い値であることを明らかにした（表

A����-�、2）。

釜淵森林理水試験地（山形森林管理署最上支署

管内高滝山外 �2 国有林 8� 林班）の１号沢（面積

約 3.�ha）における出水時の水流出量と浮遊土砂

濃度の経時変化を調べた。その結果、水流出量の

最大時間変化率（単位時間当たりの増加量）と浮

遊土砂濃度の増加量（出水前の値と最大値の差）

の間に正の相関があること（図 A����-5）、増水

がピークに達した後の減水過程では急速に低下す

ることを明らかにした。

筑波森林水文試験地（茨城森林管理署管内椚平

国有林 2�� 林班）の森林小流域（面積約 3.0ha）

において、出水時の水流出量と流出水の安定同位
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図 A1111-6　出水中の浮遊土砂濃度と新しい水（当該降雨）の割合の経時変化（筑波森林水文試験地）

図 A1111-5　出水時の水流出量と浮遊土砂濃度

の関係（釜淵森林理水試験地）

図 A1111-7　航空レーザー測量により推定した 2月の積雪深分布（宝川森林理水試験地）
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図 A1111-8　2 月から 4 月の間の雪面低下量の分布（宝川森林理水試験地）

図 A1111-9　解像度の異なる数値標高データによる地形指数分布の比較

（図 ����-�、8 に示す集水域全体の計算結果から、比較のため左上の部分を拡大表示したもの）
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体比ならびに浮遊土砂濃度の経時変化を調べた。

その結果、水流出量がピークに達した時点では流

出水の約 60％が当該降雨の雨水によって占めら

れていること、この時点で浮遊土砂濃度も最大と

なることを明からにした（図 A����-6）。

宝川森林理水試験地の本流集水域（面積約

�9km2）を対象に、航空レーザー測量によって作

成した地表と雪面の高解像度（�m メッシュ）数

値標高モデル（DEM）を用いて、厳冬期（2 月）

と融雪期（4 月）の積雪深ならびに同期間内の雪

面低下量を面的に推定した。その結果、積雪深は

流域内の高標高側で大きく、特に谷筋で大きくな

る傾向があること（図 A����-�）、雪面低下量は

標高の低い場所ほど大きく、特に南向きの斜面

図 A1111-10　解像度の異なる数値標高データによる流出ハイドログラフの計算結果の比較

図 A1111-11　森林流域における年降水量と年流出量

の関係（筑波森林水文試験地）比較

で大きくなる傾向があること（図 A����-8）を明

らかにした。また、�m の地表 DEM から分解能 �0m

と 50m の DEM を作成し、それぞれの DEM を用いて

TOPMODEL�) による流出計算を行った。その結果、

分解能が粗くなるにつれて出水ハイドログラフの

立ち上がりが急になることを明らかにした（図

A����-9、�0）。

（ウ）　恋瀬川流域における水・物質流出量

2006 年 4月、�月、�0月に測定した恋瀬川流域

図 A1111-12　林分密度と樹冠通過雨量、樹幹流下

量及び遮断蒸発量の回帰直線の傾き

と樹齢との関係（茨城県内のスギ・

ヒノキ人工林を対象にした過去の樹

冠遮断測定結果を整理したもの）
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内の 39 森林流域における NO3-N 濃度の平均値は、

それぞれ、�.55、2.0�、2.29 mgL-� であり、関東周

辺で実施した広域水質調査結果に比べて高い値を

示した。特に、流域内の南部で濃度が高い傾向が

認められた。筑波森林水文試験地の長期観測デー

タから算出した平均年損失量は約 �90mm であった

（図 A����-�0）。また、同試験地内の樹冠遮断プロッ

トの測定結果を含め、茨城県内のスギ・ヒノキ人

工林を対象にした過去の樹冠遮断測定結果を用い

て、一降雨ごとの林外雨と樹冠通過雨および樹幹

流の回帰直線の傾きと樹齢の関係を解析した。そ

の結果、より高齢の林では樹冠通過雨量の割合が

相対的に大きくなるのに対して、樹幹流下量の割

合が小さくなること、ただし、林分水収支としては

割合の大きな樹冠通過雨量の影響が卓越するため

高齢の林ほど遮断蒸発量の割合は相対的に小さな

傾向となることを示した（図 A����-�2）。

エ　考　察

（ア）　森林流域における栄養塩類の供給量

本研究で詳細に検討した桂試験地ならびの桂不

動谷津試験地では、明瞭な降雨イベント時の溶

存成分濃度の変化が認められた。しかし、流量

の増加に伴う各溶存成分濃度の変動のパターンは

一様ではない。Si、Na、Ca といった基盤岩石か

らの風化によって生成される成分は降雨による流

量増加に伴って濃度が減少する傾向が多く認めら

れた。これは、降水自体による渓流水の希釈なら

びに十分に鉱物と反応していない土壌水の流出を

示していると考えられる。一方、生物起源の Nと

DOC、また、基盤岩石の風化によっても生成され

るが、植物との循環量の占める割合が高い K は、

降雨イベント時に濃度が急激に上昇する傾向が認

められた。この現象は、表層土壌中に蓄積されて

いる生物起源の N、Cが、降水によって洗脱され、

流出したためであると推察される。

一方、日本海側の渓流水の変動を考える上で必

要な積雪、融雪の影響については、積雪期には流

出に寄与するはずの降水が雪の形で地表に貯留さ

れてしまうために、無降雨時の基底流出と同様に

流量が少なく、かつ緩やかに減少する。このため、

溶存成分濃度は徐々に濃縮されて濃度が上昇する

ものと考えられる。これに対して、春になり気温

が上昇して融雪が開始すると、土壌に大量の水が

供給されることになる。このため、降雨イベント

の時の渓流水の溶存成分濃度の変化と同様に、土

壌中に蓄積されていた生物起源の Nの急激な洗脱

が起こり、渓流水の溶存成分の中でも NO3 濃度が

上昇するものと考えられる。ただし、このような

NO3 濃度の上昇は融雪開始時期に限られ、融雪期

中期以降は土壌中の NO3 が減少するために渓流水

中の NO3 濃度が低下するものと考えられる。

森林流域における主要栄養塩類の収支は、N を

除くほとんどの成分が流出量が流入量を上回って

いた。この結果は、基盤岩石の風化によって流出

する方が高くなっていることを示している。ま

た、Si の流出量は流出水量が多い流域ほど多く

なる傾向が認められた。このことは風化によって

生成され、渓流水に溶解して下流域へと供給され

る Si をはじめとする元素の流出量は、風化環境

を支配する温度条件によって影響されることはい

うまでもない。しかし、それとともに風化によっ

て生成される二次生成物を流亡させ、基盤岩石か

らの溶出を促進させるという意味で、降水量と流

出水量がより大きく森林からの流出量に対して影

響していることを示している。これに対して、N

の流出量は流入量より少ない傾向を示し、大気か

ら供給された Nが植物によって流域内に蓄積して

いることが明らかになった。この傾向は降水量が

多く、流出水量も多い流域においても同様に認め

られた。つまり、無機態の Nは降水によって森林

生態系に取り込まれるものの、その Nを森林土壌

と植物との間で効率的に循環させることによって

N の流亡が低く抑えられていると考えられる。こ

れらのことから森林を適正に管理し、森林による

N の吸収量を高めることにより、森林の水質保全

機能が維持できると考えられる。

林齢に伴う渓流水の NO3 濃度の変化は、伐採に

よって一時的に上昇する。これは、植物による N

吸収量の低下と森林土壌における N無機化の増加

によるものと考えられる。森林の成長にともなっ

て流出が減少することは、降水によって流入した

N を森林土壌と植物との間で効率的に循環させ定

ることを示している。これに対して、高齢林にな

ると渓流水の N流出が増加するのは、高齢林では

成長量の頭打ちにともなって N吸収量が低下する
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ためであると推定される。これらのことは、森林

の成長量を維持することが水質保全機能の維持に

も繋がることを示唆している。

（イ）　森林流域における水流出過程

常陸太田試験地において、年損失量が大きい壮

齢林の流域で塩素イオン濃度が高いという結果が

得られたのは蒸発による濃縮の影響と考えられる

が、壮齢林の流域は樹高も大きいことから風成の

塩類の補足率が大きい可能性もあり、この点は今

後の課題である。また、渓流水の酸素安定同位体

比が林内雨に比べ高いのは地面蒸発に伴う同位体

分別の影響と考えられる。

出水中の浮遊土砂濃度は、その時点で流域内に

存在する移動可能な（すなわち浮遊可能な）土砂

とそれを運搬可能な水の量（ないし分布範囲）の

両方を反映した値になる。釜淵森林理水試験地に

おいて、浮遊土砂濃度が水流出量それ自体よりも

むしろ水流出量の時間変化率に伴って大きくな

り、さらに増水ピーク後の減水時に浮遊土砂濃度

が急速に減少するという結果が得られたのは、出

水時の渓流水に含まれる浮遊土砂には、当該出水

中に新たに生産された土砂の他に、先行出水の終

了時に流域内に残留した土砂も含まれているため

と考えられる。

宝川森林理水試験地において、2 月から 4 月の

間の積雪深低下量が低標高側、特に南向き斜面で

大きいという結果が得られたのは、標高上昇に伴

う気温の低下や斜面の受光係数を反映しているた

めと考えられる。

（ウ）　恋瀬川流域における水・物質流出量

恋瀬川流域を含む関東平野の周縁部は、渓流水

の NO3 濃度が高いことが知られている。また、一

部の流域では、降水による N流入量よりも流出量

の方が多い「窒素飽和」現象が起こっているとも

いわれている。恋瀬川流域内の多くの森林流域

における T-N、NO3-N 濃度は高く、特に流域内の

南部で濃度が高い傾向が認められた。これは、都

市域からの汚染物質の移流によるものと推察され

る。また、今回の研究では測定していないが、乾

性降下物による Nの流入による可能性が高いと考

えられる。

筑波森林水文試験地において得られた平均年損

失量は、関東周辺の他の森林理水試験地で得られ

た年損失量と整合的であった。またボーエン比法

によって推定した蒸発散量もほぼ同等の値であっ

たことから、水収支は良好に計測できていると判

断される。また、茨城県内の遮断蒸発量は、より

高齢の林では樹冠通過雨量の割合が相対的に大き

く、樹幹流下量の割合が小さく、林分水収支とし

ては割合の大きな樹冠通過雨量の影響が卓越する

ため、高齢の林ほど遮断蒸発量の割合は相対的に

小さな傾向となることが示唆された。

オ　今後の課題

本研究では、流出メカニズムを考えることを念

頭に置いて、比較的流域面積の小さい森林流域を

取り上げて栄養塩類の収支を評価した。しかし、

広く世間から期待されている森林の水質保全機能

を評価する上では、より大面積の森林流域におけ

る栄養塩類の流出量の評価も必要である。

また、流出水量の推定において、積雪地域では

融雪過程が重要であることが明らかになり、そのモ

デル化に成功したが、融雪過程に及ぼす地被状態

の影響についても、今後検討を進める必要がある。

カ　要　約

森林流域における主要栄養塩類の流入量、流出

量を明らかにし、多くの日本の森林流域では大気

から供給された窒素が森林生態系内に保持されて

おり、その結果として水質保全機能が発揮されて

いることを明らかにした。また、風化によって生

成される栄養塩類については、森林生態系を通過

する水量に支配されて流出量が規定されているこ

とを解明した。また、森林の成長にともな渓流水

質の変化から、伐採によって Nが一時的に流出す

ること、成長量が大きな時期ほど Nの流出が抑制

されており、生長量の減少に伴って流出が増加す

ることを明らかにした。

流域水収支とトレーサー濃度の分布から水収支

に対する林齢の影響と蒸発散による濃縮効果を定

量的に評価した。出水中の流量、浮遊土砂濃度、

安定同位体比の経時変化を並行して測定し、浮遊

土砂濃度と“新しい水”の寄与割合のピークが一

致することを示した。航空レーザー測量により作

成した高解像度数値標高モデルを用いて山地流域

の積雪の空間分布特性を解析するとともに、準分
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布型水文モデルによる流出計算を行い、DEM の解

像度が出水ハイドログラフの計算結果に与える影

響を評価した。
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２　農業流域における水・物質循環プロセスの解明

（１）　中山間傾斜地水田からの水・物質流出モデル

の開発

ア　研究目的

近年、中山間地の棚田は、流域の水循環や水環

境に重要な位置を占めていることが指摘されてい

るが、その実態は明らかではない。本研究では、

今日まで自然と共生し管理されてきた棚田の共生

条件に関して、棚田地帯を巡る水循環の実態解明

及び将来的な維持管理のための棚田地帯の災害要

因の分析・解明（平成 �4 ～ �6 年度）、ならびに

棚田における窒素およびケイ酸循環の実態を解明

し、水および物質循環のモデル化（平成 �� ～ �8

年度）を行うことを目的とする。

イ　研究方法

（ア）　棚田の類型化と災害要因の分析

対象地区として、宮崎県五ヶ瀬町内に分布する

棚田ほ区（ほ区数 6�5）を選定した。GIS システ

ムにより、ほ区の形状、標高差などを数値化し、

これに基づき棚田の集水域としての特徴指標を検

討した。また、棚田の立地環境と災害との関係を

推定するため、デジタルオルソ画像と DEM データ

に、自然地理学、河川工学、砂防工学上の見地か

ら棚田を類型化し、その類型と平成 9年の集中豪

雨時に発生した農地災害（32 ほ区）との関係を

考察した。

（イ）　棚田小流域における水循環の実態解明と

循環モデルの開発

観測対象流域地区として、熊本県内の用水を

水源とする棚田小流域を選定した。流域面積は

0.8�ha、平均勾配 �/8、水田面積率 4�％である（写

真 A��2�-�）。平成 �5年度より、流域内に雨量計を、

主要な流入、流出地点等に水位計を設置し、水文観

測を行った。

（ウ）　棚田小流域における窒素、ケイ酸循環の

特徴と要因解明

上記棚田小流域において、流入・流出地点等

用排兼用水路沿いの主要な位置で水質（pH、EC、

T-N、NH4-N、NO3-N、溶存 Si）観測を行った。加えて、

用排兼用水路の水質に及ぼす水田の影響を検討す

るため、小流域内の一筆の水田において、田面水

および浸透水水質の観測を行った。

ウ　研究結果

（ア）　棚田の類型化と災害要因の分析

圃区の流れの集中度を表す指標として、圃区の

水平面積と同じ面積をもつ円の半径を基準長さに

とり、圃区の縦長率（水平方向、鉛直方向）と

傾斜角を定義した（図 A��2�-�）。また、自然地

理学等の見地から棚田を４つに類型化した（表

A��2�-�）。また、災害の大半が類型Ⅰ型の棚田ほ

区において発生していることを明らかにした。

写真 A1121-1　水文・水質観測対象流域

図 A1121-1　棚田の集水指標表 A1121-1　地理学等に基づく棚田の類型区分
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（イ）　棚田小流域における水循環の実態解明と

循環モデルの開発

４年間の水文観測結果から、棚田の水管理の

違いによる洪水時流出率の違い、すなわち、「常

時湛水期洪水時の流出率は、間断かんがい期の

それより大きい」、「間断かんがい期洪水時の流

出率は、長期の流出率に類似する 3)」ことを明

らかにした（表 A��2�-2）。このような流出挙動

を明らかにするため、棚田流域に特徴的な”斜

面域”に着目した流出モデルを開発した（図

A��2�-2）。本モデルの特徴は、(i) 棚田小流域

の降雨－流出挙動を田面域と斜面域とに領域区

分、（ⅱ）降雨の一時貯留は田面域のみで生じる

と仮定、（ⅲ）降雨－流出挙動を「浸透速度（田

面）」、「浸透速度（斜面）」、「斜面からの湧出」

の３つのパラメータで表現、である。このモデ

ルを間断かんがい期および常時湛水期洪水時に

適用した結果、間断かんがい期の豪雨では田面

に約 60mm の初期貯留があり、相対的に低い流出

率であったこと（図 A��2�-3 左）、常時湛水期の

豪雨では田面に初期貯留はなく、相対的に高い

流出率であったこと（図 A��2�-3 右）を明らか

にすることができた。

（ウ）　棚田小流域における窒素、ケイ酸循環の

特徴と要因解明

２年間の水質観測結果から、平常時・常時湛水

期において、棚田小流域のかんがい水（地表水）

の窒素およびケイ酸濃度は、下流側ほど低下す
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表A1121-2　観測流域の流出率 図A1121-2　斜面域を考慮した流出モデル図

図A1121-3　流出モデルの洪水流出への適用（左：2004 年 8 月 29-3� 日、右：2006 年 6 月 �5 日）
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る傾向があることを明らかにした（図 A��2�-4）。

この結果と水文観測結果を組み合わせることに

より、平常時・常時湛水期においては、棚田流域

内循環により、かんがい水（河川水）中の窒素

およびケイ酸負荷量は減少することを明らかに

した（図 A��2�-5）。このような濃度低下の要因

は、かんがい水と田面水との交換（図 A��2�-6）、

およびかんがい水と承水路中の水との合流（図

A��2�-�）であることを明らかにした。

エ　考　察

（ア）　棚田の類型化と災害要因の分析

豪雨による災害（法面崩壊等）は、Ⅰ型すなわ

ち山腹斜面型の棚田で多く発生することがわかっ

た。この結果に関する詳細なメカニズムの解明が

課題である。

（イ）　棚田小流域における水循環の実態解明と

循環モデルの開発

開発した流出モデルにより、”間断かんがい

期洪水時の流出率は、長期の流出率に類似す

る”という棚田の特異な流出挙動は、田面域と

斜面域とを分離することで合理的に説明できる

こと、および降雨時の棚田の一時貯留深の推定

が可能となった。より詳細な流出機構に関して、

棚田の流出成分の時間的な分離等の解明が課題

である。

（ウ）　棚田小流域における窒素、ケイ酸循環の

特徴と要因解明

本研究では、用排水兼用型水路を有する棚田に

おけるかんがい水（地表水）の窒素およびケイ酸

濃度の変化傾向が明らかとなった。今後は、この

傾向の定量化が課題である。

オ　今後の課題

本研究で得られた成果を、棚田の持つ多面的機

能のバックデータとして活用する方策を検討した

い。また、成果を河川上流部における水質形成機

構として捉え、研究の発展を図りたい。

図 A1121-4　棚田における流入・流出窒素濃度

図 A1121-5　棚田における窒素とケイ酸の収支
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図 A1121-6　田面水との交換による窒素濃度低下
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図A1121-7　承水路との合流による窒素濃

度低下
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（２）　農地・水路系における水・物質等の循環・

移動プロセスの解明

農業地域における地域資源特性に関して、こ

れまで比較的単純な系において研究が進められ

てきたが、流域レベルや営農形態・農地水利系

施設整備の影響を考慮した水・物質移動につい

ては十分な検討がなされていない。そこで、本

研究では、畑地や水田が卓越する、ため池や湖

沼を有する、あるいは農地水利系の整備や混住

化が進行しているといった特徴を持つ流域を対

象に、農地・水路系における水・物質循環プロ

セスを明らかにする。

なお、本課題は次の細部課題毎に報告する。す

なわち、１) 水及び土壌・富栄養塩類の流出にお

ける滞留効果の解明（農工研・農地水資源部・水

文水資源研）、２）地域の用水源・営農形態等の

変化に伴う汚濁物質負荷過程の解明（滋賀県・農

業技術振興センター・環境研究部）、３）農地水

利系の整備と混住化が小流域の水・物質移動に与

える影響の解明（京都大学大学院農学研究科・水

環境工学研究室）。

１）水及び土壌・富栄養塩類の流出における滞留

効果の解明

ア　研究目的

流域の健全な水循環系構築が社会的な要請と

なっている中で、農村地域、特に畑地農業地帯に

おいては、浅層地下水の硝酸性窒素汚染が顕在化

するとともに、排水路の整備や施設園芸の普及等

に伴う水循環への影響が懸念される。この中で水

質を含めた良好な水資源を保全するためには、水

資源量の評価とともに、水や物質の滞留時間の評

価・算定を行う必要がある。それには、水資源を

貯留している場、すなわち水理地質構造およびそ

の特性把握が重要であるが、これまで地下構造を

考慮に入れて水・物質循環量を定量的に評価した

事例は少ない。そこで本研究では、畑台地流域を

対象として流域の水理地質構造を考慮して、水や

富栄養塩類の流出特性を滞留時間に着目して分析

し、その循環移動プロセスを明らかにする。

イ　研究方法

（ア）鹿児島県肝属川流域を対象として水文量

や水質の観測、調査を行う。また、流域の水理地

質構造を明らかにする。具体的には以下の調査を

実施する。

ａ　ボーリング調査　流域内の代表地点として

笠野原台地において地質調査と地下水観測を目

的としたボーリング調査を行う。ボーリングは

掘削口径をφ 86mm とし、コアパックチューブ

を用いたオールコア採取とする。また、採取さ

れたコアを用いて透水性や三相分布などの土

壌・地質特性を分析する。

b　水文・水質調査　水文・水質調査を、�) ボー

リングによる観測井、2) その他既存の井戸、3)

カ　要　約

中山間地の棚田が、流域の水循環や水環境に与

える影響を明らかにするため、棚田の類型化と災

害要因との関係、棚田の水管理と降雨－流出挙動

の実態把握・モデル化、棚田小流域における窒素、

ケイ酸循環の特徴について研究を行った。その

結果、（ⅰ）棚田を４つに類型化し、災害の大半

が特定の類型において発生していることを明らか

にした、（ⅱ）棚田小流域の降雨－流出挙動を田

面域と斜面域とに領域区分した流出モデルを開発

し、間断かんがい期洪水時の低い流出率とこれに

関連する田面での一時貯留量の定量的評価を可能

にした、（ⅲ）平常時・常時湛水期において、棚

田流域内循環により、かんがい水（河川水）中の

窒素およびケイ酸濃度・負荷量は減少する傾向が

あること、および棚田特有の水循環に基づく濃度

低下要因を明らかにした。

キ　文　献

�) 樽屋啓之・安中武幸（2002）．棚田の法面崩壊実

態調査．農土学会誌 �0(5)：29-32．

2) 樽屋啓之（2003）．中山間農地における災害調査

データの分析．圃場と土壌 35(�)；�6-20．

3) 小林剛ら（2005）．ある棚田小流域における 2004

年台風 �6 号による降雨の流出過程に関する研究．

日本流体力学会年会 2005 講演論文集：�-4．

研究担当者（原口暢朗 *、樽屋啓之、塩野隆弘、宮

本輝仁、宮本邦明、小林剛）
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湧水、4)河川水を対象として実施する。また、

地下水、湧水については地下水の湧出層を考

慮する。

c　地質データベースの構築　流域の水理地質

特性を把握するため、肝属川流域の地質柱状図

や地質露頭記録等を広く収集し、地質データ

ベースを構築する。

d　台地畑の営農管理による水収支調査　畑地の

営農管理が地中の水・物質の移動速度に与える影

響を評価するため、圃場流出試験を実施する。

（イ）共通フィールドとして設定された茨城県

恋瀬川流域において水文・水質調査を行い、基

礎データを収集するとともに、課題 A3��� に検証

データを提供する。

ウ　研究結果

（ア）　流域の水理地質構造と水の滞留時間

ボーリング調査や地質データベースの構築に基

づいて流域の水理地質構造を検討した結果、第一

帯水層以浅の分布はほぼ判明したが、第二帯水層

は深層地質情報の不足や基盤形状が複雑である

ことなどから正確な分布域の特定は困難であっ

た。一方、台地の不圧地下水は、大隅降下軽石

層 (A-Os) と入戸火砕流堆積物 (A-Ito) に、また、

不飽和水は地表附近を除くと A-Ito に存在するこ

とがわかった。これら広域の地質分布情報に加

えて、代表的な地質コアの分析結果を考慮して、

水資源量や水の滞留時間の評価を 200m 正方メッ

シュで評価を行った。

その結果、不飽和帯と飽和帯（第一帯水層）を

合わせた地中水の存在水量は水柱換算で平均 23m

あり、非常に多くの水が水循環に関与している

ことがわかった ( 図 A��22-�)。また、不飽和帯

の平均滞留時間は、最大 2� 年、平均 �0 年、ま

た、第一帯水層までの全地中水の平均滞留時間は

�5.� 年と算定された。

（イ）台地地下水の硝酸性窒素汚染

台地地下水の水質と水温には成層構造が認めら

れた。水質・水温境界の深さは A-Ito と A-Os の

境界よりやや下方にあり、その位置は時期により

変動している。上層の水質は無機イオンの成分バ

ランスから第 2地下水の水質と類似しており、観

測井の上層における硝酸性窒素濃度は �(mgN/L)

以下と低いが、A-Os 層の地下水は �0(mgN/L) を

超え汚染が進んでいる。このような成層構造は他

の地点においても確認された。

（ウ）　畑地の地表面管理が水循環に与える影響

圃場試験から得られた畑地の地表面管理の違い

による地表流出率を表 A��22-� に記す。

圃場からの地表流出（率）は、一雨雨量よりも

�0 分または 5 分といった短時間降雨強度との相

関が高かった。また、耕耘・畝立ての直後にはほ

とんど流出がみられず、時間とともに徐々に流出

がみられるようになった。

夏・秋作期における通算流出率は、2005 年で

は、対照区（裸地４区）と甘藷１区では �0％前

後で大差なく、また、甘藷作での不透水性プラ

スチックマルチの使用（被覆率 55％）では流出

率は 25 ～ 28％（甘藷２および３区）と顕著な違

いがみられた。また、裸地区では耕耘方法の違

いにより � ～ �9％の範囲であったが、裸地５（マ

ルチ被覆あり）では 45％となり、農地地表面の

図A1122-1　火砕流大地に存在する水の分布と不飽和帯の平均滞留時間
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管理によって流出率に差が生じることがわかっ

た。一方、表層土壌の特性は試験区毎に栽培管

理履歴を反映しており、透水係数は当初 �0-2 ～

�0-3(cm/s) オーダーであったものが、試験後に

は畝間で �0-4 ～ �0-5 オーダーへ低下するなど、

土壌クラストの形成による浸入能の低下が一因

であると考えられた。

また、地表流出と管理条件および積算降雨エネ

ルギーとの関係をモデル化し、裸地条件における

年水収支の試算を行った。その結果、年間の地表

流出高が �0mm ～ ��40mm、地下水涵養量が 890 ～

�650mm と試算され、営農管理によって水収支特

性が大きく異なることが示唆された。

（エ）　恋瀬川流域の水質・水文調査

茨城県恋瀬川流域のうち、畑台地が多い天の川

流域を中心として、最大 �6 地点で河川水質 ( 各

態窒素、全窒素 )、2 地点で河川流量のモニタリ

ングを行い、結果を課題 A3��� に受け渡した

エ　考　察

硝酸性窒素による地下水汚染と水理地質構造を検

討する中で、台地における地下水汚染機構の推定を

行った（図A��22-2）。主に畜産廃棄物を起源とした

窒素負荷は、第一帯水層では水理地質構造を反映し

て、主にA-Osを通じて水平方向に広がっているこ

とが推察された。前述の通り、台地の比較的浅層の

第一地下水中（例えば、素掘井戸の地下水）の硝酸

性窒素濃度は低い（0.4～ 3mgN/L）。これは、A-Os

が粒径の淘汰が良く、透水係数が4× �0-�(cm/s)、

間隙率が�0％以上、さらに地下水流動や貯留に関

与する粗間隙が50％以上と良好な帯水層を形成す

るのに対して、A-Itoは、透水性がA-Osと比べて2

オーダー低いため、地下水の流線が下層に集中して

いることに起因している。よって、浅い地下水はそ

の地点の近傍を涵養源としていると考えられ、必ず

図 A1122-3　笠野原台地の地下水汚染機構の概念図
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( +
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( ) 1.8 
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表 A1122-1　畑地の営農管理と地表流出率
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しも第一地下水の水質を代表するものではない。こ

のように地下水水質は現地の水理地質構造の影響を

強く反映しているため、調査地点の決定やデータの

解釈にあたっては注意が必要である。

オ　今後の課題

（ア）水理地質構造の把握手法の高度化

本研究では深層土壌・地質圏における水理地質構

造の把握手法として、ボーリングや地質データベー

ス構築の手法を試みた。しかし、水循環にある程度

寄与していると考えられる第二帯水層（深度60～

300m）の空間的分布の把握は困難であった。非破壊

で地質情報を得る物理探査手法は有望であると考え

られ、今回の関連研究において弾性波探査（廣岡ら、

2004）、重力探査（村田ら、2005）、電気探査（井上ら、

2006）が試みられているが、特に深層地質の把握は

困難であった。今後は、水理地質構造の把握をター

ゲットとした手法整備が求められると共に、地質研

究や土木分野で進められつつある地質情報のデータ

ベース化に、水・物質循環解明の観点からの要望を

出していく必要があるものと考えられる。この問題

を解決することが、地下構造を考慮に入れた水・物

質モデル(課題A3���)を様々な流域に適用するに

あたっての大きな課題となろう。

（イ）深層土壌・地質圏における窒素循環プロ

セスの解明

また、本研究の一環で判明した深層 (GL-,65m)

に高い脱窒活性を持つ層位が存在するという事実

(Hashimoto et al,2005) は、流域の窒素収支を

より詳しく追跡するためには、表層土壌だけでは

なく地下深くの地質圏にも目を向ける必要がある

ことを示している。水理地質と同様に深層におけ

るこのような土壌生物特性の空間分布把握が困難

であることが予想されるが、今後の課題の一つと

して指摘されよう。

カ　要　約

畑台地流域を対象とした水文・水質調査および

地質調査により、流域の水理地質構造を明らかに

し水賦存量と滞留時間を算定するとともに。硝酸

性窒素汚染の拡がりに水理地質構造が密接に関係

していることを示した。一方、水・物質移動に影

響を与える畑地の地表面管理による地表流出や地

下水涵養に与える影響を定量的に評価した。

キ　引用文献

�) 村田泰章・稲岡富士・川畑大作 (2005)．鹿児島

県笠野原台地における精密重力探査．物理探査学

会第 ��2 回学術講演会講演論文集．�5�-�60．

2) 廣岡知・石橋利久・大柳雅寒・吉沢正夫・稲崎富

士 (2004)．Ｐ波ランドストリーマーを用いた浅

部地盤構造調査．物理探査学会第 ��0 回学術講演

会講演論文集．�0�-��0．

3) 井上敬資・中里裕臣・久保田富次郎・中西憲雄・

竹内睦雄 (2006)．シラス台地における地下水涵

養試験の比抵抗モニタリング．物理探査学会第

��4 回学術講演会講演論文集．

4) T. Hashimoto, K. Furue, T. Kubota(2005)． 

Accumulation of Denitrifying Bacteria and 

Enhancement of Denitrification Activity in Deep 

Subsurface Soil in Relation to the Geological 

Profile, Soil Sci. Plant Nutr., 5�(6), 899-903．

研究担当者（久保田富次郎 *、増本隆夫、松田周、

吉田武郎）

２)　地域の用水源・営農形態等の変化に伴う汚

濁物質負荷過程の解明

ア　研究目的

地域環境への農業系汚濁負荷を低減するために

は、農耕地における栄養塩類等の発生源対策が重

要である。これまで滋賀県では、水田を中心に水

稲の施肥・水管理改善の技術確立を進めてきた。

一方、近年の米の需給調整政策によって、本県で

は水稲－小麦－大豆の輪作体系が定着しており、

田畑輪換水田における汚濁物質負荷過程の解明が

課題となっている。

本研究では、田畑輪換栽培（水稲 -小麦 -大豆）

に伴って変化する汚濁物質流出負荷過程を解明す

るとともに、施肥・用排水管理等の流出負荷低減

対策の取り組み効果を明らかにする。

イ　研究方法

（ア）　田畑輪換栽培における汚濁物質の流出負

荷過程の解明

田畑輪換栽培（水稲－水稲－小麦・大豆）が行
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われている地域（安土町石寺）を対象に、単筆田・

水田群からの排水水質および流出負荷過程の変化

を作付体系別に調査した。

（イ）　施肥・用排水管理等の営農技術による発

生源対策の負荷低減効果の定量的評価

これまで県内で実施した水田からの汚濁物質の流

出負荷量に関する各種調査データを変化要因・営農

技術別に解析し、田畑輪換栽培における変化と営農

技術による流出負荷低減効果を定量的に評価した。

ウ　研究結果

（ア）　田畑輪換栽培における汚濁物質の流出負

荷過程

田畑輪換ほ場での調査から、小麦作では窒素施肥

と湿害対策の溝切りによる地表排水の促進により、

また大豆作では耕起と中耕培土による暗渠排水の増

加に伴って、T-N流出負荷量がそれぞれ増大し、輪

換畑においてはT-N流出負荷量に占めるNO3-N割合

が高まる傾向が見られた。一方、リンについては、

水稲作での平均 6.5kg/ha に対し、輪換畑で平均

0.9kg/haと流出負荷量が低くなった（表A��22-2）。

田畑輪換栽培における汚濁物質の差引排出負荷

量（=流出負荷量－流入負荷量）では、T-Nにおいて、

水稲作付期平均 -�.9kg/ha と浄化型の傾向を示し

たのに対し、輪換畑では、小麦作平均 6.9kg/ha、

大豆作平均 �0.2kg/ha と汚濁型の傾向を示した。

一方 T-P については、水稲作、輪換畑共に汚濁型

の傾向を示しているが、流出負荷に及ぼす影響は

表A1122-2　田畑輪換栽培体系における流入・流出負荷量

図A1122-3　田畑輪換栽培による差引排出負荷量
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図 A1122-4　水稲作付期における流出負荷量と営農技術による負荷低減効果

輪換畑の方が少なかった（図 A��22-3）

（イ）　営農技術による負荷低減効果

本県における水稲作付期の流出負荷量調査デー

タ（全 2�例）を営農技術別に解析した結果、T-N

では慣行の代かき・水管理において、施肥法を全

層施肥から側条施肥に改善することで流出負荷量

が�2.�kg/ha（��例平均）から��.�kg/ha（�0例平均）

に低下した。さらに側条施肥と浅水代かきの組合

せでは、9.4kg/ha（6 例平均）にまで流出負荷量

が低下し、標準偏差の範囲も狭く、安定した負荷

低減技術であると評価された。リンについても側

条施肥と浅水代かきを組合わることで、流出負荷

量を大きく低減できる結果となった（図 A��22-4）

エ　考　察

これまでの汚濁物質流出負荷量に関する各種調

査データを旬別に整理し、本県における田畑輪換

栽培の標準的な作付日数に即して、営農技術・作

付体系別に変化量を設定し（表 A��22-3）、石寺

地区での流出負荷の予測と低減効果の評価をシナ

リオ解析によって行った。水稲作付期の負荷低減

対策の効果評価では、T-N において浅水代かきと

表 A1122-3　田畑輪換水田 (石寺地区 )における営

農技術・作付系体別流出負荷量設定値

表 A1122-4　水田からの流出負荷の変化予測と負荷

低減技術効果の評価

*�：環境こだわり栽培とは，化学農薬・化学肥料を 5割削減し，河川および琵琶湖への負荷低減技術（濁水

の流出防止対策等）を実施した栽培方法である．
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施肥改善を組み合わせることで、慣行栽培に対し

年間で ��％、環境こだわり栽培 *� を全域で取り

組むことにより同 �8％の負荷低減が予測された。

T-P についても、浅水代かきの技術導入により、

同 �0％の負荷低減が予測される。一方、田畑輪換

栽培体系における流出負荷量予測では、同地区耕

作面積の35％で小麦・大豆栽培を行うことにより、

T-N 流出負荷量が年間 33％増加し、T-P では年間

24％の流出負荷低減が予測され、窒素負荷に高い

割合で占められる硝酸態窒素の流出負荷低減対策

の重要性が明らかになった（表 A��22-4）。

オ　今後の課題

田畑輪換栽培体系における水田からの流出負荷低

減については、水稲作付期の流出負荷低減対策の効

果が明らかになる中、非作付期および輪換畑での対

策が重要と考えられる。小麦・大豆作における窒素

流出負荷低減技術として、組合せ暗渠（本暗渠と弾

丸暗渠）の施工、石灰窒素の基肥利用（小麦作）等

の効果を圃場レベルで実証しているが、水稲に比べ

て調査事例が少ないので、今回の負荷予測・評価に

は含めていない。今後は非作付期の圃場管理、輪換

畑における施肥改善等による流出負荷低減技術を確

立し、流域レベルでの水質保全対策とあわせ総合的

な流出負荷低減効果を評価する必要がある。

カ　要　約

田畑輪換栽培に伴って変化する汚濁物質の流出

負荷過程を解明するとともに、施肥・用排水管理等

の営農技術による発生源対策の負荷低減効果を検証

した。田畑輪換水田では、小麦・大豆栽培により窒

素流出負荷量が増大し、リン流出負荷量は減少する

傾向を示し、輪換畑では、T－N流出負荷に占める

NO3-N割合が高くなる等、汚濁物質の流出負荷過程

が明らかになった。また水稲作では、浅水代かき・

自然減水等の適正な水管理や緩効性肥料・側条施肥

等の施肥改善技術導入により、窒素流出負荷量は確

実に低減でき、今後は非作付期および輪換畑での流

出負荷低減技術の確立が重要と考えられた。

研究担当者（大林博幸 *、水谷智、柴原藤善、長谷

俊治）

３)　 農地水利系の整備と混住化が小流域の水・

物質移動に与える影響の解明

ア　研究目的

自然と共生した形での農業生産活動のあり方を

考える上では、流域レベル（流域単位の水管理、

土地利用など）に加えて、圃場（農地）レベル（各

個別農家の営農形態）、地区レベル（農業水利系

における施設整備）での水・物質移動プロセスの

解明が不可欠である。本研究では、特に、農地と

水路系、それぞれの移動プロセスの解明を行うと

ともに、それぞれのレベルにおいてどのような管

理を行うべきか、また最終的にはそれぞれの管理

が全体として自然環境に対してどのように機能す

るのかを明らかにすることに目的とする。なお、

こうした管理を行う管理主体を支援する制度のあ

り方を明らかにする。

イ　研究方法

（ア）　概　要

自然との共生において重要事項となる「水質保

全」に着目し、水質保全に寄与できる農地・水路

系の新しい管理法を模索するとともに、その実証

試験を行って水質保全メカニズムを明らかにし、

効果を定量的に評価した。

（イ）　循環灌漑における水質保全メカニズムの

解明

具体的には、水路系の人為的制御方法の � つ

である「循環灌漑 *�」に着目し、琵琶湖に隣接

した低平地水田地区に整備された循環灌漑施設

による水質保全効果（琵琶湖への環境負荷削減

効果）を明らかにするための水・物質移動実態

調査を行った。

（ａ）　水文観測

地区内から地区外への流出量、地区外から地区

内への流入量、揚水量、循環取水量、用水量、幹

線排水路への流入量、降雨量、蒸発散量を測定あ

るいは推定した。

（ｂ）　水質観測

幹線排水路内、農地排水、用水、幹線排水路へ

の流入水などの水質観測（SS、窒素、リンを中心

に）を定期的に行った。

（ウ）　環境直接支払い制度に関する考察

「農地・水・環境保全向上対策」に先駆けて、
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図A1122-5　地区内の水の流れ

表A1122-5　灌漑時の水収支成分

滋賀県が取り組んでいる環境こだわり農業に対

する環境直接支払い制度の効果を評価した。

ウ　研究結果

（ア）　循環灌漑による流出量抑制効果

地区内の水の流れを図 A��22-5 のように模式

化し（中村ら �））、水収支成分の中で測定、推定

可能なであったものを表 A��22-5 に示した。代

かき・田植え期～中干し前の期間に循環取水が

主に行われ、水門流出（琵琶湖への流出量）が

抑制されている。仮にこの時期に逆水灌漑のみ

を行った場合と比較すると、循環灌漑導入によっ

て約 �� ～ 88％の流出量削減効果があることが推

測された。

（イ）　循環灌漑による流出負荷量抑制効果

A��22-6 のように模式化し、それぞれの成分

の負荷量を推定した結果例を全窒素について表

A��22-6 に示す。水門流出（琵琶湖への負荷量）

は中干し後の逆水灌漑 *2（外湖取水）を行った場

合に比べて、循環灌漑を主に行った代かき・田

植え期～中干し後においてかなり抑制されてい

ることが明らかになった。すなわち、水路系に

おける水循環の制御による地区レベルでの物質

循環の制御が可能であることを示した。循環灌

漑は幹線排水路に一時的に物質を貯留するため、

水路系の環境負荷削減機能を増進させることに

なる。

A��22-6 のように模式化し、それぞれの成分

の負荷量を推定した結果例を全窒素について表

A��22-6 に示す。水門流出（琵琶湖への負荷量）

は中干し後の逆水灌漑 *2（外湖取水）を行った場

合に比べて、循環灌漑を主に行った代かき・田

植え期～中干し後においてかなり抑制されてい

ることが明らかになった。すなわち、水路系に

おける水循環の制御による地区レベルでの物質

循環の制御が可能であることを示した。循環灌

漑は幹線排水路に一時的に物質を貯留するため、

水路系の環境負荷削減機能を増進させることに

なる。

（ウ）　環境直接支払い制度

このような地区レベルの環境配慮型水管理の取

り組みには、ポンプの維持管理、排水路の浚渫な

どの維持管理に要する費用が増加する。こうした

取り組みが公共財である琵琶湖の水質保全に貢献

図A1122-6　地区内の物質の流れ

表A1122-6　灌漑時の全窒素収支成分
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していることから、集落や土地改良区に対する環

境直接支払い制度も大きな効果を持つと考えられ

る。つまり、公共財である琵琶湖の水質保全のた

めに、準公共財である水路、ポンプ、水門や共有

空間である排水路の適切な維持管理が不可欠であ

り、これを支援する制度設計が重要であることを

示した。

エ　考　察

（ア）　循環灌漑の効果

代かき・田植え期における循環灌漑の実施

は、この時期に農地から発生する高栄養塩類濃度

（Nakamuraら 2)）、高濁度の排水（濱ら 3)、Hamaら 4)、 5)）

が地区外に発生することを抑制する有力な水管理で

あるといえる。地区内に併存している転作田からの

流出負荷を水田に回すという点でも効果的であると

考えられる。

（イ）　循環灌漑の問題点と改善点

一方、循環灌漑の問題点は、地区外に流出させ

ずに地区内に貯留させることによって、降雨時で

の流出負荷量をかえって増加させることにある

が、2006 年度の仮想シナリオによる考察からも、

中干し後の逆水灌漑時において安全側に見積もっ

た場合であるが、灌漑期全体を通しては循環灌漑

を行った場合に流出負荷が大きくなる場合もあり

得ることが示された。また、底泥の分析結果より、

非灌漑期において灌漑期に幹線排水路に貯留され

た物質が流出している可能性も示された。すなわ

ち、幹線排水路内に物質を貯留させても、適切な

底泥の浚渫が行われないと結局流出負荷量は抑制

されない。

したがって、循環灌漑の効果を上げるために

は、底泥の定期的な浚渫に加えて、いかに農地

に物質を還元し、農地に貯留させ、農地で消費

させるかという点が重要となる。１つの方策と

して、水管理上の課題は残されるが、積極的に

循環灌漑を行って、各圃場ではゆっくりとした

掛け流しを行うことが考えられる。また、栄養

塩類の還元により、その分の化学肥料投入量の

削減を行わなければ、循環灌漑の持続的な維持

は成り立たないと考えられる。さらに、イネの

生育に対して十分配慮する必要はあり、安全性

の確認を行わなければならないが、中干し後に

も循環灌漑を行う（逆水灌漑と循環灌漑を併用

する）ことでより流出負荷量は抑えられるであ

ろう。

（ウ）　循環灌漑の付随的効果

また、循環灌漑の導入によって気象条件などの

変化に対して灌漑が柔軟に対応できるようになっ

たという利点が確認された。つまり、2005 年度

の中干し前の降雨量は 2004 年度の半分にも満た

ず、循環灌漑と逆水灌漑が併用された。また、落

水期直前に琵琶湖での藻の発生により逆水灌漑が

不可能になって循環灌漑が行われた。循環灌漑と

逆水灌漑が併設されたことにより、このような異

常事態における危険リスクを低下させることがで

きたといえる。

*�：循環灌漑とは，農地からの排水を揚水して，再

度灌漑用水として使用する灌漑システムをいう．

*2：逆水灌漑とは，琵琶湖周辺の水田地域で整

備された灌漑システムをいう．琵琶湖の水を

灌漑用水としてポンプアップし，パイプライ

ンで送水される．

オ　今後の課題

（ア）　循環灌漑施設と水門操作の最適管理法の

模索

降雨時には地区内に貯留された物質が流出する

恐れがある。降雨状況に合わせた流出量抑制のた

めの最適な水門操作が必要となる。

（イ）　圃場レベルの各種水質保全対策による地

区レベルでの環境負荷削減効果の評価

浅水代かき、額縁代かき、減化学肥料など様々

な圃場レベル（農家レベル）での水・施肥管理方

法が地区全体としてどのような効果があるかを正

しく評価する必要がある。

（ウ）　地域特性に応じた様々な水質保全対策の

模索

低平地水田地域での循環灌漑を今回は対象とし

たが、他の地域（たとえば中山間地域）で可能な

対策は異なる。地域特性に応じた、農家にとって

容易に実行可能な対策を考えなければならない。

（エ）  農地・水・環境保全向上対策の効果検証

平成 �9 年度から本格的に実施される「農地・水・

環境保全向上対策」は水路系の制御による水質保
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全に有効な政策的手段と考えられる。実施状況を

精査し、その効果を適切に評価する必要がある。

カ　要　約

（ア）　循環灌漑による農地・水路系の水・物質

制御

低平地水田地域での循環灌漑は地区外への流出

を水門によって抑制し、地区内の幹線排水路に排

水の貯留機能を持たせて、再度排水を用水として

農地に導水するシステムであり、農地・水路系の

水・物質制御が十分に可能であり、水質保全に寄

与しうることが明らかになった。

（イ）　農地・水路系の水・物質制御管理主体へ

の支援のための制度

水路系の制御では、水門やポンプの操作に関わ

る新たな費用が必要となる。公共財である水体の

保全のための管理である以上、こうした費用に対

する制度的な支援が不可欠である。
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３　沿岸河口域における水・物質循環プロセスの解明

（１）　河口低平農地及び沿岸域における農地排水の

移動・混合機構の解明

ア　研究目的

河口低平農地からの排水は、海水より比重が軽

いため海面付近を流れる。農地排水は沿岸域に生

息する生物にとって栄養塩の供給源である反面、

水質が悪いと海面付近の富栄養化をもたらす場合

がある。このため、河口沿岸域の生態系を保全し

つつ河口低平地での農業を持続させるには、底生

生物への栄養分の供給と海水面の富栄養化防止の

観点からも農地排水と海水を速やかに混合させる

排水管理を行う必要がある。

本研究では、モデル地区でのモニタリングに

より実際に生じている現象を把握するとともに、

河口低平農地からの排水と海水の混合形態が変

化するメカニズムを水理模型実験により明らか

にし、河口低平農地から沿岸域にかけての水移

動・混合機構を解明する。

イ　研究方法

（ア）　モデル地区における農地排水の挙動の解明

農地排水の影響を評価しやすいことなどを条件

に、モデル地区を選定し、当該地域における流れ

の全体像を数値シミュレーションにより把握す

る。また、モデル地区において現地観測を行い、

外海における農地排水の挙動を明らかにする。

（イ）　水理模型実験による密度成層流の混合機

構の解明

沿岸河口域に農地排水が流れ込む現象を想定し

た水理模型実験を行い、淡塩混合形態に対して潮

汐および水底勾配がどのように影響しているのか

を明らかにする。

ウ　研究結果

（ア）　モデル地区における農地排水の挙動の解明

熊本県大矢野町の荒木浜地区（図A��3�-�）をモデ

ル地区に選定し、数値シミュレーションにより現地の

排水特性を明らかにするとともに現地観測を行った。

�0 年確率洪水時の農地排水の状況について数

値シミュレーションの結果から、本地区では比較

的小さな洪水でも強制排水を行わないと湛水を生

じることがわかった (図 A��3�-2)。

農地排水の沿岸域における挙動を明らかにする

ため、2003 年 9 月 6 日から 9 月 8 日にかけて現

地観測を行った。観測には水質観測装置を装備し

た小型船を用い、図 A��3�-� に示す各測点におい

て水深方向の塩分濃度を計測した。観測期間中は、

最干潮時にのみ農地からの排水があり、招戸式の

排水門下端から流出する状況であった。

塩分濃度の観測結果を示したのが図 A��3�-3 で

ある。排水門下流部では、水底付近まで塩分濃度

が低い主流部が形成された状態で流下するのが認

められた。また、塩分濃度の鉛直分布のコンター

（図 A��3�-4）から、水面付近で塩分濃度が低く、

図A1131-1　モデル地区の概要と現地観測点
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析結果

図 A1131-3　塩分濃度の鉛直分布

　　　　　（上から、測線４、６、７）

図 A1131-4　モデル地区における排水時の塩分濃度

の鉛直分布
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図 A1131-5　水理模型の概要

図 A1131-6　各測点における塩分濃度比の鉛直分布
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海水より比重が軽い農地排水が表層を流れている

状況が確認できた。

（イ）　水理模型実験による密度成層流の混合機

構の解明

沿岸域における海水と農地排水の混合現象を再

現した水理模型実験を実施した。実験に用いた水

理模型は図 A��3�-5 のとおりであり、塩水で満た

された水槽に上流から淡水を流入させ、下流端

に設置された起潮装置により潮汐を発生させた。

各測点における塩分濃度比の鉛直分布の例を図

A��3�-6 に示す。ここで、塩分濃度比とは、（各

測点における塩分濃度：C�）/（初期塩分濃度：

C0）である。本実験から表層の塩分濃度を低下さ

せるには、比較的水深の低い領域で対策を講じた

方が効果的であることが分かった。また、水底勾

配が急になると水面付近の塩分濃度の鉛直分布を

変化させずに下流に広がる可能性があることが分

かった。

エ　考　察

（ア）　モデル地区における農地排水の挙動の解明

農地排水を行う排水門からの常時排水の沿岸に

おける挙動を観測した。水底から排水が行われる

招戸式の排水門においても、農地排水は急速に浮

上し、表層を流れることが明らかとなった。

（イ）　水理模型実験による密度成層流の混合機

構の解明

表層の塩分濃度を低下させるには、比較的水深

の低い領域で対策を講じた方が効果的であること

が分かった。また、水底勾配が急になると水面付

近の塩分濃度の鉛直分布を変化させずに下流に広

がる可能性があることが分かった。

オ　今後の課題

本研究により、常時排水時の農地排水が沿岸域

において水面付近に成層を形成して流れる実態が

明らかとなった。今後は、農地排水を速やかに混

合させることのできる技術の開発が必要である。

カ　要　約

本研究では、河口低平農地から沿岸域にかけて

の水移動・混合機構を解明することを目的とし

て、モデル地区でのモニタリングによる現象の把

握と、水理模型実験を行い、以下の事項が明らか

となった。

・招戸式の排水門からの常時排水においても、農

地排水は急速に浮上し、表層を流れる。

・表層の塩分濃度を低下させるには、比較的水深

の低い領域で対策を講じた方が効果的である。

・水底勾配が急になると水面付近の塩分濃度の

鉛直分布を変化させずに下流に広がる可能性

がある。
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（２)　沿岸河口域における水・物質循環プロセスの

解明

ア　研究目的

鹿島灘から九十九里浜までの沿岸河口域を対象

として、水の混合現象、流下土砂の拡散・堆積、

陸水の沿岸域への波及効果等の物理特性の定量的

把握とモデル化を行う。

イ　研究方法

（ア）  2002 年度～ 2004 年度：調査対象領域を

那珂川沿岸河口域とした。2002 年度は予備調査

を行い、2003 ～ 2004 年度に同海域で、調査船を

用いて 5、8、�0 月の計 6 回 水質・底質を採取・

分析した。那珂川河川データを河川事務所から取

得し、流量、濁度、各種栄養塩等の相関等を分析

した。これら分析結果を組み込んだ流動・一次生

産モデルにより、鹿島灘北部における那珂川河川
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水の影響を把握した。

（イ）  2005 年度：調査対象領域を利根川沿岸

河口域に変更し、沿岸域における水質・底質の分

特性を現地調査により把握した。利根川河川デー

タを河川事務所から取得し、流量、水質等の相関

等を分析した。独自に河川水を定期的に採水し

測定した。利根川出水時において、硝酸態窒素の

連続観測（硝酸塩センサー）及び４～６時間おき

に採水し、測定した。改良した流動・一次生産モ

デルにより、利根川および那珂川が、鹿島灘から

九十九里の沿岸域に与える効果を検討した。

（ウ）  2006 年度：前年と同様に観測を実施し

た。計算の課題であった外洋影響を考慮できるよ

うに流動・一次生産モデルを改良した。外洋の

物理現象を反映させるために JCOPE データを用い

て、同モデルにより通年計算を実施し、利根川、

那珂川の影響を検討した。

ウ　研究結果

（ア）　河川水の水質特性

硝酸塩濃度は�年周期で変動し夏季は�00μmol/L

程度であり、冬季では200μmol/L程度となること

がわかった（図A��32-�）。文献等で見ると他の河川

も冬季に栄養塩は増加する傾向があるが、利根川ほ

ど変動はない。硝酸性濃度は出水時において大き

な変動はなかった。利根川河川水は濁度と全窒

素、全リンとの相関が高く（図 A��32-2-B,C,D）、

濁度は流量との相関が高いことがわかった（図

A��32-2-A）。さらに硝酸塩濃度の全窒素に対す

る割合は季節によって変動するが、概ね約 50 ～

�0％程度であった。

（イ）　海域における水質特性（現地観測データ

及び既存データベースの分析）

海域における水質特性に関しては、流動に強く

影響を受け、その都度変化する。そこで、全期間

の水質項目（NO3-N、NH4-N、PO4-P、SiO2-Si）に

関する分析を行った。その結果、海域での N/P 比

はレッドフィールド比（N/P 比＝ �6）よりやや小

さく、若干リンが多いこと（図 A��32-3）、SiO2-

Si はかなり豊富であることがわかった。河川水

の影響を強く受ける場合には、N/P 比が大きくな

り、河川水の特徴である窒素過多の傾向が現れる

ことがわかった。

JODC データを用いて、外洋の栄養塩と水温、

塩分等の関係を分析した。その結果、N/P 比は約

�4 であり、上記で述べた海域の栄養塩特性とほ

とんど同様の結果となった（図 A��32-4-A）。植

物プランクトンによる影響を受ける表層を除く水

図 A1132-2　流量・濁度相関（A）、濁度及び全窒素・全リンの相関（B）、（C）、（D）

図 A1132-1　利根川の硝酸塩濃度
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深帯では、外洋での栄養塩は水温に依存している

と考えてよいことがわかった（図 A��32-4-B）。 

この結果を計算に利用した。

（ウ）　海域の底質分布特性

TC、TN、TP 等の分布は、かならずしも河口部

で最大とはならずに季節的に変動していることが

わかった。利根川においては、春期（５月）は

どちらかといえば、利根川河口域より南側にピー

クが見られ、夏期（８月）では、河口周辺にピー

クが見られた（図 A��32-5）。計算結果によれば、

潮流及び及び吹送流の影響を受け、河川水の流路

が季節により変化し、濁質や河川水の栄養により

増殖した植物プランクトンの沈降領域が変化する

ことによるものと考えられた。

観測結果や各種データベースを利用し、沿岸河

口域での河川影響を時空間的に評価するために流

動一次生産モデルを作成した。流動には、プリン

ストン・オーシャンモデルを用いており、駆動外

力として風を用いている。大気との熱交換に関し

てはバルク式を用いた。海域における一次生産

を計算する生態系モデルは、KKYS モデルを用い

ている。当初、那珂川沿岸河口域に適用し、その

有用性を確認した。さらに領域を広げ、鹿島灘・

九十九里で那珂川・利根川両河川を考慮した計算

を行った。

初期の計算では、MODIS などの衛星データと計

算結果を比較すると一部の海域で、十分な再現性

を得られないことがわかった。黒潮や親潮続流の

影響を考慮していないことが主な原因であると

考えられた。そこで、黒潮・親潮続流の影響を

図 A1132-3　窒素とリンの関係

（観測結果）

図 A1132-4　窒素とリンの関係；N/P 比が �4 程度 (A)、水温と

硝酸塩の関係（B）

A B C D

図A1132-5　利根川河口部の底質分布の一例

　　　　　（A)；2005/5 TN、（B);2005/8 TN、（C);2005/05 TP、（D);2005/08 TP
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（エ）　鹿島灘・九十九里での計算結果

冬季から春期にかけては、外洋の栄養塩供給は

混合期のため大きく、極沿岸域を除いて一次生産

はほぼ海に存在する栄養塩によって、変動する

ことがわかった（図 A��32-�-A,B）。一方、夏期、

秋期は、海域の栄養塩が枯渇した状態となってお

り、利根川・那珂川の河川水による栄養塩供給が

特に鹿島灘海域での一次生産に重要であることが

わかった（図 A��32-�-C,D）。九十九里海域に関

しては、九十九里南端での混合による栄養塩供給

が大きいことがわかった。

河川濁質の沈降量分布（各３ヶ月間）を示す。

濁質は黒潮の影響を強く受け、九十九里側への沈

降が少なく、鹿島灘から犬吠埼周辺の沿岸に沿っ

た狭い範囲に分布することがわかった。夏期は河

川流量の増大に伴い、鹿島灘、九十九里側ともに

沈降量が増大する。

計算の再現性に関しては、衛星データ（MODIS）

による、クロロフィル分布や水温分布からかなり

良好であることが確認された（図 A��32-8）。

（オ）　新潟海域での計算結果

JODC データを用いて、季節毎に栄養塩の水深

分布や水温、塩分との相関関係を分析し、その結

果を計算条件に反映させた。

鹿島灘・九十九里海域と比較すると、同海域の

栄養塩は少ない傾向にあった。計算結果によれ

m/s

図 A1132-6　JCOPE データによる流速分布

A B C D

図 A1132-7　計算結果（A)；3/2 のクロロフィル分布、（B);3/2 の河川影響範囲、

（C);8/6 のクロロフィル分布、（D);8/6 の河川影響範囲

反映させるために、太平洋西側全域（日本沿岸）

における流動及び塩分水温変動を同化モデルに

よって計算している JCOPE データ（図 A��32-6）

を利用出来るように流動モデルの改良を行った。

その結果、再現性が向上した。なお、一次生産の

モデルについては、当初リンの収支を考慮してい

なかったが、リンも考慮出来るようモデルの改良

を行った。
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ば、顕著な潮流のない新潟海域では、河川由来の

濁質沈降量は、沖合方向に広く分布する。また、

海域の栄養塩が少ないために河川水からの栄養塩

供給が海域の一次生産に与える影響は、鹿島灘・

九十九里海域に比較して大きくなることが示され

た（図 A��32-9）。

エ　考　察

（ア）  河川水の水質特性

利根川河川水の硝酸塩濃度は、冬季に高くなる

傾向があるが、他の河川の例（信濃川中流）を見

ても、やはり冬季に高くなる傾向にあった。農地

（特に水田）の利用形態によるもの、河川域内で

の生物活性の減少によるもの等様々な要因が考え

られるが、本研究では詳細な調査や検討を行って

B C
D

A

図 A1132-8　計算結果と MODIS 画像の比較

（A)；クロロフィル計算結果、（B);MODIS クロロフィル、（C); 水温計算結果、（D);MODIS

BA B C

図 A1132-9　新潟海域での計算結果

　　（A)；�/� ～ 8/20 までの沈降量、（B); クロロフィルの分布、（C); クロロフィル河川影響範囲
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いない。しかしながら、水田の灌漑期、非灌漑期

による利用の相違が大きく影響しているのではな

いかと考えている。

（イ）　海域における陸域影響

海域における陸域影響を評価する手法として、

底質に含まれる炭素、窒素の同位対分析がなさ

れている。本プロジェクト研究での日本海区水

産研究所「外海性浅海砂浜域生態系における栄

養有機物の動態の解明」（担当；木暮）における

底質の炭素、窒素同位体分析によれば、新潟海

域での陸起源物質の分布は沖合まで広がってい

るのに対して、利根川周辺では極沿岸に限られ

た狭い範囲に分布する結果となっている。今回

行った計算によれば、河川由来の濁質沈降量は、

鹿島灘・九十九里海域では極沿岸域に狭く分布

し、先に述べたように、新潟海域では広く沖合

まで分布する結果と良く一致する。このことか

ら、河川水による影響は開放性沿岸域では、顕

著な潮流がある場合とない場合では大きく異な

ることが示された。

（ウ）　開放性海域における河川水の影響評価

外洋影響を考慮した流動・一次生産モデルを

開発するとともに比較的妥当な栄養塩等水質の

境界条件設定法を見いだした（JCOPE、JODC 等

各種データベースを利用する）。これにより、他

の海域でも過去の水質観測等があれば、再現性

をある程度確保できる計算が可能と考えられる。

現状での観測データ（水質、流動）があること

が望ましいことは言うまでもない。潮流の影響

の大きな海域（鹿島灘・九十九里）と、顕著な

潮流のない海域（新潟）に本モデルを適用した

結果、海域における河川影響（濁質沈降量、水

質分布特性）が両者で大きく異なることが計算

で示された。海域での一次生産に関しては、海

域の栄養塩が少なく、外洋の流動が小さい新潟

海域においては、河川からの栄養塩供給がより

重要であると考えられる。

オ　今後の課題

計算において、潮流などを反映させために

JCOPE データを用いているが、同データは沿岸の

地形や河川影響を十分に反映しているわけではな

い。沿岸域での流動をより精度良く、再現、ある

いは予測するためには、沿岸での継続的な流動・

水質モニタリングなどを行い、これをモデルに反

映させるようにすることが必要であると考えられ

る。また、生態系モデルに関しては、動・植物プ

ランクトンモデルをさらに改良し、より精度の良

いものにすること、ベントス、貝、魚などの高次

生産者も計算対象とすることが必要である。これ

らにより、河川水による生物への影響評価を適切

に行えること、沿岸域での資源管理や適切な漁場

造成のための基本ツールとなる。

カ　要　約

開放性沿岸域における河川影響（土砂輸送、海

域での生物生産）を定量的に把握することを目的

として、鹿島灘・九十九里沿岸域で現地観測を行

なうと共に、JODC 及び JCOPE データを組み込ん

だ流動・一次生産モデルにより数値計算を行なっ

た。その結果、河川水に含まれる微細土砂の海域

での分布特性及び河川水の栄養塩によって生じる

一次生産等を定量的に把握することが出来た。

顕著な潮流が存在する鹿島灘・九十九里と、顕

著な潮流の存在しない新潟海域に本モデルを適用

し、両者を比較すると、河川の影響の傾向が大き

く異なる結果となった。

本研究で開発した流動・一次生産モデル及び既

存データを用いた海域における栄養塩の推定手法

は汎用性があり、比較的簡単に異なる海域に適用

することが可能である。

キ　引用文献

�) 中山哲嚴・佐伯信哉・足立久美子・齊藤肇・奥西

武・八木宏 (2004). 那珂川沿岸河口域における

水質・底質分布と一次生産構造 .海岸工学論文集

5� 巻 .�086-�090．

2) 足立久美子・中山哲嚴 (2004). 鹿島灘南部沿岸域

の栄養塩変動に及ぼす利根川河川水の影響 .海岸

工学論文集 .第 5� 巻：��4�-��45．

3) 中山哲嚴・齊藤肇・新井雅之・足立久美子・奥西

武・八木宏 (2005). 鹿島灘北部海域の一次生産

に及ぼす那珂川の影響 . 海岸工学論文集 52 巻：

�05�-�055．

4) 新井雅之・齊藤肇・中山哲嚴・足立久美子・奥西

武・八木宏 (2006). 鹿島灘・九十九里浜沿岸で



― �6 ―

の一次生産に及ぼす利根川・那珂川の影響につい

て .海岸工学論文集 53 巻：��0�-��05．

5) K a w a m i y a  M , M . K i s h i , Y . Y a m a n a k a  a n d 

N.Suginohara (�995). An Ecological-Physical 

Coupled Model Applied to Station Papa, 

Journal of Oceanography Vol.5�,pp. 635-664.

研究担当者（中山哲嚴 *、足立久美子、新井雅之、

藤肇）



― �� ―

１　水・物質等のデータベースの構築

（１）　流域圏土壌資源評価のための情報システムの

開発

ア　研究目的

流域圏に関する情報基盤を整備する上で土壌

資源情報は必須である。流域圏を構成する天然資

源のうち、土壌資源は水物質循環・生態系の足場

としての役割を持つ。これは、表層土壌のみなら

ず、深層土壌も併せて発現する。既存の様々な形

態の土壌資源調査では、概ね表層部１ｍまでの深

さの土壌層を対象に情報が収集されてきた。一方、

それよりも深層の土壌は、試掘調査の実施が困難

なことから、情報の蓄積がなされていない。そこ

で、本研究では，まず深層土壌を含めた土壌資源

の調査手法を開発し，その手法に基づき土壌資源

の物理性や化学性などの特性に関する情報を収集

する。これらの情報を使って機能に基づく土壌の

類型化を行い，類型ごとの土壌の分布を明らかに

する。このようにして得られた流域圏の土壌資源

情報を総合的に管理、利用できるデータベース・

システムを開発し，栄養塩類等の循環・移動モデ

ルなど総合モデル開発に資する基盤を整備する。

2003 年度は、深層土壌の調査法を確立し、モデル

流域の深層土壌を含む土壌情報を収集する。そこ

で得られた情報をデータベースに加える。

イ　研究方法

（ア）　深層土壌採取装置の改良と現地実証調査

によるフィードバックを行う。

（イ）　地形連鎖を前提に、山地斜面部から中山

間地域の支流河川段丘上、低位段丘上、沖積低地

の地形面毎に試料採取を行うこととした。今年度

は中山間地域の支流河岸段丘上にて３点、低位段

丘上にて１点の試料採取を行う。

（ウ）　少量の採取試料を用いて効率的に深層

土壌の特性を把握するための分析項目の検討と、

データ解析を行う。

（エ）　深層土壌情報を含む流域圏土壌資源デー

タベースを構築する。

ウ　研究結果

（ア）　前年度まで。深層土壌採取装置の改良を

行った。プラスティック製円筒試料容器の改良を

行った。モデル流域として栃木県思川流域を選定

し、試料採取を行った。

（イ）　地形連鎖を前提に試料採取を行った（図

第２章　農林水産環境情報データベースの構築

図A1211-1　思川流域及び試料採取地点

図A1211-2　円筒試料容器から物理性測定用試料採取

の状態
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A�2��-�）。そのうちの � 地点では、隣接して 2m

の試掘を行い、土壌断面調査と円筒容器採取試料

の観察による層位区分や土色などの形態的特徴の

一致性が確認された。

（ウ）　円筒容器に採取された土壌試料の物理性

（体積含水率、透水係数、仮比重）の測定結果から、

2.5m 以下 5m までの試料では、円筒容器径が小さ

いことによって土壌試料が圧縮されたと推察され

た（図 A�2��-2）。

（エ）　深層土壌の特性を把握するための属性

に、陽・陰イオン交換容量、透水性、最大容水量

を選定した（表 A�2��-�）。

（オ）　PC サーバを整備し、流域圏土壌資源デー

タベース格納の準備を行った。

エ  考　察

深層土壌採取装置の改良によって得られるよう

になった不攪乱土壌試料は、物理性の測定がこれ

まで困難であった深層の土壌情報取得を可能にす

ると考えられる。土壌属性の組み合わせによ　っ

て効率よく流域の土壌情報の収集・解析が可能に

なると考えられた。

オ　今後の課題

（ア）栄養塩類や水分動態の空間的・時系列的

に把握するためには、今年度の中山間地における

調査に引き続き低地部における調査の続行が必要

である。

（イ）採取試料のうち、2.5m 以下の部分では、

円筒容器の径が小さいことによる土壌の圧縮が、

物理性測定精度に影響を及ぼしていると考えられ

たため、採取装置の改良を試みる。

（ウ）選定された深層土壌属性に関するデータを

収集し、既存の土壌図、表層地質図などと重ね合

わせを行い、深層土壌部分の分級試案を策定する。

（エ）深層土壌属性を含む流域圏土壌資源情報

データベースを拡充する。

カ　要　約

流域圏土壌情報データベース構築のため、デー

タ取得法の開発を行った。すなわち、深層土壌採

取装置の改良および不攪乱試料の測定項目の選定

と実証である。土壌機能の空間分布を明らかとす

るために集水域を対象に深層土壌調査を実施した。

　

研究担当者（大倉利明 *、中井信、小原洋、戸上和樹）

（２)　流域生態系空間評価システムによる低窒素負

荷型流域管理モデルの提示

ア　研究目的

自然共生的な流域圏管理法を構築する上で、農業

の水質への影響は最重要項目のひとつである。多変

量空間データの集積と広域影響評価を可能とする汎

用性の高い空間情報プラットフォーム、ならびに農

地等面源からの窒素負荷流出に関して自然浄化機能

及び窒素流出までの時間遅れを考慮した流域単位で

の水質評価・解析システムを構築する。また、シス

テムの構成要素として、特定ほ場を対象として土壌

中の窒素動態をシミュレートするシステム等を作成

する。さらに、これらを活用・高度化しつつ、共通

研究流域（恋瀬川）を対象として、水質に対する農

地管理シナリオの影響分析や土地利用連鎖に基づい

た自然浄化能の推定を行い、持続的で環境負荷の低

い流域管理のあり方の策定に資する。

イ　研究方法

（ア）　農業生態系空間情報システムの構築と施

肥窒素負荷の簡易・広域評価への適用

流域圏に関する多変量情報の集積および種々の

問題の広域評価の基盤となる汎用的な空間情報プ

ラットフォームとして GSAS（Geo-Spatial Agro-

表A1211-1　土壌属性の組み合わせによる特性評価素案
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ecosystem Simulator: 農業生態系地空間シミュ

レータ）を構築する。茨城県と長野県の全域を対

象として、GSASを施肥窒素負荷の地下水質への広

域影響評価に適用し、その有効性を検証する。また、

GSASとマイクロ波レーダ衛星（SAR）画像による流

域圏内水田作付面積の高精度推定手法を確立する。

（イ）　流域水質解析・評価システムの構築と高

度化

ａ　外部水質データベース・ハンドリングシス

テムの作成と組込み

特定地点の水質の長期変動を流域特性との関連

で解析する際に極めて有効な環境省公共用水域水

質データベース �) を管理するルーチンを作成する。

ｂ　畑ほ場における窒素動態・収支シミュレー

ションシステムの作成と組込み

農地における窒素ターンオーバーモデルとして、

英国ロザムステッド農事試験場で開発された窒素

ターンオーバーモデル 2)(特徴は投入有機物、作物

残さの土壌中での分解時に、その窒素の一部がよ

り分解半減期の長い土壌微生物、土壌腐植に取り

込まれるとする。一定の炭素・窒素比よりも大き

な有機物の分解は土壌溶液中の無機態窒素濃度が

上昇するまで停止する )を基本に、特定ほ場内の

窒素動態を時間的、空間的にシミュレートするシ

ステムを組み込んだサブシステムを作成する。

（ウ）　モデル流域における持続可能な低環境負

荷型流域管理のあり方の提示

上で開発した各種ツールを用いて、流域の各種特

性を解析する。また、窒素動態・収支シミュレーション

を用いて、流域内土壌の地力を維持し、かつ溶脱窒素

量を低減化させた土壌有機物管理条件を策定する。

ウ　研究結果

（ア）　農業生態系空間情報システムの構築と施

肥窒素負荷の簡易・広域評価への適用

ａ　我が国の全農耕地をカバーする農業生態

系空間情報シミュレータ（GSAS）を完成した (図

A�2�2-�)。GSAS の主な特徴は以下の通りである。

a) 圃場境界に沿った �区画数 ha の農地パーセル

をベースにしている、b) リモートセンシングに

よる現況情報（作付状態、植生指数、バイオマス

生産等）を各パーセル毎の属性データとして集積

可能、c) シミュレーション結果等を自己増殖で

図A1212-1　農業生態系空間情報システム GSAS の構造

図 A1212-2　GSAS上で選択表示した本州中央部の全

流域界と１流域圏内の農地パーセルおよ

びその属性データの一部を例示したもの
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図A1212-5　地下水硝酸態窒素濃度に対する施肥窒素

負荷の最小潜在負荷のパーセルスケー

ルでのマッピング　－茨城県全域－

図 A1212-6　市町村スケールにおける当年水稲作付地

面積と推定地上調査による統計データと

の比較－2003年の茨城県南部の例－

きる。これにより全国の任意の河川流域界・行政

界および任意形状の境界や演算領域等を画面上で

指定し、抽出したパーセルの属性データに基づい

た諸変量のスケールアップ・ダウンおよびシミュ

レーションを行うことが可能となった 3,4)。現在

までに集積された主要なデータは、河川流域界、

地形データ、気候データ、圃場基盤データ、衛星

データ、センサスデータ等である（図 A�2�2-2）。

ｂ　茨城県全域を対象に GSAS を用いて 2000 年

の施肥窒素負荷量を小地域（旧市町村）スケール

で算出し、それを 2000 年から５年間の井水中の

硝酸態窒素濃度と対比した（図 A�2�2-3）。施肥

窒素負荷の算出には、作目ごとの全国平均施肥量・

吸収率に基づいた負荷原単位 5) を使用した（非

吸収窒素量＝ [ 化学肥料窒素量 ]+[ 有機質肥料・

堆肥からの栽培期間無機化窒素量 ]-[ 作物収量か

ら算定した作物吸収窒素量 ] とし、圃場還元残

渣、生物的窒素固定、灌漑水など施肥窒素以外か

ら供給される窒素については考慮されていない）。

その結果、施肥窒素負荷量と施肥窒素負荷量 5kg

区間での硝酸態窒素濃度最小値との間に密接な関

係が見出された（図中の回帰直線）。そこで、こ

れを施肥窒素負荷の井水硝酸態窒素に対する最小

潜在影響のベースラインと仮定した。この回帰直

線によると日本の水質基準値である硝酸態窒素濃

度の �0ppm には施肥窒素負荷量 50kg/ha が対応し

ていた（図 A�2�2-3）。さらに、茨城県全域・長

野県全域の全市町村スケールで同様な比較を行っ

たところ、上記で得られたベースラインが共通的

に有効である可能性が示唆された（図 A�2�2-4）。

図 A1212-3　茨城県全域における 2000 年の施肥窒

素負荷と 2000 ～ 2004 年の地下水硝酸

態窒素濃度の対比およびその属性デー

タの一部を例示したもの

図 A1212-4　茨城県・長野県全域における 2000 年

の施肥窒素負荷と 2000 ～ 2004 年の地

下水硝酸態窒素濃度の対比
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この回帰モデルと GSAS を用いてパーセルレベル

にスケールダウンした施肥窒素負荷を用いて、両

県全域についての最小潜在影響を簡易に空間評価

することが可能となった（図 A�2�2-5 に茨城県の

一部を拡大表示）。

ｃ　湛水状態の検出に効果的なマイクロ波波長

域の衛星画像（LADARSAT）を GSAS上のパーセルデー

タと統合的に利用することで、実際に作付された

水田面積を推定するアルゴリズムを確立した 6)。こ

れを茨城県南部域に適用し、水田面積率の現況を

流域圏スケールで精度よく推定できることを検証

した（図 A�2�2-6）

（イ）　流域水質解析・評価システムの構築と高

度化

ａ　外部水質データベース・ハンドリングシス

テムの作成と組込み

全国を対象にした環境省、公共用水域の水質モ

ニタリングデータ（シーケンシャルファイルで大

容量）用のパソコンで動くデータベース管理ルー

チンを作製した（図 A�2�2-�）。本ルーチンを使

用すると、地図上にデータベース上の地点が表示

され、画像上またはリストボックス上での検索

地点の選択、ダイアログ上での検索項目、検索対

象期間の指定により、検索結果を画像内の地点上

であるいは経時変化を別ウインドウにグラフ化し

て表示させることができる。さらに、検索結果は

CSV 形式で保存可能であり、特定地点の検索水質

成分の変動傾向を長期変動、季節変動、他成分と

の関連等から簡易に把握可能とした。また、オン

ラインで得られるアメダスデータと結合し、例え

ば前降雨量（但し、日単位）との関連解析等が簡

易に行える。

ｂ　畑圃場における窒素動態・収支シミュレー

ションシステムの作成と組込み

流域水質解析・評価システム（図 A�2�2-8）は、

流達率の算出を主に目指したもので、負荷投入面

における流出までの時間遅れの解析、さらには負

荷流出技術の評価のためには、負荷投入面内での

窒素の動態までもシミュレートするシステムが必

要である。また、農地系からの汚染物質の流出を

抑えるため、各種流出技術が現在までに開発され

ているが、これら個別技術の導入効果は、極めて

大きく変動し、条件により負の効果が上回る事

例も多い。この原因は、試験実施ほ場の立地条件

( 含、気象 )、肥培管理法の違いで発現効果が著

しく異なることであり、ほ場レベルでの窒素の動

態・収支を正確に把握可能なシステムの構築が個

図 A1212-7　水質データベース・ハンドリングシステ

ムの表示例（栃木県内河川の全窒素濃度）

O nline

図 A1212-8　流域水質解析・評価システム

図 A1212-9　畑土壌における窒素動態・収支シミュ

レーションシステム
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図 A1212-11　恋瀬川流域の農耕地、家畜排泄物（牛、

豚）由来有機物の低環境負荷型堆肥の

適正量の土壌施用に要する農地面積お

よび両者の差、耕作放棄地面積の推移

「農地面積」、流域内の畑、樹園地、草地作付面積の合計；

「牛由来」、牛排泄物由来の低環境負荷型堆肥（稲わらを混合

して C/N 比を約 20に調整）の適正施用（土壌炭素の年間消

耗量（�.�t/ha）の炭素として 2倍量の施用）に要する農地面積；

「豚由来」、豚排泄物由来堆肥の適正施用に要する農地面積；

「合計」＝「牛由来」＋「豚由来」；

「不足面積」＝「合計」－「農地面積」；

「耕作放棄地」、流域内の耕作放棄地の合計。

別技術の評価には重要であることを示している。

そこで、作成したシステムでは、気温、降水量、

さらには投入肥料・堆厩肥の施用回数、種類及び

量を細かく指定することを可能とし、これによっ

てマルチ栽培、流出に及ぼす灌漑の効果、緩効性

肥料投入の効果等を迅速に把握可能とした（図

A�2�2-9）。さらに、土壌環境基礎調査など既存資

料を基にした解析により、リン酸吸収係数 �0 倍

増で地力窒素の発現がほぼ �/3 に低下することな

どを明らかにし、これらの結果を用いて、リン酸

吸収係数を有機物の補正項に加えるなどにより、

システムの精度向上を図った。

（ウ）　モデル流域における持続可能な低環境負

荷型流域管理のあり方の提示

対象とした茨城県恋瀬川流域では、黒ボク土

（特に桜統）が約８割を占め、畑作物では各種野

菜 (�29ha、2000 年 ) に加えタバコ栽培 (82ha、

同 )が盛んである。桜統土壌作土には炭素 (平均

4.2�％、n=�0)、窒素 ( 同 0.38％、同 ) とも蓄積

が進み、平均的な気象条件でも土壌炭素の消耗が

顕著で、適正な有機物管理が必要と考えられた。

これに対し、地力維持には年間炭素分解量に見合

う各種有機物の施用が、長期的な窒素溶脱量の低

減化には C/N 比の高い有機物（わら類など）の施

用が効果的であることが示唆された。

さらに、開発したツールを用いて、同流域に

おける環境窒素負荷量 *�、同河川における実流出

負荷量の推移を明らかにした（図 A�2�2-�0）。負

荷量合計値は、主として畜産由来負荷（牛、豚）

の変動に依存して大きく変動し、他方、河川実

図 A1212-10　恋瀬川流域における負荷源別環境窒

素負荷と実流出負荷の推移

「人の生活」、し尿、雑排水；

「畜産」、牛、豚、鶏の排泄物；

「施肥」、作物栽培；

「自然負荷」、降雨、窒素固定；

「合計」、上記の合計；

「河川流出」、流域末端河川での観測負荷量；

「５年間の移動平均」、同、移動平均値。

*�：環境窒素負荷とは、流域内で発生する窒素負荷のうち、土壌・水系に放出・放流されたと考えられる窒

素負荷量である。人の生活に由来する窒素負荷については、原単位を用いて推定した発生負荷量から各種

汚水・し尿処理により系外へ除去される窒素量を、また家畜排泄物については、堆肥化・貯留中や施用直

後に発生するアンモニア揮散・脱窒等による窒素の系外除去量を差し引いた値として算定した。
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流出負荷量の変動は、畜産由来負荷の変動に依

存したことから、畜産由来負荷の適正な制御が、

恋瀬川における窒素負荷の削減に重要と考えら

れた。そこで、畜産排泄物の土壌還元を基本と

した低環境負荷型堆肥 (C/N ≒ 20 に調製 ) の適

正施用レベルを求め、流域内に適正量散布する

ために必要な農地面積（畑、樹園地、草地）を

検討したところ、�980 年以降は堆肥（特に豚）

が過剰となっていたことから、この状況の改善

が恋瀬川流域の低環境負荷型管理に必要と考え

られた（図 A�2�2-��）。ただし、この状況は、

2000 年に耕作放棄地と不足農地面積が同程度で

あったことから、全放棄地の農地への再生と余

剰有機物の適正量施用により改善される可能性

が示唆された。

エ　考　察

（ア）　農業生態系空間情報システムの構築と施

肥窒素負荷の簡易・広域評価への適用

本研究で構築した空間情報システムは、地形・

流域界・気候・基盤整備データ等の比較的変動の

少ない因子に加えて、衛星データによる地表面状

態・作付状況ならびに各種の計測データ・統計調

査データ等動的なデータを一元的に GIS 化し、各

種演算やシミュレーションに活用することを可能

にした。本システムの大きな特徴は、このような

処理や解析を微細な農地区画を単位として全国全

流域界を対象にシームレスで行うことができるこ

とにある。また、各種のシミュレーション等演算

結果をシステム内に集積し、自己増殖する機能を

有する。これらの機能を持つシステムはこれまで

になく �)、今後さらに多面的データを集積しつつ、

多くの応用場面に活用される可能性をもってい

る。一方、近年の衛星は本研究で用いたマイクロ

波域ならびに可視～近赤外域のセンサをはじめ多

様なセンサを搭載しており、これら衛星画像デー

タと GSAS との統合的な活用法の開発も今後の重

要な研究課題のひとつである。

一般に、施肥窒素をはじめとする農業生産・人

間活動の地下水影響は、地形構造・気象等により

数年～数十年にわたるタイムラグがあり、また、

プロセス積み上げ型のいわゆるボトムアップによ

る推定のためには詳細な３次元測定データが必要

となる。そのため、水質影響の空間的な評価は

容易でない。したがって、本研究で行ったいわゆ

るトップダウンアプローチは、比較的容易に得ら

れるデータに基づいて、簡易に広域的な影響評価

を行えるという点で有用性が高い 9,�0)。農業生態

系とその環境影響の空間的特徴・問題の探索や定

量化に際して、トップダウンアプローチはボトム

アップアプローチに先行して多面的な活用が期待

できる。なお、ここで行ったケーススタディでは、

全国平均としての原単位を用いるなど簡易性を優

先したが、各地域固有のデータや情報を活用して、

より実態に即した評価や予測につなげることも重

要である。

（イ）　流域水質解析・評価システムの構築と高

度化

同システムへの外部水質データベース・ハンド

リングシステムおよび畑ほ場における窒素動態・

収支シミュレーションシステム等の組込みによ

り、河川水質および流域内部で発生する窒素負荷

の地下水への流出ポテンシャルの高精度推定が可

能となった。これらのツールは、流域の持つ自然

窒素除去機能や流域への負荷窒素の河川流出まで

の時間遅れを定量的に表すパラメータの抽出のた

めに必要な、地質・地形・土壌・気象等の各種特

性の異なる多様な流域を対象とした解析に際し、

有力なツールとなることが期待される。

しかしながら、流域等広域を対象とした窒素動

態・収支シミュレーションシステムの活用面から

の制限として、広域についてほ場単位で農業活動

の実態を詳細に把握することが困難であることが

あげられる。そのため、現状では、流域単位での

評価であっても、土壌、作付け、気象条件等の可

能な組み合わせの中から代表的な条件を選択して

適用し、得られた結果を広域に当てはめる以上の

利用は困難である。広域をほ場等微小な単位で情

報集積・加工が可能な GSAS のようなシステムへ

のデータ集中を進めることが、今後対応すべき重

要な課題の一つと言える。

（ウ）　モデル流域における持続可能な低環境負

荷型流域管理のあり方の提示

本課題では、モデル流域を対象として、上で開

発したツールを用いることにより、流域全体を見渡

す視点（仮想的な流域管理者の立場）から水質劣
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化問題に対処するためのモデルケースとして、１）

流域の各種特性を把握し、２）窒素負荷発生の構

造を明らかにすることにより、畜産排泄物による過

剰な負荷が原因であることを指摘し、次いで、３）

持続的な農地管理の立場に立って水質劣化問題に

対して可能な流域管理の方向性を示した。

ただし、ここでの推計は、流域内の種々の土壌

型のうち、もっとも分布範囲の広い桜統の土壌に

ついて、また恋瀬川流域での平年的な気象条件で、

かつ畑地、樹園地、草地に家畜排泄物由来の堆肥

を均等に散布する仮想的な条件に基づいているこ

と、また、使用したツールはまだ利用性・精度面

で十分とは言えず改良の余地が多々あること、な

どに注意する必要がある。各ツールの精緻化と広

域的なデータベースの整備、活用により、より信

頼性の高い提言が可能になると考えられる。

オ　今後の課題

（ア）　農業生態系空間情報システムの構築と施

肥窒素負荷の簡易・広域評価への適用

GSAS を作物生産と環境影響の評価にかかわる

多くの問題に適用しつつ発展させることが期待さ

れる。また、施肥窒素負荷の水質影響の簡易評価

に関しては、最小潜在影響のベースラインをより

一般化するため、降水量と蒸発散量を加味した検

討をより広域について行い、それを踏まえてより

広域での検証を行うことが望ましい。

（イ）　流域のもつ自然窒素除去能定量化手法等

の高度化

流域内の農耕地に由来する窒素負荷による河川水

質変動への影響を定量的に明らかにし、各種特性に

応じた流域管理指針の策定と精緻化に資するために

は、地質・地形・土壌・気象等の各種特性の異なる

多様な流域を対象とした解析を実施し、流域の持つ

自然窒素除去機能や流域への負荷窒素の河川流出

までの時間遅れを定量的に表すパラメータ化を進め

る必要がある。このためには、時間的・空間的に変

動著しい農業・畜産活動の実態把握が重要となる。

開発したツールの性能向上と合わせて、網羅的な

データベース作成を進めることが重要である。

カ　要　約

（ア）　わが国の全ての流域圏・農耕地を対象に、

自然立地・圃場基盤・作付現況等に関するデータ

を、圃場境界に沿った�区画数haの農地区画（パー

セル）を単位として一元的に集積・管理し、任意

の流域界・行政界や任意の形・サイズの領域を選

定して、解析やシミュレーションを行う総合的な

汎用の空間情報システム GSAS を完成した。この

システムは、地下水質に対する施肥窒素負荷の簡

易・広域影響評価など、多方面にその機能を発揮

するものである。

（イ）　流域水質解析・評価システムの高度化

流域での窒素負荷発生状況の変遷と水質への影

響を評価する流域水質解析・評価システムを高度

化するとともに、畑地での施肥・施用有機物に由

来する窒素の動態を評価するために窒素動態・収

支シミュレーションシステムなどを構築した。

（ウ）　モデル流域における持続可能な低環境負

荷型流域管理のあり方の提示

以上の成果を活用することにより、�) モデル

流域における長期的な河川窒素負荷変動の要因

を特定し、2) 地力を維持し、かつ低環境負荷と

なる持続的農地管理指針を提示するとともに、3)

余剰家畜排泄物の流域内での適正管理の可能性を

検討することで、モデル河川における水質窒素負

荷量低減化の方向性を提示した。

キ　引用文献

�) 環境省・国立環境研究所 水環境総合情報サイト

http://mizu.nies.go.jp/.

2) Bradbury, N. J., Whitmore, A. P., Hart, P. B. S.,

Jenkinson, D. S. (�993). Modelling the fate of

nitrogen in crop and soil in the years following

application of �5N-labelled fertilizer to

winter wheat. Journal of Agricultural Science,

Cambridge. �2�:363-3�9.

3) Inoue, Y.(2005). Agro-ecosystem informatics

for rational crop and field management -

remote sensing, GIS, and modeling. Proc.

International Symposium for Environment-

friendly Agricultural Technology and Crop

Production. Korean Societies of Crop Science

& Soil and Fertilizers, pp.22-46.

4) 井上吉雄・石塚直樹・Dabrowska-Zielinska,K・

Qi, J(2006)．流域圏農耕地生態系の動態解析 第



― 85 ―

３報 マイクロ波衛星画像と空間情報システムの

協働および水質への施肥窒素影響の評価．日作紀

�5 別 2：328-329．

5) 西尾道徳 (2005)．農業と環境汚染－日本と世界

の土壌環境政策と技術 .農文協．438．

6) 石塚直樹・井上吉雄 (2006)．マイクロ波衛星画

像と空間情報解析システムによる水田作付面積推

定．日本リモートセンシング学会 4� 回学術講演

会論文集：59-60．

�) Coulson, R.N., Lovelady, C.N., Flamm, R.O.,

Spradling, S.L., Saunders, M.C.(�99�).

Intelligent geographic information systems

for natural resource management. In: Turner,

M.G., Gardner, R.H. (Eds.), Quantitative

Methods in Landscape Ecology. Springer, New

York, pp.�38-�53.

8) Inoue, Y.(2003). Synergy of remote sensing

and modeling for estimating ecophysiological

processes in plant production. Plant

Production Science 6: 3-�6.

9) 熊沢喜久雄 (�999)．地下水の硝酸態窒素汚染の

現況．土肥誌．�0：20�-2�3．

�0) 西尾道徳 (200�)．農業生産環境調査にみる

我が国の窒素施用実態の解析．土肥誌．�2：

5�3-52�．

研究担当者（板橋　直 *、井上吉雄、林　健太郎、

竹内　誠）

（３）　自然共生型環境管理に資する流域環境情報

データベースの構築

ア　研究目的

自然条件の有効なユニットである流域を単位と

した計画立案需要の高まりを受けて、水系情報の

広域データベースの構築に関する取り組みが進ん

でいるが、それらは行政課題を解決する観点から

の基礎情報の蓄積にとどまっている。持続的農業

生産の確立やそれらがもたらす多面的機能発現の

観点から、自然生態系と農業活動の空間単位の違

いや地形・土壌・植生等の主題別空間単位の相違

などを合理的かつ階層的なデータベースとして構

築する方法を明らかにするとともに、農業活動や

土地利用の変化が環境に及ぼす影響を農業の類型

的特徴や社会経済的及び人文的条件を含めて評価

するためのモデル流域の統合的なデータベースを

構築する。

　

イ　研究方法

（ア）　任意流域の単位流域界ポリゴンデータ作

成手法の開発

国土数値情報に基づき、任意の水系の単位流域

界を GIS ソフトウエアで利用可能なデータ型式に

加工し、さらに支川流域を単位とするデータ検索

を可能とするために単位流域ポリゴンデータに基

づき、任意の支川流域のポリゴンデータを作成す

る手法を開発する。

（イ）　流域環境データベースの登録

単位流域界ポリゴンデータ、ならびに行政区域

界等に係る既存数値情報のレビューにより、各種

情報を統合的に解析するための空間単位を検討す

る。また流域環境に係る基礎的な情報を収集し、

統合利用が可能な形式に変換してデータベースに

登録するとともに、センサス農業集落データを効

率的に地理情報化する手順を整理する。

（ウ )　異空間単位の統合・分割組み替え手法

の開発

農業活動等が流域環境に及ぼす影響を、社会経

済的条件、人文的条件等を含めてさまざまな空間

単位で評価するため、既存統計資料を効率的に地

理情報化する手順を整理するとともに、モデル流

域の恋瀬川流域を事例にしてメッシュ単位、農業

集落単位など、扱う情報の種類や集計の特徴が異

なる空間単位で揃えられたデータセットの統合・

分割、相互変換が可能な手法を開発する。

ウ　研究結果及び考察

（ア）　任意流域の単位流域界ポリゴンデータ作

成手法の開発

国土数値情報の流域界・非集水域データファ

イルから任意の水系に係わる単位流域界データ

を抽出して GIS で利用可能な shape ファイル形

式に変換するプログラムを作成し、それによっ

て利根川水系の単位流域界ポリゴンデータを作

成した。流域は、それを構成する個々の単位流

域をノードとすれば、上下流の方向を表すエッ
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ジによってそれらを連結した有向グラフデータ

構造としてモデル化できる。利根川水系単位流

域界ポリゴンデータを事例として、流域データ

構造を構築、操作するための基本プログラムと

して、ノード、エッジ、グラフのデータ型を定

義し、単位流域間の接続関係をシステム上で有

向グラフデータとして構築することによって、

任意の支川流域部分の単位流域界ポリゴンデー

タを作成する手法を開発した（図 A�2�3-�）。開

発したプログラムと GIS ソフトウエアの空間検

索機能等を組み合わせて使うことにより、任意

のスケールの支川流域を単位とするデータ検索

が可能となった（図 A�2�3-2）。例として、利根

川水域中の霞ヶ浦流 ( 図 A�2�3-3）。

（イ）　流域環境データベースの登録

単位流域界ポリゴンデータ、ならびに行政区

域界等に係る既存数値情報のレビューにより、

各種情報を統合的に解析するための空間単位と

して①単位流域、②農業集落、③旧市区町村、

④市区町村を設定した。また、標高、土地利用、

土壌統群、土地条件図画像（利根川中・下流域）、

台地・低地区分図、台地小集水域界、ほ場整備
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図A1213-2　任意の流域を単位とするデータ検索の実施例

図A1213-1　有向グラフ構造と流域抽出手法の概念
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図A1213-3　利根川水系の主要支川流域データの作成例

国土数値情報より作成した利根川水系単位流域界ポリゴンデータを使用し、水系全域

について単位流域をノードとする有向グラフとしてモデル化した。

その応用例として、霞ヶ浦流域部分のポリゴンデータ作成結果を示した。

図A1213-1　有向グラフ構造と流域抽出手法の概念

事業完了地区情報（栃木県南東部）、センサス農

業集落基本指標などの流域環境に係る基礎的な

情報を収集し、統合利用が可能な形式に変換し

てデータベースに登録した。また、センサス農

業集落データを効率的に地理情報化する手順を

整理した（図 A�2�3-4）。

（ウ）　異空間単位の統合・分割組み替え手法の

開発

流域単位、３次メッシュ単位、グリッド単位、

河川単位、地点情報、農業集落単位と空間単位の

異なるデータを相互に受け渡せる手法を開発し

た（図 A�2�3-5）。また応用事例として他課題で

提案されモデル流域における具体的な計画策定の

ために提案された空間単位の異なるモデルを農業

集落単位に変換した（A�2�3-6、図 A�2�3-�、図

A�2�3-8）。

エ　今後の課題

流域における地域環境計画の策定に必要な地域

資源の保全管理に関する調査情報をさらに補完

し、引き続きデータベースを充実させていく必要

がある。

また、集積された流域単位での情報の精度検証

が難しく、本課題ではモデル流域におけるデータ

ベースの実用性を必ずしも検証しえなかったた

め、今後、運用システムの普遍性について検証を

深めることが期待される。
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図A1213-6　メッシュ単位モデルから集落単位への変換事例

（※データ提供：B�2�� 課題：農林業変化に伴う農地のチョウ類の生息ポテンシャル評価）

図A1213-5　異なる空間単位の変換手順
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図A1213-7　ポイント単位から集落単位への変換事例

（※データ提供：B�2�� 課題：各支川における調査地点の捕獲量から評価）

図A1213-8　グリッド単位から集落単位への変換事例

（※データ提供：A3��� 課題：流域内の水質（窒素濃度）モデルによるシナリオ評価から）
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オ　要　約

（ア）　任意流域の単位流域界ポリゴンデータ作

成手法の開発

国土数値情報（国交省）の流域界・非集水域デー

タファイルから任意の水系に係る単位流域界デー

タを抽出して GIS で利用可能な Shape ファイル形

式に変換するプログラムを作成し、それによって

利根川水系及び那珂川水系の単位流域界ポリゴン

データを作成した。

（イ）　流域環境データベースの登録

流域環境に係る基礎的な情報として、標高、土

地利用、土壌統群、土地条件図画像等を収集し、

統合利用が可能な形式に変換してデータベースに

登録するとともにセンサス農業集落データを効率

的に地理情報化する手順を整理した。

（ウ）　異空間単位の統合・分割組み替え手法の

開発

他課題で提案された空間単位の異なる成果を農

業集落単位に統合・組み替える手法を開発し、流

域の各種情報をモデル流域における具体的な計画

策定プロセスに試行し、データベースおよびその

構築手法の有効性を確認した。

カ　引用文献

な　し

研究担当者　( 嶺田拓也 *・石田憲治・松森堅治 )　

（４）　自然共生型環境管理に資する沿岸域環境情報

データベースの構築とその応用

ア　研究目的

自然と共生した農林水産業を営む環境を創造す

るためには，水物質循環や生態系に対する科学的

考察に基づいた自然共生型の環境管理が不可欠で

ある。そこで，水物質循環や生態系に関する機能

解明等の科学的検討を行なう際の基礎情報となる

農林水産環境情報のうち，沿岸域環境情報を対象

にデータベースを構築し，さらに地理情報システ

ムを用いた環境評価法を開発する。本課題では多

様な環境勾配がみられる茨城県涸沼をモデル地域

とし、底生無脊椎動物（以下、ベントス）に着目

してデータベース化を試みた。

イ　研究方法

（ア）　ベントスの空間分布の把握・環境要因と

空間分布の関係の解析

茨城県涸沼で 2003 年９月に涸沼全体を可能な

かぎり網羅できるように 3�地点を選び、エクマン

バージ採泥器（�5ｃｍ× �5ｃｍ）および円形コ

ア（直径 9ｃｍ）を用いてベントスを採集した。

採集したベントスは現場で �0％ホルマリンで固定

し、研究室に持ち帰った後、�ｍｍメッシュでふるっ

てベントスを回収した。回収したベントスは実体

顕微鏡下で可能な限り種レベルにまで同定した。

ベントスとともに底泥を回収し地点ごとに粒

度組成を調べた。粒度組成の解析には、SHIMAZU 

SALD-3000S を用いた。

3� 地点で採集したベントスの群集組成を比

較するために、Bray-Curtis 類似度指数を用い

てクラスター解析を行なった。解析には優占種

�4 種を用いた。また、①水深・②塩分・③底

泥の中央粒径値とベントスの関係を Canonical 

Correspondence Analysis により解析した。

（イ）　ベントスの棲息場所適地表示モデルの構築

環境要因として ①水深・②塩分・③底泥の中

央粒径値を選んだ。連携課題（沿岸域における物

質移動モデルと生態系変動モデルを統合したモ

デルの開発）により作成された涸沼を格子状に区

切ったメッシュ図を元に、各メッシュごとの水深・

塩分のデータを得た。中央粒径値については、3�

地点で得られた値を元に、地理情報システム上で

補填し、各メッシュごとの中央粒径値を推定した。

ベントスの個体数と各環境要因との関係を明らか

にし、最適な関数で近似した。各環境因子ごとに

値が最大になる点を �00 点、最低になる点を 0点

とした。HSI として各環境要因の相加平均（0-�00

点）を計算した。

ウ　研究結果

（ア）　ベントスの空間分布と環境要因との関係

採集されたベントスとして 23 種と５分類群が

確認された。図 A�2�4-� に採集した 3� 地点を、

図 A�2�4-2 に優占種 �4 種の空間分布を示す。ク

ラスター解析の結果、ベントス群集は種組成の

違いによって �2 のグループに分けられた（図

A�2�4-3）。CCA の結果、ベントスの群集構造に有
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図A1214-1　ベントスの採集地点（数字）と環境要因測定地点（A-G)

　　　　　（Nanami　et al.2005 を改変）

図A1214-2

ベントス �4 種の空間分布

（Nanami et al. 2005 を改変）
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意に影響を及ぼす環境要因は、①中央粒径値と

②塩分勾配であることがわかった（図 A�2�4-4）。

また、CCA により、ベントス �4 種の空間分布と

環境要因の関係が明らかになった。

（イ）　HEP によるベントスの棲息場所適地表示

図 A�2�4-5 に、メッシュごとの水深・塩分・中

央粒径値の推定値を示す。SI モデルの構築につ

いて、ヤマトシジミのケースを例として示す（図

A�2�4-6）。SIモデルを用いて、HSIモデルを作成し、

メッシュ上で表示した。例として、クロイサザアミ・

ニホンドロソコエビについて示す（図 A�2�4-�）。

エ　考　察

（ア）　ベントス群集と環境要因の関係

本課題は、環境要因（水深・底泥の中央粒径値・

塩分）とベントスの空間分布を涸沼において明ら

かにした最初の例といえよう。この解析によって

注目すべき結果として以下の３つが挙げられる：

①底泥の中央粒径値と塩分の２つの要因が、ベン

トスの群集構造に有意に影響している；②２つの

要因がベントスの群集構造に及ぼす影響の大きさ

はほぼ同程度である；③２要因はほぼ独立に作用

している。このような環境勾配に沿ってベントス

群集の構造が異なることは多くの先行研究でも示

図A1214-3　クラスター解析の結果

　　　　　（Nanami et al. 2005 を改変）

図A1214-4　CCA の結果（Nanami et al. 2005 を改変）
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されている（例えば、Ysebaert et al., 2002）。

涸沼のベントス相の先行研究として、菊池 & 菊池

（�963）による調査が挙げられる。彼らの研究によ

ると、涸沼のベントス相はヤマトシジミとシダレ

イトゴカイ属の一種が優占しているとしている。

従って、40 年以上に渡りベントスの群集構造がお

おむね安定していると考えられた。今後も継続し

て調査を行うことで、涸沼のベントス相の安定性

がどの程度であるのかが明らかになると思われる。

（イ）HSI モデルによる棲息場所適地表示

本研究では、データベースの応用として、棲息

場所適地表示を試みた。HSI モデルの構築には、

２つの過程において検討が必要である。すなわち、

① SI モデル構築の際の最適な関数型を選ぶこと、

②複数の SI モデルの重み付けや組み合わせ方の

検討、である。

SI モデルの構築の際には、通常線形近似が行

なわれることが多い（例えば新保ら、2000）。本

図A1214-5　メッシュごとの水深・塩分・中央粒径値の推定値

図A1214-6　3� 地点のデータによる SI モデルの構築の例

図A1214-7　HSI モデルによる棲息場所適地表示の例
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課題では、場合によっては非線形近似も試みた（図

A�2�4-6）。

オ　今後の課題

（ア）　ベントス群集と環境要因の関係

環境勾配に沿って異なる構造をもつベントス群

集が形成されることの要因としては、幼生の塩分

耐性・分散能力・着底場所選択・着底後の死亡率

の違いなどが挙げられる。これらの解明について、

今後の研究が必要である。また、他の環境要因（底

泥の有機物量・溶存酸素量・ｐＨなど）について

も測定し、ベントス群集との関係を明らかにする

必要があるだろう。

（イ）　HSI モデルによる棲息場所適地表示

生物のニッチは、通常上に凸のベル型の関数と

して表される。ロジスティック回帰モデルによる

近似が生物の分布を表す適した関数であるを検討

する必要がある。HSI モデルの構築には、相乗平

均やいくつかの主要な環境要因だけを組み合わせ

るなど、様々なパターンが考案されている。また、

他の環境要因（底泥の有機物量・溶存酸素量・pH

など）についても測定し、可能な限り多くの環境

要因を用いた HSI モデルを構築することで、より

精度の高いモデルが構築できると思われる。

カ　要　約　

（ア）　ベントス群集と環境要因の関係

涸沼において 3� 地点からベントスを採集し、

�4 種について解析した結果、ベントスは主に底

泥の中央粒径値と塩分勾配に沿って種特異的に分

布していることが明らかになった。

（イ）　HSI モデルによる棲息場所適地表示

HEP 法にもとづく HSI モデルを構築し、地理情

報システム上のメッシュ図で表示した。

キ　引用文献

�) 菊池泰二・菊池永日史（�963）．茨城県涸沼の底

生動物、その春季相について .Japanese Journal

of Ecology ��：63-69．

2) Nanami A, Saito H, Akita T, Motomatsu K

& Kuwahara H (2005).Spatial distribution

and assemblage structure of macrobenthic

invertebrates in a blackish lake in

relation to environmental variables.

Estuarine, Coastal and Shelf Science 63:

�6�-��6.

3) 新保裕美・田中昌宏・池谷毅・越川義功（2000）．

アサリを対象とした生物生息地適地評価モデル．

海岸工学論文集 �4：����-���5．

4) Ysebaert T., Meire P., Herman P.M.J.,

Verbeek H. (2002) Macrobenthic species

response surface along estuarine gradients:

prediction by logistic regression. Marine

Ecology Progress.Series 225: �9-85.

研究担当者　（名波敦 *）
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１　水・土砂等の循環・移動モデルの開発

（１）　流域環境計画を支援する環境保全的な土地利

用システムの構築手法の開発

ア　研究目的

土地利用計画論においては景域、自然立地単位

区分などの概念が確立されているが、これらは土

地の持つ特徴を静的に評価したもので、流域の物

質循環など動的なものを含む計画には必ずしも十

分ではない。そこで、立地単位を用いて流域を構

成する手法を開発するとともに、水の移動など物

質循環を推定する流域モデルを構築することによ

り、畑・水田の連鎖系を活用した窒素浄化により

年間を通して畑・樹園地など面源に由来する窒素

負荷の流域外への流出を軽減する環境保全的な土

地利用システムの構築手法を開発する。

イ　研究方法

（ア）　流域を構成する立地単位の区分手法を開

発する。

ａ　台地の平坦面が畑や樹園地として利用さ

れ、窒素の面源負荷が高いと考えられる利根川中

下流域（3,494 km2）を対象とする。河川の流域

を段階的に細分化し、水田・畑の土地の連鎖系で

窒素浄化が可能な台地の谷津集水域の単位を細流

域として抽出する（図 A2���-�）。

ｂ　�/25,000 土地条件図 35 図葉を画像データ

化して幾何補正、接合し、地形区分の凡例をもと

に台地と低地の判別を行う。単位流域（国土数値

情報の流域界）を台地斜面と低地の形態による違

いで細分する細流域区分図を作成する。台地細流

域内に谷底を含む場合を谷底型、谷底を含まない

場合を斜面の形状で谷斜面型と直線斜面型に区分

する（図 A2���-2）。

ｃ　詳細調査流域とする菱木川流域（約 23 

km2）において、非潅漑期および潅漑期の表流水、

地下水、湧水の分布と硝酸態窒素濃度を計測する。

窒素負荷の面源となる畑・樹園地の分布、および

浄化に活用できる土地の単位として水田と水路の

第２編　流域圏における水物質循環、生態系の管理モデルの構築

第１章　森林から沿岸域までの水物質の循環・移動モデルの開発

図A2111-1　流域スケールとローム台地の地形・地

質および地下水・湧水の断面模式図

図 A2111-2　利根川流域の台地・低地区分と細流域

区分の作成
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整備・未整備と休耕・放棄等の管理状況の踏査お

よび空中写真による判読を行う。

（イ）　畑・樹園地からの溶脱窒素を浄化する可

能性のある地域を推定する。

ａ　細流域ごとに流出窒素負荷量を推定し、流

域内の水田面積の割合から谷津田を活用した窒素

浄化をできる可能性がある地域を推定する。

ｂ 流出窒素負荷量は、田淵ら (�985) の知見

をもとに土地利用別の窒素負荷原単位を畑 4.2 t 

km-2、田 �.0 t km-2、林 0.3 t km-2、その他 �.0 t 

km-2として、細密数値情報�0 m土地利用(�994年)

から推定し、年流出水量を 500 mm として流出水

の窒素濃度に換算する。この試算では畜産、その

他の点的な負荷源は考慮しない。

ｃ 水田の窒素浄化機能が発揮されるのは、用

水の窒素濃度が 2 ～ 3mg L-� 以上（田淵、�998）

とされていることから、負荷の大小を窒素濃度

2.5mg L-� で区分する。浄化機能は Shiratani ら

(2002) の知見から谷津田の窒素除去速度 (g m-2 

yr-�) を 5m yr-� ×窒素濃度 (mg L-�) として浄化に

必要な細流域の低地水田率を見積もり、浄化可能

性の大小を水田率 �0％で区分する。

（ウ）　谷津田流域における窒素浄化機能の有無

を検証する。

ａ　休耕田を含む約 8ha 谷底型細流域 ( 図

A2���-3) で土水路の表流水の流下過程における

硝酸態窒素濃度を毎月観測し、2003 年 2 月と �

月には脱窒による浄化を確認するために窒素安定

同位体比の測定を行う。

ｂ　同年 4月には、菱木川流域において谷底型

細流域ごとに排水路の流水の硝酸態窒素濃度を測

定し、実測値と土地利用別の負荷原単位から推定

した流出水窒素濃度との散布図から、谷津田面積

の多少と実測値および推定値の関係を解析し、谷

津田による窒素浄化の可能性を検証する。

（エ）　菱木川流域において、不飽和帯の鉛直浸

透過程を明らかにするために、人工涵養試験を実

施するとともに、得られた地下水位変動及び溶質

（NO3-N）の変動のモデル化を行う。

ａ　人工涵養試験地は、通常畑として利用され

ており、谷津田小集水域上端部に位置する。地表

面から地下水面までの地層は、地表面から表土、

関東ローム層、常総粘土層、砂層（帯水層）であ

る。涵養施設を観測孔を方形に取り囲む形で設置

し（涵養面積 0.�5m2）、土留め壁には鋼板を用い

て側面への流動を遮断する。また涵養水として流

域内の河川水を用い、涵養速度 0.2� m3 hour-� で

24 時間かけて 5t の水を涵養する。涵養開始後か

ら涵養期間を含めた 408 時間において、地下水位

を連続観測するとともに、不飽和帯土壌の深度別

体積含水率の連続測定を行う。体積含水率の測定

には中性子水分検層器を用い、地下水面から地表

面まで自動巻き上げ機を用いて検層器を引き上げ

ながら深度別の連続測定を行う。また粘土層上面

の宙水を観測するために、粘土層上面までの観測

孔を設置し、水面の有無の観測も並行して行う。

ｂ　涵養試験時における地下水位変動を解析

するために図 A2���-4 のようなタンクモデルを用

る。ここでは、4 段目のタンク内水位を地下水位

とする。本モデルでは、ある一定以上の涵養量が

付加された場合に粘土層を通過して砂層へ浸透が

生じる構造とする。

図A2111-3　谷津田の湧水と水の流れ

1 2
3 4

NO3-N

1 2
3 4

NO3-N

図A2111-4　タンクモデル
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ｃ　涵養試験における硝酸態窒素濃度（NO3-N）

の動態を把握するために、上記タンクモデルに木

方・イスラム（�995）が提示した NO3-N 溶脱モデ

ルを簡略化して適用する。ここでは、涵養水（＝

河川水）による窒素の付加、アンモニア系肥料の

溶解・溶脱による移動、アンモニア態窒素の硝化、

硝酸態窒素の溶脱による移動、硝酸態窒素の脱窒

を考慮している。

（オ）　菱木川流域において窒素浄化のための土

地利用システムを構築し、浄化量を試算する。

ａ　詳細流域の GISを構築し、流域圏の環境計

画の空間単位として細流域区分を用い、それを構

成する斜面形状と湧水分布、休耕田の分布から、畑・

樹園地等からの面源負荷に由来する窒素の浄化が

可能な連鎖系を抽出し、その特徴を明らかにする。

ｂ　谷底と谷壁斜面の休耕田・放棄田を活用し

て、台地からの湧水を田面に通年湛水する土地利

用システムを構築し、細流域内での窒素浄化量を

土地利用の負荷原単位に基づいた窒素流出量から

試算する。なお、休耕田の管理は水稲作付けをせず、

休耕地としての湛水管理を前提とする。

ウ　研究結果

（ア）　流域を構成する細流域区分法を開発し、

細流域で窒素浄化を行うために水田の管理形態によ

る立地単位区分に基づいて流域のGISを構築した。

ａ　利根川中下流域は台地細流域の面積が全体

の4�.4 ％、その約 �割が流域内部に低地を含む谷

底型細流域であった。谷底型細流域における低地

の割合は平均�2.0 ％で、その2�.�％が水田として

利用されていた。しかし、山林・荒れ地や宅地の

割合も高く、今後、耕作放棄や宅地化により水田

面積が減少し谷津田の浄化機能の喪失に伴う水質

の悪化が懸念された（表 A2���-�）。

ｂ　菱木川両岸の低地では、ほぼ圃場整備が完

了し菱木川を水源とするパイプラインによる循環

灌漑が行われていた。谷底型細流域でも谷津田の

５割以上で排水路と暗渠の整備や地下水を水源

表 A2111-1　利根川中下流域の地形と土地利用の面積

図 A2111-5　菱木川流域における窒素負荷の面源と浄化，希釈の機能を持つ立地単位の分布
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とするパイプラインが整備されるなど、台地から

の湧水に含まれるの窒素を年間を通して浄化でき

る可能性が高い未整備の水田が少なくなっていた

（図 A2���-5）。また、未整備田の 4割近くは休耕、

放棄されていた。斜面および麓部には湧水を利用

したテラス状の未整備田が残っていたが、その 9

割近くが放棄され、浄化機能が失われつつある状

況であった（表 A2���-2）。

（イ）　利根川中下流域において窒素浄化の可能

性がある地域が明らかとなった。

ａ　面源からの窒素負荷量と細流域内の谷津田

による浄化可能性のそれぞれの大小の組み合わせ

により台地細流域を４つの類型に分け、窒素浄化

の可能性のある地域の分布を細流域を単位として

推定した（図 A2���-6）。

ｂ　谷底型細流域のうち 58.3 ％で窒素濃度

が 2.5 mg L-� を超えて窒素負荷が大きいと推定

され、その半分の 28.3 ％の細流域は谷底の水田

率が高く地形連鎖を利用して流域内の谷津田で窒

素浄化を行える可能性が高いと判断された（表

A2���-3）。一方、谷斜面型と直線斜面型の負荷が

大きい 6割の細流域と谷底型であっても水田面積

表A2111-2　菱木川の台地細流域の地形区分と水田類型（面積 ha）

図A2111-6　谷津田による窒素浄化機能の可能性
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図 A2111-7　谷津休耕田の土水路の流下過程におけ

るの硝酸態窒素濃度の変化

図 A2111-8　谷津休耕田の土水路の窒素安定同位体

比の変化

図 A2111-9　谷底型細流域における谷津田の有無に

よる流出窒素濃度変化の検証

が少ない細流域では流域外の低地水田を利用する

などの対策が必要と考えられた。

（ウ）　谷津田を含む細流域では流出窒素濃度が

低下する傾向あることが確認された。

ａ　図 A2���-3 の細流域の谷津休耕田では、

谷頭部からの高い窒素濃度の湧水が田 � から田 3

（全て休耕田）の両側の土水路を流下し、田 4（ハ

ス田放棄田）の田面に一時貯留された後に合流

し流域外に流出する。田 � ～ 3 では畦浸透によ

る以外は土水路から田面への流入は少ない。両

岸の土水路ともに流下過程で窒素濃度の減少が

見られ、田 4 のハス田放棄田を通過後の減少が

顕著である。濃度減少は夏期、冬期でともに見

られ、夏期の方が減少する割合が高い傾向があ

る（図 A2���-�）。窒素安定同位体比の計測結果

から湧水と田 � ～ 3 の土水路流水ではδ�5N の値

の変化が少なく、田 4 の通過後に上昇する（図

A2���-8）。田 � ～ 3 の濃度低下は、δ�5N 値の変

化が少なく田面への流入も見られないことから、

谷壁からの低窒素濃度の湧水による希釈の影響

が大きく、田 4 では田面を通過する際に脱窒に

よって濃度が低下した可能性が高いと判断され

た。

ｂ　細流域の谷底と台地の面積比により菱木

川の谷底型細流域（45 流域）を谷底の面積比 0.�

を境界値として 2分すると、原単位に基づく窒素

流出量の推定値と流出窒素濃度との関係において

谷底面積の比が高い細流域で実測濃度が低くなる

傾向が見られた（図 A2���-9）。

（エ）　菱木川流域において実施された人工涵養

試験により、台地涵養域における鉛直浸透過程が

明らかとなった。

表 A2111-3　集水域の地形と浄化機能類型
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図A2111-10　涵養試験中の体積含水率変化

図A2111-11　涵養試験中の地下水位変動

図A2111-12　涵養試験中の硝酸態窒素濃度の変化

ａ　涵養試験中の中性子水分検層より得られた

深度別体積含水率変化を図 A2���-�0 に示す。涵

養試験期間中、ローム層、砂層の体積含水率は増

加するが、常総粘土層の含水率は大きく変化しな

かった（49.2 ～ 49.6％）。また、涵養試験中、宙

水用観測孔では水位は観測されず、粘土層上部に

宙水は生じなかった。

ｂ　涵養試験期間中の地下水位変動を図

A2���-�� に示す。タンクモデルにより計算された

地下水位は、観測水位を再現しており、涵養試験

期間中水位は上昇し、涵養停止後、地下水位は徐々

に低下した。

ｃ　涵養水の NO3-N 濃度は �.68mg L-� であった

が、涵養試験中の地下水中の NO3-N 濃度は最大で

2.3�mg L-� であった。NO3-N 濃度の変動は窒素溶

脱モデルにより再現されている（図 A2���-�2）。
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（オ）　休耕田への通年湛水により台地からの湧

水に含まれる窒素を浄化する土地利用システムと

して、細流域内における窒素浄化量が試算された。

ａ　非潅漑期の硝酸態窒素濃度は、谷津田が多

い細流域で低い傾向にある（図 A2���-9）ことか

ら、地形に基づく細流域区分に窒素浄化の可能性

の低い A型と高い B型を設けた。浄化可能性の高

い B型は谷底型細流域では菱木川の下流部に、谷

斜面型と直線斜面型細流域では左岸側に多く見ら

れた（図 A2���-�3）。

ｂ 谷底型細流域の事例では、実際の休耕田の

分布状況（図 A2���-�4）をもとに休耕田と未整備

田に通年湛水した場合の窒素浄化量を試算すると、

年間 3��.3kg の窒素流出（表 A2���-4）に対して

86.8kg の浄化が見込まれた（表 A2���-5）。流入水

濃度の実測値は推定値よりも高いため、さらに大

きな浄化量も期待できる。事例とした細流域の水

路は用排兼用の開水路で堰板により簡単に休耕田

に取水できる構造になっている。

ｃ　菱木川流域の 86 の細流域において、土地

利用別の原単位にもとづく窒素流出負荷量を年平

均流出窒素濃度に換算（図 A2���-�5）し、谷底

図A2111-13　窒素の浄化可能性に基づく細流域の区分

図A2111-14　谷底型細流域における休耕田を活用し

た窒素浄化の試算事例

表 A2111-4　細流域からの窒素流出量の試算

表 A2111-5　休耕田活用による窒素浄化の試算



― �02 ―

と谷壁斜面の未整備休耕田とため池で浄化した

場合の年間浄化量を試算した（図 A2���-�6）。そ

の結果、全流域（2,292 ha）の年間窒素流出負

荷量 68,8�8kg に対して 35ha の未整備休耕田と

ため池で �0,282kg(�4.9％ )が浄化され、細流域

からの年平均流出窒素濃度が低下する状況（図

A2���-��）が示された。菱木川流域全体の年平均

流出窒素濃度は 6.0mg L-� から 5.� mg L-� に減少

すると見積もられた。ただし、この試算には整備

水田 42�ha における潅漑期の循環灌漑による浄化

は含まれていない。

エ　考　察

（ア）　台地と低地から構成される利根川中下流

域を対象に台地・低地の区分と斜面形態から谷津

の集水域単位を抽出する細流域区分法により細流

域区分データを作成し谷津田を活用した窒素浄化

の可能性がある地域を細流域区分を単位として明

らかにした。谷底型細流域の約 6割で窒素負荷が

大きく、その半数では浄化可能性も高いため適切

な流域管理を行うことで流域からの流出負荷を軽

減できる可能性が示されたものの、ほぼ同じ面積

の細流域では水田面積が少ないことから、より効

果的な浄化対策が必要とされる。

（イ）　菱木川流域の地形、土壌、土地利用と表

流水、湧水のモニタリング調査から、流域内に分

布する地下水の窒素濃度およびその流出後の濃度

変化の特徴について、地形と土地利用の連鎖との

関係を解析した。その結果、谷底や谷壁斜面に分

布する未整備の休耕田の多くが湧水の分布と良く

一致することから、休耕田を活用した台地からの湧

水の窒素浄化に効果的である可能性が示唆された。

休耕田への湛水により流出水の窒素濃度が減少す

ることも確認され、細流域単位に畑－休耕田の連

鎖系を利用する土地利用システムの構築により、

流域外への窒素負荷を軽減できることが示された。

（ウ）　涵養試験開始後、体積含水率が増加、地

下水は上昇を開始し、また粘土層に注水が観測さ

れず、さらに粘土層を通過する構造を有するタン

クモデルにより地下水位が再現されている。また、

涵養水中の NO3-N 濃度（�.68 mg L-�）は、鉛直浸

透後、帯水層への拡散により希釈されることを窒

素溶脱モデルにより明らかにした。以上の結果は、

常総粘土層は鉛直浸透の制限要因とはならず、マ

クロポアを介した短時間の鉛直浸透が存在するこ

とを示している。

（エ）　菱木川流域では休耕田への通年湛水

による浄化により、年間流出負荷量に対して約

�5％の浄化が見込まれることが試算された。し

かし、�9�0 年代には畑・樹園地の 5 割を越える

面積の水田がほぼ全て未整備田であったものが、

現在では水田圃場整備の進行と放棄田の増加に

より、通年の窒素浄化が可能である未整備休耕

田は畑・樹園地面積の約 4％にすぎない。今後も

減少する傾向にあると見込まれ、流域外への窒

素流出負荷を軽減するには残っている未整備休

耕田の保全や放棄田の復元、整備済みの休耕田

の活用など、早急な対策の必要性が、詳細流域

図A2111-15　原単位から試算した細流域の流出窒素

濃度

図A2111-16　谷津休耕田活用による浄化窒素量

図A2111-17　谷津休耕田の活用による浄化後の窒素

濃度
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の GIS 構築に基づく窒素浄化の試算から明らか

になった。

オ　今後の課題

窒素浄化が可能な土地利用システムの構築にお

いて、関東地域の台地の谷津集水域を単位する場

合について検討した。他の地域および、異なる地

形や土地利用の組み合わせについての検討を踏ま

え、土地の連鎖を活用した浄化システムを導入で

きる地域を明らかにすることが必要である。

また、浄化に活用する立地単位として休耕田を

取り上げたが、圃場整備の状況や放棄後の土壌、

植生の変化の影響など休耕田に湛水した場合の浄

化能について、土壌や気候、植生の条件との関係

を明らかにすることが浄化量の詳しい見積りに必

要であり、システムの導入に当たっての課題である。

カ　要　約

（ア）　流域圏の物質循環の評価に有効な空間単

位として、台地の谷津集水域で区分する細流域区

分とそれを構成する地形、土壌、土地利用の面的

要素と水利施設の線的要素を窒素浄化の観点から

類型化し、事例流域においてその分布を示す GIS

を構築した。

（イ）　谷津小集水域上端部において、不飽和帯

の鉛直浸透過程を明らかにするために、人工涵養

試験を実施し、中性子水分検層による体積含水率

変化の測定、地下水位及び水質の連続観測から、

地形・地層を考慮した三次元水理地質構造モデル

を作成した。

（ウ）　流域圏の環境計画の空間単位として細流

域区分を用い、それを構成する斜面形状と湧水分布、

休耕田の分布より、畑・樹園地等からの窒素面源負

荷の浄化が可能な連鎖系を抽出し、原単位に基づい

た窒素流出負荷量　の推定値から、谷津の谷底と谷

壁斜面の休耕田・放棄田を活用する土地利用システ

ムによる細流域の窒素浄化量を試算した。
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（２）　中山間傾斜地における水、土砂の移動、滞留

の制御モデルの開発

ア　研究目的

小流域内の傾斜農地（畑地）を起源とし農業用

排水路を経て中小河川に流出する土砂のうち、下

流域の中小河川への水環境へのインパクトが大き

い浮遊砂やwashloadを構成する微細土砂を対象に、

その移動や滞留の動態について解明する。また、

農地排水系内の土砂制御施設である沈砂池機能を

組み込んだ微細土砂流出制御モデルを、流域の水

循環を構成するサブシステムとして開発する。

イ　研究方法

（ア）畑地から排水路を経て農地小流域の流末

（沈砂池上流）に流出する浮遊砂の既存流出濃度

データを基に、中小自然河川への浮遊砂流出の実

態を分析する。

（イ）現地観測フィールドとして利根川流域赤

城西麓地区内の水田流域、畑地流域（以上流域

フィールド）および傾斜畑地排水路地区（農地

フィールド）を選定する。

（ウ）現地観測フィールドにおいて、畑地から

排水路を経て農地小流域の流末（沈砂池上流）に

流出する浮遊砂の流出濃度データを観測、分析

し、中小自然河川への微細土砂流出の実態を把握

する。

（エ）沈砂池による制御モデル開発のために濾

層実験水槽及び鉛直 2 次元実験水槽により、浮
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図A2112-4　木曽川流域の土地利用

遊砂の重力沈降と暗渠管上部砂層のフィルター

効果を検証するためのデータを収集する。浮遊

砂試料として粒径 0.0�5mm 以下のカオリナイト

を使用する。

（オ）　� 次元不定流と LQ 式をベースとし、現

地観測データと実験データを組み込んで排水路を

経て流出する畑地土壌（浮遊砂）の輸送・制御モ

デルを作成する。

ウ　研究結果

（ア）　既存データによる浮遊砂流出実態の把握

全国 8 地区の畑地土壌の粒度分布を整理した

（図 A2��2-�）。また、農地小流域の流末の浮遊

砂流出の既存現地観測結果１）の時系列的な浮遊

砂濃度データを流出量との関係で整理した（図

A2��2-2）。

（イ）　現地観測フィールドの特性

流域フィールドと農地フィールドを選定した。

各流域フィールドの土地利用等の概略を表 A2��2-�

に示す。同じく土地利用の分布を図 A2��2-3, 

A2��2-4 に示す。
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図A2112-1　短期流出時の比流量と浮遊砂量の比較
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図 A2112-2　流出量と浮遊砂量の関係（既存データ分析）

表A2112-1　室渕沢・木曽川流域の規模と土地利用

図A2112-3　室渕沢流域の土地利用
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図A2112-5　赤城西麓 (室渕沢･木曽川流域 )微細土

砂流出特性（2004.9.30, �0.5, �0.9）

図A2112-6　赤城西麓 (昭和工区 )微細土砂流出特

性（2004.9.30, �0.5,�0.9）
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（ウ）　現地観測データの分析

図 A2��2-5 は、流域フィールドの浮遊砂流出特

性を示したものである。また、図 A2��2-6 は、農

地フィールドの浮遊砂流出特性を示したものであ

る。さらに制御モデルの開発のために、排水路系

内の浸透性沈砂池に堆積している試料の粒度を分

析し整理した（図 A2��2-�)。

（エ）　2次元水槽を用いた浮遊砂の沈降実験

現地浸透性沈砂池における既存流出データよ

り、流入水と暗渠排水の SS 変動を整理した（図

A2��2-8）。実験時の浮遊砂分布の一例を写真

A2��2-� に示す。ここに CH� ～ 5 は、上流（流入

地点）から下流（表面排水地点）の間を等間隔

で取った SS 観測地点である。これらを基に、重

力沈降の促進および浸透性沈砂池の暗渠管上部

砂層のフィルター効果による浮遊砂（カオリナ

イト）の実験室内の除去率（β）のデータを収

集した。

図A2112-7　畑土と沈砂池堆砂土の粒径加積曲線
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図 A2112-8　2次元水槽実験での浮遊砂挙動

写真 A2112-1　浸透性沈砂池内の浮遊砂の挙動（2次元水槽実験）
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（オ）　沈砂池機能を組み込んだ浮遊砂の流出モ

デル

農地からの微細土砂の流出予測式は、マクロ的

には、Qs ＝ aQ2 を基本にし、河川へ流出する予

測値は、Qsout ＝ b・Q2
d ＋ g・aQ2

o（b：暗渠によ

る浮遊砂除去率、Qd：暗渠排水量、γ：表面流出

除去率、Qo：沈砂池越流流出量）を基本式とする。

なお、制御を行わない場合には、b ＝ 0、γ＝ �

となる。さらに、流路過程と中間の制御場をモデ

ル化する手法として排水路流モデルを組み立てた

（表 A2��2-2）。計算結果と観測結果との比較を図

A2��2-9 に示す。 

エ　考　察

（ア）　既存データによる浮遊砂流出実態の把握

図 A2��2-� より、浮遊砂の粒径範囲（芦田，

�985,d<0.� ～ 0.2mm）を基準とした場合、畑表土

の 30％～ 95％が浮遊砂として流路等へ土砂流出

する可能性がある。図 A2��2-2 より、河川内にお

ける浮遊砂の物質量 Qs は、Q2 にほぼ比例する流

送過程２）３）が農地排水系にも適用できることが

実証された。

（イ）　現地観測フィールドの特性

図 A2��2-5 より、木曽川流域の方が同一降雨に

対する SS 流出が小さい傾向が読み取れる。河川

については両流域とも急流河川であり平均傾斜に

大差はない。また、両流域とも土地利用の主体は

畑地・桑畑であるが、両者の違いとして、室渕沢

では水田の比率が小さく片品川との合流点付近に

若干存在する程度であるのに対し、木曽川河道沿

いの地形が水田として集中的に利用されている点

があげられる。流域の土地利用の違いは流域の貯

留機能の違いとして、流出特性や流況の変化とし

て現れることがわかっている４）５）。

（ウ）　現地観測データの分析

浮遊砂の流出量が水の流出量の 2乗に比例する

ことが明らかである。また、図 A2��2-� より、沈

砂池が微細土砂を捕捉し下流への流出を抑制する

効果が認められる。

（エ）　2次元水槽を用いた浮遊砂の沈降実験

図 A2��2-8 および写真 A2��2-� によれば、上流

から下流に向かって沈降過程を伴いながら徐々に

排水濃度を軽減していく過程とメカニズム６）を

図A2112-9　赤城西麓地区昭和工区内流出計算例
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読み取ることができる。これらは重力沈降と暗渠

管上部砂層のフィルター効果によるものと考えら

れる。この結果から得られるβの値は、沈砂池機

能を組み込んだ農地排水系の土砂制御モデルの中

で使用できる。

（オ）　沈砂池機能を組み込んだ浮遊砂の流出モ

デル

このモデルは試験フィールドにおける観測値を

ほぼ良好に説明している。

オ　今後の課題

本年度、現地畑地流域からの浮遊砂の流出デー

タを基に浮遊砂の沈降過程や再浮上（流出）のメ

カニズムを考慮した輸送モデルを作成できた。今

後は、現地の浮遊砂、流量データの観測精度を高

めることが課題である。また、畑地表面から排水

路に至る輸送機構や微細土粒子の沈降特性などの

より正確な評価がモデル精度を高めるための課題

である。

カ　要　約

利根川流域赤城西麓地区内の流域フィールドと

農地フィールドにおいて浮遊砂の現地観測を実施

し浮遊砂の流出特性を LQ 式によって説明できた。

また、浸透性沈砂池を想定した 2次元水槽実験に

より重力沈降と暗渠管上部砂層のフィルター効果

による浮遊砂除去率データを収集し、既存の流出

データからは流入水と暗渠排水の浮遊砂含有比率

を整理した。以上の結果を基に、農地からの浮遊

砂流出過程と沈砂池による流出抑制機構を組み込

んだ排水路流モデルを構築した。

キ　引用文献

�) 中達雄・島崎昌彦・樽屋啓之 (200�)．畑地圃場

から流出する微細土砂の制御工法．農土学会論文

集．(投稿中 )．

2) 中達雄(2002)．畑地の水工学的農地保全技術(そ

の 4)．畑地農業．�0-��．

3) 中達雄 (2002)．傾斜地農地の水理学的流出土砂

制御技術．農業技術．62-65．

4) 樽屋啓之 (2005)．日本の農業用ダムにおける堆

砂と濁水の実態．大ダム．�35-�42．

5) 樽屋啓之・原口暢朗・塩野隆弘ほか (200�)．流

域貯留量から見た利水ダム流域の特性に関する

データ分析．農村工学研究所技報．(投稿中 )．

6) 樽屋啓之・中達雄 (2004)．中山間畑地からの汚

濁水削減手法の開発．日韓共同セミナー講演集．

�3-�9．

研究担当者（樽屋啓之 *、中　達雄、田中良和、向

井章恵 )

（３)　恋瀬川流域における水・窒素動態統合モデル

の開発とシナリオ分析

ア　研究目的

森林や農地は、流域圏における水・物質循環の主

要な場の一つであることから、河川流量の安定化や

生態系の保全のためには、農林地流域の適切な管理

が必要である。そこで、本プロジェクトで得られた各

課題の研究成果を持ち寄り、森林から畑地、水田域、

河川を含めた水、物質循環・移動モデル（流域統合

モデル）を開発する。また、モデルの検証作業とし

て恋瀬川流域を対象に、検証データを収集し、現況

の再現を行う。さらに、水物質循環を基調とした流

域圏の環境管理に資するために、農村における様々

な管理状態を想定したシナリオ分析を行う。

イ　研究方法

（ア）　各研究課題の成果を持ち寄り、農林地流

域を対象とした流域統合モデルを開発する。

（イ）　恋瀬川流域を対象として、検証データを

収集し、モデルパラメータの調整を行う。

（ウ）　農村における様々な管理状態を想定した

シナリオ分析を行う。 

ウ　研究結果

（ア）　水・物質モデルの概要

農林地の特徴を踏まえた三次元分布型水・物質

モデルを開発した。モデルへの入力は、気象・地

形・水理地質などの自然環境条件や農業土地利用・

農業用水・営農管理などの農林業条件、さらに土

地利用などの社会人文環境であり、モデルを介し

て、流域内の任意地点の水文量、窒素濃度、流

出負荷量を計算する（図 A2��3-�）。本モデルは、

登坂ら (�996) により開発された三次元分布型流
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（ウ）　恋瀬川流域へのモデルの適用

茨城県恋瀬川流域 (A=23�km2) へのモデルの適

用を図るため、流域の基礎的データ（地形・地質・

気象・水文）を収集するとともに、検証データの

取得を目的として流域内で水文・水質調査を実施

した。得られた地形データを基に流域をモデル上、

鉛直方向に 22 層、南北方向に 3�3 分割、東西方

向に �50 分割の全部で約 �00 万グリッドに分割し

た。また、得られた地質データから三次元水理地

質構造モデルを構築した。

モデル計算値に実測値に適合するようパラメー

タフィッティングを行った結果、河川流量につい

ては日単位のハイドログラフを概ね再現する結果

図A2113-3　実計値と計算値の比較

域モデルに、新たに開発した畑地・水田・森林の

各サブモデルを組み込むことにより農林地流域に

おける水・物質循環の再現を行う（図 A2��3-2）。

モデルでは、施肥量の削減や畜産廃棄物処理の適

正化等、農林地における環境対策の効果発現の程

度や時期の違いを、土壌・地質・気象等の立地条

件や管理の違いを考慮しつつ、定量的に評価する

ことが可能である。

（イ）　農林地サブモデルの特徴

畑地サブモデルは、畑地への施肥窒素の吸着・

硝化・脱窒・溶脱・作物吸収等の窒素循環プロセ

スを再現する。また、土壌・施用有機物中窒素の

分解モデルにより、地力窒素や有機物施用の影響

を反映できる。さらに、ラングミュア型平衡吸着

式を組み込むことで、硝酸性窒素の溶脱における

遅延現象を再現する。

水田サブモデルでは、水田における水管理（湛水・

中干し・落水）を再現するとともに、Yoshinagaら

(2004) のモデルを基に水田湛水中における窒素の

形態変化のモデル化を行い、水田の窒素浄化機能

を再現する。また、農業水利システムは、恋瀬川

流域の用排システム（国営幹線による補給水、地

区揚水機場－パイプラインによる配水システム）

を再現する。

森林サブモデルでは、林分の樹冠遮断率の違い

による水移動速度の違いを再現するとともに、窒

素循環過程では、森林土壌の最上部である A層を

中心とした窒素循環や、尾根型・谷型・平地林型

の森林立地の違いによる窒素循環の違いを再現す

る。

図A2113-1　モデルの概要 図A2113-2　モデルの構成
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が得られた（図 A2��3-3）。一方、河川水質の比

較では、非灌漑期から灌漑期にかけて (2006 年 3

月～ 8月末 )の全窒素の濃度変化は、概ね再現し

ているものの、8 月末以降の再現性など一部に課

題が残った。

エ　考　察

モデルを用いて、恋瀬川流域における①施肥の

影響と減肥の効果、②農業用水の水質、③畜産廃

棄物の投棄に対する地下水および河川への影響に

ついて試算を行った。

ここでは、①のケースについて浅層地下水の窒

素濃度の長期シミュレーション結果を記す（図

A2��3-4）。計算にあたっては「現況」を畑作物

の施肥量を 20kgN/�0a、施肥効率を 50％に設定し

た。流域に窒素負荷がまったくない状態から試算

を開始し 40 年間の試算を行った。初期の負荷が

ない状態から計算を進めると、時間の進行ととも

に浅層地下水中の窒素濃度が上昇する。濃度上昇

は地下水位が浅い上流側でより早くみられ、台地

と低地の比高が大きく地下水位が低い下流側台地

においてより遅れて濃度上昇が見られた。浅層地

図A2113-4　浅層地下水中の窒素濃度の試算

下水の濃度だけをみるとおよそ 20 年でほぼ平衡

に達しており、その後は大きな濃度変化は見られ

なかった。

そこで、「現況」の 20 年後の結果を初期値と

して、「減肥シナリオ」として施肥効率 80％と

�00％に変化させた場合について試算を行った。

施肥効率を 80％に改善することにより窒素濃

度が徐々に改善に向かうことが確認された。図

A2��3-5 は、施肥効率が 50％（現況）と 80％（減

肥）の場合での畑および果樹園の浅層地下水中の

窒素濃度毎の面積割合である。

図A2113-5　地下水の水質別の畑地・果樹園の面積

割合
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これによると施肥効率の改善により、畑地およ

び果樹園の窒素濃度の最頻値が 25-30mgN/L から

�0-�5mgN/L まで低下する試算結果が得られた。

以上のように本モデルにより流域規模の詳細な

将来予測が可能である。特に、行政上は、①富栄

養化が問題となる閉鎖性水域への流入負荷の長期

変化、②硝酸態窒素汚染が深刻な台地の地下水改

善予測、等において活用が期待される。さらに、

結果をビジュアルに示すことができることから、

③農業環境施策における農家や農業団体、地方公

共団体関係者等を対象とした啓蒙活動への利用も

期待されよう。

オ　今後の課題

今回、開発した水・物質モデルは、流域規模を

対象に日単位で水文・窒素量を追跡する非定常モ

デルであるため、計算に必要な入力データが多大

で、また、計算負荷も非常に大きい。さらに、必

要なデータには、地下の水理地質構造など、容易

に得ることができない情報も少なくない。そのた

め、計算に要する境界条件等の情報をどの範囲ま

で（特に深さ方向）、どれくらいの精度で整える

必要があるのか、検討が必要である。

また、地盤中の水移動はマトリックス流を想定

しているため、ダルシー式の適用条件を超える著

しい選択流や水みち流れの発生を伴う現場条件へ

の適用には課題が残る。

さらに、本モデルのように窒素循環を反応速度

論的に取り扱う場合、例えば水田や湿地などにお

ける脱窒反応に関する知見は集積しつつあるが、

沖積層を含む深層土壌・地質圏における脱窒速度

など、未知のモデルパラメータや反応機構も多く

残されている。

　

カ　要　約

農林地の物質循環の特徴を踏まえた三次元分

布型水・物質モデルを開発した。地下水や長期

の試算等、一部の検証性について課題が残るも

のの、本モデルにより流域を対象に非定常現象

を考慮した農業環境対策の効果算定と評価が可

能になった。これは、①富栄養化が問題となる

閉鎖性水域への流入負荷の長期変化、②硝酸態

窒素汚染が深刻な台地の地下水改善予測等を含

めて流域規模の農林業環境対策の効果予測等へ

の活用が期待される。
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２　栄養塩類等の循環・移動モデルの開発

（１）　土壌特性・土層構成に基づく硝酸性窒素の浸

透流出時間の予測

（平成 16 年度までは「栄養塩類排出地域の特性抽

出と面的分級手法開発による栄養塩類排出変動予

測」として実施。）　

ア　研究目的

農耕地からの栄養塩類の排出が湖沼の富栄養化

や飲料水源の水質劣化の一因とされている。本課

題では、硝酸性窒素の地下水への排出に関わる要

因を土壌特性と土層層序、地下水面までの深さな

どの土壌・地形的特性および気象特性および栄養

塩類の表面収支の面から抽出する。その結果をも

とに、土壌特性・土層構成に基づいて、対象流域

における硝酸性窒素の地下水への浸透流出時間の

面的予測を行う。

イ　研究方法

（ア）　深層土壌調査に基づく硝酸性窒素の浸透

流出時間に関わる要因の解明

栃木県思川流域の地目・地形・土壌特性の異な

る 8 地点で深さ 5m までの深層土壌調査を行い、

断面形態記載後、かさ密度、体積含水率および �:5

水抽出性 NO3
- 含量の分布を測定した。また、一

部の地点については 0.0� M NaOH ( 土壌溶液比 = 

�:�00) 抽出性の吸着態陰イオン含量の分布を測

定するとともに、0.005 M CaCl2 溶液 (同 �:2.5)

を用いて陰イオン吸着能を測定した。吸着実験で

は一価陰イオンの吸着がLangmuirの式に従う�, 2)

ものとし、平衡溶液濃度と吸着量から最大吸着量

Qmax を深さ別に求めた。

つぎに、これらの調査結果に基づいて、思川流

域の代表的地形面・土層構成について NO3
- の浸

透流出時間を予測した。土壌表面に存在した水お

よび NO3
- が土層内の任意の深さ z'(m) に達するの

に要する正味の浸入水量 I(m) を、土層内の体積

含水率θ(m3 m-3) および陰イオン吸着による遅延

係数 R の分布から次式

　　　　　　　　　　[�]

により求めた。深さ z' への NO3
- の到達時間 t'(y)

は I を年間の正味浸入水量 ( 9�0mm y-�) で除し

て求め、NO3
- が流出面 ( 地下水面または礫層 ) の

深さ zp(m) に達する時間を浸透流出時間 tp(y) と

した。tp の推定にあたって、θには実測値を用い、

R には代表的な土層ごとに得られた平均値を用

いた。

（イ）　流域レベルでの栄養塩類の表面収支と環

境負荷ポテンシャルの算出

栃木県思川流域を対象として、農地からの環

境負荷ポテンシャルを算出するために、各種農

業統計を用いて流域内の各市町村における作物

の栽培面積、家畜飼養頭羽数、家畜糞尿発生量、

水田・畑地・樹園地での堆厩肥や稲藁等の有機

物の施用量および作物別化学肥料施用量を求め

た。また、灌漑水と窒素固定による農地への窒

素の流入、作物吸収および脱窒量を求め、地目

別窒素・リン収支を求めた。窒素・リンの表面

収支の算出にあたり、化学肥料施用量は農水省

統計情報部農家アンケート調査、同農産園芸局

稲作関係資料および土壌管理実態アンケート調

査から求めた。作物の作付状況と家畜飼養頭羽

数は、農林水産研究計算サーバーの共通基礎(数

値 ) データベースから �99� 年度の統計値を求

めた。

（ウ）　利根川流域を対象とした水および硝酸性

窒素の地下水流出時間の面的予測

利根川流域内の農耕地 (水田を除く )を対象と

して、土層構成・地下水面の深さ等に関する資料・

文献データをもとに、NO3
- の地下水への浸透流出

時間の面的予測を行った。

関東ローム研究グループ 3) によって土層構成

が報告されている流域内の農地 2�3 地点につい

て、位置情報を読み取り GIS データ化した。ま

た、国土交通省全国地下水資料台帳から地下水位

観測地点 3,269 地点を選び出し、浅層地下水位を

内挿補間した。半径 2km 以内に地下水位観測地点

がない地域については内挿を行わず、浸透流出時

間の予測地点からは除外した。年間の正味の浸入

水量は、気象庁気象統計情報に報告された利根川

水系内 44 地点の観測所における年降水量および

月別気温の平年値をもとに、利根川水系全域に対

して降水量および可能蒸発散量を内挿補間して求

めた。気象観測地点における年間可能蒸発散量は
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月別気温平年値から Thornthwaite 法により求め、

内挿した降水量から可能蒸発散量を差し引いて浸

透流出時間予測地点 (2�3 地点 ) における正味の

浸入水量とした。

浸透流出時間予測地点における体積含水率の

土層内分布は、実測データがきわめて乏しいた

め、水分移動解析ソフトウェア HYDRUS-�D4) を用

いた数値解析により推定した。利根川流域内の

台地に分布する土層を �4 種類に類型化し、それ

ぞれの土層の“代表的な”水分保持曲線に van 

Genuchten の式 5) を適用し、水分保持・不飽和透

水パラメータの値を求めた。土層構成が既知の浸

透流出時間予測地点について、推定した各土層

の水分保持・不飽和透水特性から、年間の正味浸

入水量に相当する水が定常浸透するとした時の土

層内体積含水率分布を HYDRUS-�D を使って推定し

た。陰イオン吸着による NO3
- 移動の遅延につい

ては、小財・加藤 6) に従って、Langmuir の式に

現れる NO3
- の最大吸着量 Qmax (molc kg

-�) が吸着

態 SO4
2- 含量に比例すると仮定し、文献に報告さ

れた各類型土層の吸着態 SO4
2- 含量 �, 8) の平均値

および思川流域における深層土壌調査の結果か

ら、Qmax の値を土層ごとに求めた。吸着による遅

延係数 R は次式

　　　　　　　[2]

により求めた。ただし、ρは土層のかさ密度 (kg 

m-3)、K は経験的な定数 ( ここでは土層類型によ

らず 0.025 m3 molc
-� と仮定 )、C は液相中濃度

(molc m
-3)。

こうして推定した体積含水率θおよび遅延係

数 R の土層内分布 ( 水では R＝ �) から、土壌表

面に存在した水および NO3
- が土層内の任意の深

さ z'(m) に達するのに要する正味の浸入水量 I(m)
を式 [�] を使って推定し、浸透流出時間予測地

点における年間の正味浸入水量 ( 内挿値 ) で除

して到達時間 t'(y) を求めた。各地点における浅

層地下水面の推定深さ zp(m) への水および NO3
- の

到達時間を浸透流出時間 ( 地下水到達時間 ) と

した。得られた水および NO3
- の地下水到達時間

は内挿補間し、利根川流域内での面的分布を求

めた。

ウ　研究結果および考察

（ア）　深層土壌調査に基づく硝酸性窒素の浸透

流出時間に関わる要因の解明

思川流域には山地斜面、崩積斜面、河岸段丘

面および低位段丘面が分布する。これらの地形

面の土層構成は、鹿沼軽石層と礫層の有無によ

り類別される。図 A2�2�-� には流域内の深層土

壌調査地点における体積含水率、水抽出性 NO3
-

含量、0.0� M NaOH 抽出性 SO4
2- 含量および陰イ

オン吸着能 ( 最大吸着量 Qmax) の鉛直分布を示し

た。山地斜面にあり、深さ 0.5 ～ 2.3m に今市軽

石層の存在する地点 3 では体積含水率、陰イオ

ン吸着能とも大きく、NO3
- の吸着による遅延係数

R の大きさは、陰イオン吸着能が最大となる深

さ �5 ～ �25cm で �.9 ～ 2.0 程度 ( 水移動に対す

る NO3
- の相対速度 0.5) と見積もられた。また、

Qmax の値は 0.0� M NaOH 抽出性の吸着態 SO4
2- 含

量の高い層で明らかに大きい傾向が見られた。

一方、保水性の小さい礫混じりの粗粒質の層が

主体の地点 4 では、体積含水率が低く、陰イオ

ン吸着能もほとんど見られなかったことから、

NO3
- の移動速度は地点 3 に比べて大きいと推定

された。

調査地点では深さ 5m までに地下水面が存在し

ない場合があり、また、礫層が存在する場合、大雨

時には傾斜面の礫層に相当する深さからの水の

流出がみられることから、NO3
- の浸透流出時間の

予測にあたっては、深さ 5m、地下水面および礫層

の出現深さのうち最も浅いものを流出面とした。

鹿沼軽石層・今市軽石層およびローム層は体積

含水率が比較的高く、NO3
- に対する遅延係数も大

きかった (R= �.3 ～ 2.4)。これに対し、礫層の出

現する崩積斜面および斜面付近の河岸段丘面で

は軽石層は見られず、表層から礫層に至るまで、

体積含水率・遅延係数ともに小さい砂礫混じり

の層が存在した。推定した NO3
- の浸透流出時間

は地形面・土層構成による違いが大きく、鹿沼

軽石層が分布する地点では 5.9 ～ 6.4 年であっ

たのに対し、礫層の出現する地点では �.0 ～ �.6

年と短かった。

このように、思川流域の台地における NO3
- の

浸透流出時間に支配的な影響を与える要因は、出

現土層の体積含水率と陰イオン吸着能および流出



― ��3 ―

面の深さであり、鹿沼軽石層および礫層を鍵の層

としてその分布範囲と土層内での出現深さを推定

することにより、NO3
- の浸透流出特性を面的に分

級できると結論された。

（イ）　流域レベルでの栄養塩類の表面収支と環

境負荷ポテンシャルの算出

栃木県思川流域における地目別の窒素・リン収

支を表 A2�2�-� に示した。流域内の各市町村では

水田が 64-84％を占め、家畜糞尿の発生量は一地

域を除いて �30 kgN ha-� 以下であった。飼料畑

や果樹園で窒素・リンの養分過剰が生じている

が、思川流域でこれらの地目の面積が占める割合

は小さい。また、水田が農地の多くを占めるため、

流域全体の窒素収支は全国平均より低い値となっ

た。リン酸収支は全国平均より高い値を示したが、

これは畑地で多量のリン酸が施用されることによ

る。これらの値は農地からの窒素・リンの負荷ポ

テンシャルを示すものであり、負荷の面的分級の

基礎として利用できる。

（ウ）　利根川流域を対象とした硝酸性窒素の地

下水流出時間の面的予測

利根川流域内の農耕地における NO3
- の地下水

到達時間の予測値は、約 0.4 年から 3� 年までの

範囲にあり、地点による大きな違いがみられた。

図 A2�2�-2 には、今市扇状地 (栃木県今市市 )お

よび下総台地上 (千葉県香取郡東庄町 )の地点に

図 A2121-1　栃木県思川流域内の地点における体積含水率、水抽出性硝酸イオン含量、0.0� M NaOH 抽出性

硫酸イオン含量および陰イオン吸着能（最大吸着量 Qmax）の鉛直分布
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表 A2121-1　栃木県思川流域における地目別の窒

素・リン収支

ついて推定した、体積含水率と遅延係数の土層内

分布ならびに水および NO3
- の深さ別到達時間を

示した。今市扇状地内の地点��3には体積含水率、

陰イオン吸着能ともに大きい軽石層とローム層が

厚く堆積している ( 年間の正味浸入水量は �,�53 

mm y-�)。深さ約 �.6 m にあると推定される浅層

地下水面への到達時間は水で約 4 年、NO3
- で約 6

～ � 年と推定された。これに対し、下総台地上の

地点 29� には、陰イオン吸着能を持たず、体積含

水率も小さい砂層が厚く堆積しており、地点 ��3

に比べて地下水位が低く ( 深さ �0.4 m)、正味の

浸入水量が小さい (�96 mm y-�) にもかかわらず、

NO3
- の地下水到達時間は約 5 ～ 6 年と短いと推定

された。
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図 A2121-2　土層構成、浅層地下水位および正味の浸入水量をもとに推定した体積含水率と

遅延係数の土層内分布ならびに水および硝酸イオンの深さ別到達時間
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図 A2�2�-3 は利根川流域内の農耕地 (水田を除

く )における水の地下水到達時間の面的分布を示

したものである。利根川下流域の常総粘土層が分

布する地域では、HYDRUS-�D を用いた解析では年

間の正味浸入水量すべてを定常浸透させることが

できなかった。これは、常総粘土層が難透水性(飽

和透水係数  �0-8 cm s-�) であることによるもの

で、これらの地域で降雨時等に浅層地下水の水平

方向の移動・流出がみられることと符合する。こ

れらの地域では、常総粘土層への到達時間をもっ

て地下水到達時間とした。浸透流出時間予測地点

における水の地下水到達時間は、約 0.4 ～ 25 年

の範囲にあった。

図 A2�2�-3 には同じく NO3
- の地下水到達時間

の面的分布を示した。地下水到達時間に支配的な

影響を与える要因は地域により異なり、(i) 群馬

県内および鬼怒川中流域では正味浸入水量が比較

的小さく ( 400 ～ 550 mm y-�)、体積含水率お

よび遅延係数の大きい土層が厚く堆積している

ために地下水到達時間が長い、(ii) 栃木県西部

山岳辺縁域では正味浸入水量が比較的大きく (

800 ～ �200 mm y-�)、地下水位が高いために地下

水到達時間が短い、などの傾向が認められた。ま

た、難透水性の常総粘土層分布域では NO3
- の地

下水到達時間も短かった。

以上のように、利根川流域内の農耕地を対象と

して予測した NO3
- の浸透流出時間は、地下水面

の深さや正味の浸入水量、体積含水率・吸着によ

る遅延係数の大きい土層の厚さの違いを反映し、

地点による差が大きかった。このことは、土壌・

施肥管理の変化の影響が浅層地下水水質の変化と

なって現れるのに要する時間にも同じ程度の地点

間差があることを意味する。環境保全的な農法の

地下水水質に対する効果を評価するには、これら

図A2121-3　利根川流域内の農耕地（水田を除く）における水の地下水到達時間の面的分布
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の点を考慮することが必要である。

エ　今後の課題

浅層地下水に達した硝酸性窒素の一部は、地

下水流動過程において脱窒による除去を受ける

と推定される。脱窒による硝酸性窒素除去機能

を集水域レベルで評価する方法を開発する必要

がある。

オ　要　約

栃木県思川流域の代表的な地形面について深

層土壌調査と NO3
- の浸透流出時間の推定を行い、

浸透流出時間に支配的な影響を与える要因は、

体積含水率・陰イオン吸着能ともに大きな軽石

層およびローム層の厚さおよび礫層の有無と出

現深さであることを明らかにした。また、同流

域では畑地で多量のリン酸が施用されるために

リン酸収支が全国平均より高いことを明らかに

した。次に、利根川流域内の農耕地を対象とし

て、土層構成・地下水面の深さ等に関する資料・

文献データをもとに、GIS による内挿補間と水分

移動予測ソフトウェアによる解析を組み合わせ

て、NO3
- の地下水への浸透流出時間の面的予測

を行った。浸透流出時間には、地下水面の深さ

や正味の浸入水量、体積含水率・遅延係数の大

きい土層の厚さのほか、難透水性の常総粘土層

の出現などの要因が支配的な影響を与え、予測

された NO3
- の地下水到達時間は約 0.4 年から 3�

年までの広い範囲にあった。このように、土壌・

施肥管理の変化の影響が浅層地下水水質の変化

となって現れるのに要する時間には大きな地点

間差があると予想され、環境保全的農法の地下

水水質に対する効果を評価するうえで考慮する

ことが必要である。

図A2121-4　利根川流域内の農耕地（水田を除く）における硝酸イオンの地下水到達時間の面的分布



― ��� ―

カ　引用文献

�) Katou, H., Clothier, B. E., and Green,

S. R. (�996). Anion transport involving

competitive adsorption during transient

water flow in an Andisol. Soil Sci. Soc. Am.

J. 60:�368-�3�5.

2) Katou, H., Uchimura, K., and Clothier, B.

E. (200�). An unsaturated transient flow

method for determining solute adsorption by

variable-charge soils. Soil Sci. Soc. Am. J.

65:283-290.

3) 関東ローム研究グループ (�965). 関東ローム－

その起原と性状 . 築地書館 . �-3�8, 別冊柱状図

集および附図 II.

4) Simunek, J., van Genuchten, M. Th, and 

Sejna, M. (2005). The HYDRUS-�D software 

package for simulating the movement of 

water, heat, and multiple solutes in 

variably saturated media, Ver. 3.0. 

Department of Environmental Sciences, 

University of California Riverside.

5) van Genuchten, M. Th. (�980). A closed-

form equation for predicting the hydraulic 

conductivity of unsaturated soils. Soil Sci. 

Soc. Am. J. 44: 892-898.

6) 小財　伸・加藤英孝 (�994). 吸着性陰イオンを

用いた黒ボク畑圃場への正味の浸入水量の推定 . 

九州農業研究 . 56:58.

�) 亀和田國彦 (�994). 畑地における土壌中陰イオ

ン含量 (Cl-, NO3
-, SO4

2-) の垂直分布 . 土肥誌 .

65:255-265.

8) 麓　多門・岩間秀矩・天野洋司 (�996). 林地黒

ボク土の硫酸イオン含量と土壌特性、硫酸イオン

吸着能との関係 . 6�:648-654.

研究担当者（加藤英孝 *、中野恵子、三島慎一郎、

神田健一）

（２)　陸水・土壌物質負荷のかく乱が河口・干潟浅海

域の環境変動に及ぼす影響の解明とモデル化 

ア　研究目的

水域の環境は、河川負荷物質（淡水・栄養塩・

懸濁物・土壌物質等）の流入に直接影響を受け

て大きく変動している。しかしながら従来の研

究の多くは、河川の年間淡水流入量や、全リン・

全窒素負荷量等のような総量負荷との関連のみ

を扱ったものが大部分である。実際の沿岸生態

系は渇水時・洪水時等の流量変動や負荷栄養塩

の形態別組成の変動によってストレスを受け短

期的に大きく変動する（ダムの影響、水田の水

落し、集中豪雨、異常渇水等）。本課題では、安

定的漁業生産と浅海域の水質保全管理に資する

ため、河川負荷変動が水域環境に及ぼす影響と

これが有用生物生産へ及ぼす影響の短期的・中

期的動態を解明し、河川負荷変動モデルを構築

する。さらに、淡水魚類資源・アサリ・ノリな

どの生産の変動要因解析を行い、沿岸域管理モ

デルを開発することを目的とする。

イ　研究方法

日本でも有数のアサリ・ノリ漁場を持ち愛知県

水産試験場と中央水産研究所によって 2000 年 6

月よりモニタリング調査が行われている矢作川水

系および知多湾を対象とした（図 A2�22-�）。

（ア）　河川負荷変動および沿岸環境変動の実態

解明

河川負荷変動の実態把握を目的とし、矢作川米

津橋近傍の国土交通省豊橋河川事務所流量水質観

測施設（河口より �2 km 上流）および矢作川最下

流のダム湖である明治用水頭首工（河口より 34 

km 上流）において、月１～２回の採水調査なら

びにメモリー式クロロフィル・濁度計（COMPACT-

CLW、アレック電子製）を水面下 �m に設置し �0 分

間隔で濁度の連続観測を実施した。採水試料につ

いては、溶存態の珪素、植物プランクトン組成、

懸濁態・溶存態の窒素、リンの分析を行った。懸

濁態窒素（PN）、リン（PP）の負荷量は、時間流

量と PN、 PP の関係から各時刻の PN、 PP 濃度を推

定し、これに SS 負荷量を乗じることによって算

定した。また、全溶存態窒素（DTN）、リン（DTP）

の負荷量については、採水による実測値を線形補

間して毎日の値を推定し、日流量を乗じることに

よって算定した。

矢作川が流入する知多湾において、月一回小潮

時に水温、塩分、栄養塩濃度、サイズ別クロロフィ



― ��8 ―

ル濃度、植物プランクトン組成の調査を行い、そ

の季節変動特性と河川負荷の変動との関連につい

て検討した。また、内湾域における水質の短時間

スケールでの変動実態を把握するため、愛知県水

産試験場所有のブイにメモリー式クロロフィル計

を設置し、クロロフィル濃度の連続観測を実施し

た。さらに、外海性砂浜の新潟県沿岸域、利根川

河口域との比較のため、知多湾内の 20 定点にお

いて、炭素安定同位体比を用いて閉鎖性内湾域に

おける陸起源物質の影響範囲を把握するための採

泥調査を実施した。

（イ）　3次元生態系モデルの開発

知多湾の物理モデルとして、σ座標系（海底

地形追随型）の 3 次元プリミティブモデル POM

に潮流モデル（Matsumoto et al. 2000）を導

入して知多湾に適用した。知多湾の空間解像度

を水平 500m × 500m、鉛直 20 層、時間積分幅を

30s とし、壁面境界条件は伊勢湾と渥美湾を含

む水平解像度 �.5km × �.5km の大領域モデルか

らネスティングで与え、外洋（伊勢湾外）との

境界条件としてデータ同化を利用した渦解像大

循環モデル（Komatsu et al. 2004）の推定値を

与えた。河川からの淡水流束は、知多湾に対し

て矢作川、伊勢湾に対して木曽三川、渥美湾に

対して豊川からの河川流量（国土交通省）を与

え、大気からの駆動力は気象庁 GPV から推定し

た風応力、熱・塩分流束を与えた。知多湾の生

物モデルとして、干潟生態系生物モデル（Baretta 

and Ruardij �988）を改編し、コンパートメン

トは植物プランクトン 2 種）珪藻主体の大型と

鞭毛藻主体の小型）、デトリタス、DO、PO4-P、

POP、DON、NH4-N、NO3-N、PON、Si (OH)4、PSi

で構成した。これを上記の物理モデルと結合し

て 3 次元化し、壁面境界条件は物理モデル同様

にネスティングで与え、陸域からの栄養塩類負

荷として、上記河川からの負荷に加えて、知多

湾に対して境川、衣浦西、衣浦東、矢作川の各

浄化センター ( 愛知県 )、渥美湾に対して豊川

浄化センター ( 愛知県 ) からの下水流入負荷を

与えた（図 A2�22-2、3）。さらに開発したモデ

ルを用いて、河川負荷が沿岸海域の有用生物生

産・水質環境変動に及ぼす影響の解析を行い、

海側から見た河川負荷の管理シナリオについて

検討した。

ウ　研究結果

（ア）　河川負荷の変動実態

愛知県矢作川における河川負荷の年々変動なら

びに大規模出水時の集中的負荷の実態とともに、

時間流量と SS 負荷量、PN、PP 濃度、DTN、DTP、 

DSi 負荷量の関係を明らかにし、L-Q 式を作成し

た（表 2�22-�、2 および図 A2�22-4、5）。各年の

負荷量についてみると、窒素は溶存態で負荷され

る割合が 59 ～ 88 ％と高く、いずれの年も半分

 ´54 º731 ´54 º631 137º 30´ 137º 15´  ´00 º831 ´00 º731

 ´54 º731 ´54 º631 137º 30´ 137º 15´  ´00 º831 ´00 º731

35º 30´ 

35º 15´ 

35º 00´ 

34º 45´ 

34º 30´ 

35º 30´ 

35º 15´ 

35º 00´ 

34º 45´ 

34º 30´ 

Mikawa Bay 

Sasado Dam 
Yahagi-daini Dam 

Yahagi Dam 

Douzuki Dam
Azuri Dam

Koshido Dam 

図 A2122-1　研究対象領域。（左）矢作川流域および（右）知多湾における調査点。矢作川の幹線流路延長

は ���km、流域面積は �830km2 で、三河湾の西半分の知多湾の全集水面積の 96％にあたる。



― ��9 ―

以上を占めていたのに対し、リン負荷は逆に懸濁

態の割合が高く、最も少ない年でも 45 ％、最大

で �8 ％を占めた。また、2000 年 9 月の東海豪雨

時および 2003 年 8 月の出水後 � 週間でのリンの

負荷量は、それぞれ年間の 65 ％、3�％を占め、

リンについては出水時の集中的な負荷が重要であ

ることが明らかとなった。また、各年の負荷の

全溶存態窒素：全溶存態リン比は原子比で 29.5

～ 4�.� であったが、懸濁態を加えた全窒素：全

リン比でみると �0.9 ～ 23.8 と大幅に低下し、SS

負荷量の増加に伴って小さくなる傾向がみとめら

れた。このように、出水時に発生する懸濁態を主

体とした集中的なリン負荷は、質的にも量的にも

沿岸海域への物質輸送に大きな影響を与えている

ことが明らかとなった。また、４年間での流量変

動幅 2.6 倍に対し、窒素（T-N）は 2.5 倍と流量

比と同程度であるが、SS とリン（T-P）はそれぞ

れ �3 倍、５倍と流量比よりも著しく大きな変動

幅を示すことが明らかになった。また、大規模出

水時における集中的負荷がきわめて大きいことが

明らかとなった。

（イ）　河川負荷の DSi:DIN 比と知多湾における

植物プランクトンの変動特性

矢作川のシリカ欠損について検討した結果、

DSi:DIN 比からみれば時期によってはシリカ欠損

が進んでいる可能性が示された。特に、低流量

時および大規模出水時に河川負荷の DSi:DIN 比

が低下する傾向がみられ、観測期間の平均で 2.3

と低い値を示した（図 A2�22-6）。また、上流域

のダム湖における珪藻類の消長と水温・流量と

の関係を明らかにし（図 A2�22-�）、低流量時の

河川負荷 DSi:DIN 比の低下原因として、ダム湖

が連鎖する上流域での珪藻の増殖による珪酸塩

の消費（図 A2�22-8）と下流で高濃度の窒素負

図 A2122-2　３次元生態系モデルの構成 図 A2122-3　生態系モデルの概念図

図 A2122-4　矢作川から知多湾への窒素・リン負荷量。年間負荷量（a ～ d）お

よび大規模出水後１週間 (e、f）の負荷量。ただし、a ～ f の記号は

表 2�22-� の記号に対応。
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図A2122-5　矢作川米津橋における（上段左）：SS 負荷量と時間流量の関係、（上段右）PN、

PP 濃度と時間流量の関係、（下段左）：DTN、DTP、DSi 負荷量と時間流量の関係
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表A2122-1　各年および大規模出水時（2000 年 9 月 �2 ～ �8 日、2003 年 8 月 9 ～ �5 日）

における矢作川から知多湾への淡水、SS、窒素、リンの負荷量。

Periods DTN:DTP PN: PP T-N: T-P
a 8 June 2000 − 7 June 2001
b 8 June 2001 − 7 June 2002
c 8 June 2002 − 7 June 2003
d 8 June 2003 − 7 June 2004
e 12 − 18 Sep. 2000
f 9 − 15 Aug. 2003

4 year mean

表A2122-2　各年および大規模出水時（2000 年 9 月 �2 ～ �8 日、2003 年 8 月 9

～ �5 日）における矢作川からの負荷の DTN：DTP 比、PN：PP 比およ

び T-N：T-P 比（原子比）。
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図A2122-6　（上）矢作川米津橋における日平均流量。（下）矢作川米津橋および明治

用水頭首工における DSi：DIN 比の変動
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図A2122-7　矢作ダムの回転率とモニタリン

グ定点明治用水頭首工）における

珪藻細胞数の関係
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図A2122-8　明治用水頭首工における珪藻

細胞数と DSi/DIN 比の関係（2002

年 6 月～ 2003 年 6 月）

荷（図 A2�22-9）が加わることが強く影響して

いることが明らかとなった。知多湾は栄養塩の

存在比からみれば、ほぼ一年中 DSi が相対的に

不足する（シリカ欠損）状態になっていること

が明らかとなった。特に、河川負荷の DSi:DIN

比が低下する期間において珪藻類を主体とした

>�0 μ m の植物プランクトンが増殖する際にはし

ばしば DSi が枯渇し、その後、非珪藻類主体と

考えられる �0 μ m 以下の小型の植物プランクト

ンの増加にともなってシリカ欠損状況が解消す

る状況が見られた（図 A2�22-�0）。また、知多

湾内での連続観測機器を用いた調査により、従

来の月 � 回の観測では捉えきれなかったクロロ

フィルの数日、数時間程度の短い時間スケール

の変動実態を明らかにした（図 A2�22-��）。さ

らに、炭素安定同位体比δ �3C を用いて知多湾

内における陸域起源物質の影響範囲を把握する

とともに、知多湾内の底泥に蓄積されている有

機態窒素（Org-N）、還元溶出性の循環可能なリ

ン（CDB-P）の量との関係を明らかにした（図

A2�22-�2、�3）。陸域起源物質の影響が弱くなる

（炭素安定同位体比が大きくなる）ほど、有機態

窒素および CDB-P（主に河川起源の海域で循環可

能なリン）の含有量が小さくなっていた。

（ウ）　沿岸域管理モデルの開発と河川負荷管理

シナリオの検討

知多湾を対象とした栄養塩・クロロフィル・

溶存酸素濃度の変動が再現可能な 3 次元生態系

モデルを開発した。物理場では � ヶ月先の予測

で水温、塩分の誤差がそれぞれ 0.8℃、0.5PSU
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図 A2122-10　(a) 知多湾における全 �定点のうち栄養塩の存在比からシリカ欠損と判断さ

れた測点の数（だたし、■：DSi<5μM,■：DSi<5 μM）。(b) 知多湾における

サイズ別のCholorophyll-a 濃度（全 �定点の0～4mの平均）。

図 A2122-11　愛知県水産試験場２号ブイ（表層2m）におけるクロロフィル蛍光、

水温および豊田市における降水量（2006年 5月～�2月）
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図A2122-9　（右）矢作川における上流域と下流域の負荷量（2002 年 6 月～ 2003 年 6 月）．Q：流量，

DSi：溶存態ケイ素，DTN：溶存態窒素，DTP：溶存態リン．（左）矢作川流域および負荷算定領域．
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以内に収まる高精度のモデル再現性を実現した

（図 A2�22-�4、�5）。また、開発したモデルおよ

び矢作川の L-Q 式を用いて、湾内環境改善のた

めの方策として平水時の河川流量の確保と窒素

負荷の削減という 2 つの条件で数値実験を行い、

貧酸素水塊ならびに赤潮の規模を指標として改

善効果を調べるとともに、知多湾の主要な漁業

対象であるアサリ及びノリに対する影響につい

て検討を行った。夏季に矢作川の流量が低水準

であった 200� 年について、矢作川の最低流量

を 20m3/s に設定して計算を行ったところ、貧酸

素水塊の発生が深刻な湾奥西部海域底層におい

てアサリの生息に悪影響を及ぼさない DO 濃度の

基準（＝ 3mg/l）を上回った（図 A2�22-�6）。ま

た、冬季に矢作川の流量が低水準であった 2002

年について、矢作川の最低流量を �0m3/s に設定

して計算を行ったところ、ノリの色落ち被害が

深刻な湾奥東部表層においてノリの安定生産に

必要な条件（DIN= �00μg/l）を上回った（図

A2�22-��）。

エ　考　察

モデルを用いた数値実験から、河川流量の制御

により内湾環境を改善し、貧酸素水塊や赤潮の

規模の縮小を通じてアサリ・ノリ等の水産物の

安定的生産に寄与できる可能性が示された。流量

の制御のみで夏季の貧酸素水塊を改善するために

は、最低流量を 20m3/s 確保する必要があること

が示されたが、河川流量は現状のままで負荷のみ

を削減して同程度の効果を得るためには、DTN 負

荷を 50％以上削減する必要があることが示され

ている。矢作川に隣接する油が淵流域で生活系排

水の農業利用による全窒素の負荷削減率は最大で

�8.2％であり、50％の削減は現実的には困難であ

Salinity
(PSU)

Discharge
(m3/day)

0 m   4 m
8 m  Discharge

Salinity
(PSU)

Discharge
(m3/day)

0 m   4 m
8 m  Discharge

図A2122-14　知多湾の定点における塩分についての

モデル計算値（実線）と現場観測地（プロッ

ト）の比較

図 A2122-12　 知 多 湾における

δ�3Cの分布（2006

年 5月29日）

図 A2122-13　知多湾内の 20定点における堆積物中の炭素安定

同位体比と有機態窒素および CDBリン含有量の

関係（2006 年 5月29日）。
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る。このことから、海域の環境改善のためには河

川流量管理と負荷削減の併用が必要であると考え

られる。

我が国では戦後の社会発展にともなってダム

をはじめとする多くの河川構造物が建設されて

きた。ダムは農業・工業用水や電力の安定的供給、

洪水調節などを通じて我々に多くの恩恵を与え

てきた一方で、河川流域や海域の生態系に及ぼ

してきた影響もまた大きい（Milliman �99�、田

子 �999、宇野木 2004）。本来は舟運、漁業、景

観、塩害の防止、河川管理施設の保護などを総

合的に考慮し渇水時においても維持すべき流量

として河川維持流量が定められているが、最近

では新しい水利用のかたちとして、生活用水、

工業用水、発電用水、農業用水などと同じ土俵

の上で漁業のための水を位置づける「漁業用水」

という新しい水利用の概念も生まれている（真

鍋 200�）。また、Yamamoto(2002) は、ダムや廃

水処理施設からの放流水の量、放出時期やタイ

ミング、元素比の調整などを行うことでエスチュ

図A2122-16　知多湾湾奥西部海域の 200� 年に

おける DO 濃度の現状と矢作川の最低

流量を 20m3/s に維持した場合の比較

図A2122-17　知多湾湾奥東部海域の 2002 年にお

ける DIN濃度の現状と矢作川の最低

流量を �0m3/s に維持した場合の比較

(a) 

(d)(c) 

(b)(a) 

(d)(c) 

(b)

図A2122-15　知多湾の定点における（a）NO3-N、（b）DSi、（c）DIP、（d）クロロフィル aについての

モデル計算値（実線）と現場観測値（プロット）の比較
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アリー生態系の低次生物群集構造をコントロー

ルすることを提案している。こうした考え方は、

海の環境保全、沿岸漁業の安定的生産を維持す

る上できわめて重要であり、漁業者と利水者と

の連携を図りつつダムの弾力的運用によって沿

岸漁業のための水の運用を実施することが望ま

れる。

我が国の公共用水域における T-N、 T-P の測定

状況は、主に晴天時に行われており、また、窒素・

リンともに測定されている地点数の約半数の地

点で年 �2 回、約半数の地点が年 6 回以下である

（岸田ら 2005）。このためこうしたデータを用い

て負荷の算定を行った場合には、結果的に溶存

態を主体とした負荷を評価することになるため、

年間を通じて見た場合には、量的にリン負荷を

過小評価するとともに、負荷の N: P 比について

も大きな誤差を含んでいる可能性が高い。正確

な負荷を見積もるためには、毎日の採水による

調査を実施することが理想的であるが、現実的

には難しい。本研究のように自動観測機器を用

いた手法はこれを補うために有効であり、沿岸

海域への負荷の管理を考える上では極めて重要

であるといえる。

オ　今後の課題

今回提示した河川負荷（流量）の管理シナリオ

は年、海域に限定的である。また、モデル解析か

ら、知多湾全体の水質は矢作川だけではなく、湾

外環境にも敏感に依存することが明らかとなって

いる。湾外からの影響は年変動するため、その影

響を取り除いた上で矢作川からの負荷の感度を、

伊勢湾、渥美湾も含めて包括的に解析する必要が

ある。また、本課題で確立されたモデル・負荷算

定手法の高精度化を図るためには、他の海域へ適

用し普遍化を図っていく必要がある。

カ　要　約

愛知県矢作川における河川負荷の年々変動な

らびに大規模出水時の集中的負荷の実態を明ら

かにするとともに、流量と SS、栄養塩負荷量の

関係を明らかにし、L-Q 式を作成した。また、矢

作川上流のダム湖での河川水の滞留と下流での

高濃度の窒素負荷が流域のシリカ欠損に強く影

響していることを明らかにするとともに、知多

湾における栄養塩の存在比ならびにサイズ別ク

ロロフィル濃度の季節変動特性から、矢作川か

らの流入負荷と密接に関連している事を示唆す

る結果を得た。さらに、知多湾を対象とした栄

養塩・クロロフィル・溶存酸素濃度の変動が再

現可能な３次元生態系モデルを開発し、湾内環

境改善のための方策として平水時の河川流量の

確保と窒素負荷の削減という 2 つの条件で数値

実験を行い、内湾環境改善のための河川負荷の

管理シナリオを提示した。
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１　生活排水、農業排水の循環利用に伴う流域水質

予測手法の開発及び政策立案支援システムの開発

（１)　生活排水、農業排水の循環利用に伴う流域水質

予測手法の開発及び政策立案支援システムの開発

ア　研究目的

農村流域では、代かき後の水田排水や降雨に伴

う畑地からの肥料溶脱が問題となる一方、水田の

窒素除去機能や畑地のリン吸着機能の活用に注目

が集まっている。また、生活排水は農業用水汚濁

の原因と指摘される一方で、渇水時には水資源と

しての有効利用も期待されている。したがって、

農業用水や公共用水域の水質保全のためには、こ

れら流域全体の水・物質循環や地形連鎖を考慮し

て、それぞれの機能を活用した水質改善シナリオ

を検討する必要がある。

そこで本研究では、農地・湿地及び水利システ

ムの持つ流域の水質形成に関わる諸機能を活用

し、流域水質を保全するための循環利用型水利体

系の計画手法の開発及び政策立案を支援するため

のコンピュータシステムを開発する。

イ　研究方法

（ア）　農村流域における水利システムを考慮し

た水・物質循環モデルの開発

対象地区を愛知県矢作川下流に位置する油ヶ淵

流域とし、流域水質モデルを構築するために必要

な流域情報を収集する。また、現況解析において、

流出水量と各種水質項目の計算値と実測値を比較

してモデルの妥当性を検証し、流域水質環境の特

徴を把握する。

（イ）　農地の栄養塩排出モデルの開発

水田及び畑地の窒素収支モデルを開発する。

モデルの精度向上と多様な水質保全対策の評価

を行うため、現地調査により農地の水管理及び

栄養塩類の動態を把握する。外部流入負荷の変

化に対応させるため、水田内の窒素吸収・脱窒

過程を考慮した一次反応モデルを作成し、水田

における水質変化過程の再現性の向上及びモデ

ルの簡略化を図る。畑地では、作物の窒素吸収

速度を考慮した窒素循環モデルにより、圃場か

らの窒素流出を表現する。

（ウ）　農業系負荷削減に対する政策立案支援シ

ステムの開発

水田及び畑地の水移動・栄養塩動態モデルによ

り、循環灌漑による農業地帯からの負荷流出削減

効果を試算し、最適な農業用水利用方策を提案す

る。シミュレーションに併せて現地調査を行い、

流域に循環灌漑を適用した場合の負荷蓄積の問題

を明らかにする。また、施肥量や施肥法の変更に

よる水質改善効果を検討するため、栽培暦から基

肥、追肥、穂肥の時期と施肥量を読み取り、施肥

量を削減した条件で、流域水質モデルを用いたシ

ミュレーションを行う。

（エ）　流域レベルでの負荷削減に関する政策シ

ナリオ分析と最適水管理方式の提示

流域内の物質循環を詳細に把握するため、水と

負荷の収支を流域別そして土地利用別に算出可能

な収支算定プロセスを導入する。また、生活排水

を農業用水に混入して利用した場合の水質改善効

果を評価する。なお、生活排水を農業用水に混入

する際に、生活排水量の分だけ農業用水量を削減

したり、栄養塩類濃度が一定以上の濃度にならな

いよう混合割合を変更したりできる演算手順を組

み入れる。

ウ　研究結果

（ア）　農村流域における水利システムを考慮し

た水・物質循環モデルの開発

愛知県油ヶ淵流域の水質環境にかかる流域情

報（�995 年時点）をデータベース化し、流域水

質を予測評価するメッシュモデルを構築した（宗

像ら �)、図 A22�0-�）。ここで、流域の土地利用

をみると、表 A22�0-� に示すように水田と宅地

がそれぞれ約 63%、26% を占め、流域の水質環境

に与える両者の影響が大きいことが示唆された。

排水路や河川のモデルは、メッシュモデルにオー

バーレイさせて配置され、メッシュからの流出

がそれらのノードに流入するような構造とし

た（図 A22�0-�）。現況解析では、流域水質及び

油ヶ淵の年間水質変動を精度良く再現できた（図

A22�0-2）。

第２章　水・物質循環、生態系変動統合モデルの開発



― �28 ―

（イ）　農地の栄養塩排出モデルの開発

� 段タンクモデルで表現した（図 A22�0-3）。

水田の窒素除去速度は、流入水の窒素濃度や施

肥量の影響を受けるため、脱窒による負荷減衰

や内部生産による有機物変動を考慮した水田

負荷モデルを導入し（Yoshinaga et al.2)、図

A22�0-3）、田面水の窒素濃度の変化を精度良く

表現した（図 A22�0-4）。畑地モデルは、白谷ら 3)

が開発した詳細な窒素循環モデルを簡略化して

流域モデルに組み込んだ。また、他の地目から

流出する負荷は、点源負荷では原単位法で、面

源負荷ではそれぞれの特徴に応じた負荷発生モ

デルで計算を行った。

図A2210-1　水・物質循環モデル 図A2210-2　現況水質解析の結果

表A2210-1　流域の土地利用

ha 4,148 265 57 22 21 1,688 10 189 4 158 6,562
63.2 4.0 0.9 0.3 0.3 25.7 0.2 2.9 0.1 2.4 100.0

図A2210-3　水田の窒素循環モデル 図A2210-4　田面水の窒素濃度変化（単位：mg/l）
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（ウ）　農業系負荷削減に対する政策立案支援シ

ステムの開発

Shiratani et al.4-5) が農業地域の20%を畑地、

80% を水田が占める流域（図 A22�0-5）において、

循環灌漑による農業系負荷の削減効果を評価した

ところ、循環灌漑率の上昇とともに窒素排出負荷

量が減少し、95% で流域からの差し引き排出負荷

がゼロとなった（図 A22�0-6）。油ヶ淵流域で農

地排水の全てを循環利用した場合には、COD，T-N

及び T-P の年間平均水質濃度で、それぞれ 9％、

25% 及び �8% の改善に止まると予測された。この

ため、油ヶ淵流域の水質環境の改善には、農地排

水の循環潅漑だけでなく、生活系排水や工場系排

水の農業利用を検討する必要があることが判明し

た。ただし、流域の水質環境は、明治用水からの

導水による希釈効果によって現水準に維持されて

いることも示された。

（エ）　流域レベルでの負荷削減に関する政策シ

ナリオ分析と最適水管理方式の提示

流域の水質を改善するため、灌漑期に都市排水

（生活系＋工場系）を農業用水に混入させるシナ

リオを描き、モデル計算によってその効果を検証

した。水資源の有効利用の観点から、都市排水の

混入に伴う灌漑用水量削減の有無、水稲への影響

を考慮して、都市排水混入の際の T-N 濃度制限の

有無を条件とし、さらに施肥量の削減が流域水質

に与える影響を分析するため、表 A22�0-2 に示す

水質改善シナリオに従ったシミュレーションを実

図A2210-5　循環灌漑モデル 図A2210-6　循環灌漑率と流入・流出負荷
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施した。

髙木ら 6) によれば、流域最下流の T-N につい

ては、都市排水を優先して水田に導水するシナ

リオ � と 2 の年平均の濃度低下が �3 ～ �4% と大

きく、T-N 濃度を 3.0mg/l 以下に制御したシナリ

オ 3 ～ 6 のそれは 5 ～ 8％程度にとどまった（図

A22�0-�）。一方、月平均値に着目すれば、T-N 濃

度が最も低下する 8 月において、シナリオ � と 2

で 60%、シナリオ 3 と 5 で 30%、シナリオ 4 と 6

で 25% 程度の濃度が低下した（図 A22�0-8）。

　エ　考　察

対策シナリオの効果を流出水質の濃度変化から

考察する。水質濃度の代表として、T-N に関する

現況との比率をみると、都市排水を優先して水田

に導水するシナリオ � と 2 の濃度低下が著しく、

月平均値で現況の 40 ～ 80％に達する。これに対

して、都市排水混入後の T-N 濃度を 3.0mg/l に制

限して水田に導水するシナリオ 3～ 6では、現況

の �0 ～ 90％まで低下する。前者の濃度低下割合

が大きいのは、都市排水を優先導入すると、濃度

を制限して混入した場合に比べて非常に高濃度の

水を水田に導入することになるため、田面水中の

脱窒等による減衰効果がより大きくなるためであ

る。シナリオ � と 2、シナリオ 3 と 4、シナリオ

5 と 6 の 3 組について各々の組合せ内で比較する

と、濃度低下はシナリオ 2 よりシナリオ �、シナ

リオ 4 よりシナリオ 3、シナリオ 6 よりシナリオ

5 の方が大きい。これは流域に供給される低濃度

の灌漑用水を都市排水量分だけ削減するか否かに

よって、希釈効果に差が出たことによる。また、

穂肥期（� 月）の施肥量を現況のままとしたシナ

リオ 3、4 と、2 割削減したシナリオ 5，6 では �

月の平均水質でみて 2.4 ～ 2.�％の濃度低減効果

がみられた。

さらに、対策シナリオの効果を負荷収支から考

察すると次のようになる。負荷収支について T-N

を代表とすると、灌漑用水として都市排水を優先

して水田に導水するシナリオ �と 2の水田内での

削減負荷量が 3�3,200kg と大きく、現況の削減負

荷量 222,500kg の �68％となっている。施肥量を

現況のままとして、T-N を 3.0mg/l に制限した灌

漑水を水田に導水するシナリオ 3と 4の削減負荷

量は 240,�00kg で現況の �08％であり、さらに穂

肥期の施肥を 2割削減するシナリオ 5と 6の削減

負荷量は 2�2,900kg で現況の 96％である。シナ

リオ5と6の削減負荷量が現況より少ない理由は、

水田に流入する総窒素量が現況よりやや少なく、

穂肥期の田面水の窒素濃度が現況ほど高くならな

いので、脱窒量が相対的に減少するためである。

以上のように、流域の水質改善シナリオを T-N

の削減量からみると、油ヶ淵流域のような都市排

水の影響が大きい地域では、農地排水の循環灌漑

だけでは流域全体に与える効果はあまり大きくな

く、都市排水の農業利用効果が高いことが明らか

となった。なお、ここに示したシナリオでは、灌

漑期のみ都市排水を導水することとしているが、

非灌漑期にも都市排水を導水し、水田で浄化を行

うことで、さらなる水質改善効果が期待される。

オ　今後の課題

油ヶ淵流域の流域情報に基づいて構築された本

モデルは、計算値と月次観測データの比較によっ

て現況の再現性が確認された。しかし、モデルの

解析精度を向上させ、流域の負荷削減シナリオを

適切に評価するためには、土地利用・水利用の異

図A2210-7 年平均 T-N 濃度のシナリオ別比較  図A2210-8 月平均 T-N 濃度のシナリオ別比較
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なる流域への適用によってさらなるデータの蓄積

とモデルの検証を図る必要がある。また、対象流

域では水田が 60% 余りを占めるので、水田の負荷

減衰機能や内部生産機能のモデル表現に特に注意

を払ったが、農地に占める畑地の比率が多い流域

では、畑地内の物質変化と負荷流出を表現するモ

デルの高精度化を進める必要がある。ただし、流

域全体を対象とする水質モデルの場合、要素モデ

ルとしての水田と畑地のモデルをどの程度詳細に

記述するかは、計算負荷との関係から慎重に検討

する必要がある。なお、農地の栄養塩排出モデル

には、水・物質の流出機構や内部反応の異なる水

田と畑地を対象としたモデルがあり、それぞれに

ついて、作物、施肥、水管理、流出形態が地域に

よって異なるので、現況を再現するには十分な現

地調査が必要である。

カ　要　約

本課題で提案されたモデルは、農業用水及び公

共用水域の水質保全のための流域水質予測モデル

である。国土数値情報による土地利用データを利

用し、水と負荷物質の循環過程をメッシュベース

でモデル化する。本モデルでは、都市排水（生活

系＋工場系）を農業用水に混入させて水田の水質

浄化機能を活用する等の水質改善シナリオについ

て、その効果を流域レベルで定量的に評価するこ

とができる。

モデル化の対象は愛知県油ヶ淵流域とした。

水田の浄化機能を活用した水質浄化シナリオを

検討するため、脱窒による負荷減衰や内部生産

による有機物変動を考慮した水田負荷モデルを

導入し、田面水の窒素濃度の変化を実測値との

比較によって検証した。また、他の地目から流

出する負荷は、点源負荷では原単位法で、面源

負荷ではそれぞれの特徴に応じた負荷発生モデ

ルで計算を行った。現況解析では、流域水質及

び油ヶ淵の年間水質変動を精度良く再現するこ

とができた。

負荷削減シナリオの検討においては、循環灌

漑による農業系負荷の削減効果を評価したとこ

ろ、農地排水の全てを循環利用しても、T-N の年

間平均水質濃度で 25% の改善に止まると予測され

た。このため、油ヶ淵流域の水質環境の改善に

は、農地排水の循環潅漑だけでなく、生活系排水

や工場系排水の農業利用を検討する必要があるこ

とが判明した。さらに、都市排水を灌漑水に混入

すると、都市排水を優先して水田に導水するシナ

リオの T-N 濃度の低下が著しく、月平均値で現況

の 40 ～ 80％まで、都市排水混入後の T-N 濃度を

3.0mg/l に制限して水田に導水すると、現況の �0

～ 90％まで低下する。

したがって、流域の水質改善シナリオを T-N

の削減量からみると、油ヶ淵流域のような都市

排水の影響が大きい地域では、農地排水の循環

灌漑だけでは流域全体に与える効果はあまり大

きくなく、都市排水の農業利用効果が高いこと

が明らかとなった。なお、ここに示したシナリ

オでは、灌漑期のみ都市排水を導水することと

しているが、非灌漑期にも都市排水を導水し、

水田で浄化を行うことで、さらなる水質改善効

果が期待される。
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(200�)．流域水質予測モデルによる水質改善シナ

リオの評価． 平成 �8 年度農村工学研究所研究成

果情報．

担当研究者（髙木強治 *、吉永育生、人見忠良、濵

田康治、白谷栄作、長谷部均、三浦麻（JST 重点研

究支援協力員）、Feng, Y. W.（JSPS 特別研究員）、

Singh, R. K.（JSPS 特別研究員））

（２）　大河川河口域に存在する汽水域生態系の変動

予測手法の高度化

　（平成 16 年度までは「沿岸域における物質移動

モデルと生態系変動モデルを統合したモデルの開

発」として実施。）

ア　研究目的

大河川河口域に存在する汽水域生態系の変動予

測手法の高度化を図るため、陸域から沿岸域に至

る流域圏、特に汽水域における水・物質循環と生

態系の変動予測に関する統合モデルの構築を行

う。涸沼（川）、利根川河口域を対象とした事例解

析を通じて、統合モデルの妥当性を検証するとと

もに、汽水域生態系の諸機能、特に生物生産と水

質浄化に関する定量評価の精度向上を図る。

イ　研究方法

（ア）　背景

涸沼は那珂川河口を通じて太平洋に接する面積

9.35km2、平均水深 2.�m、周囲 20km の汽水湖であ

り、宍道湖、十三湖、小川原湖と同様に、汽水域

の主要漁獲対象種であるヤマトシジミ（以下、シ

ジミという）の国内有数の漁場である。昭和 40

年代まで、那珂川河口から涸沼上流部まで広範囲

に存在したシジミ漁場は、シジミの乱獲に加え、

淡水化の進行、生活排水や農用地からの排水の流

入による水質汚濁の進行、湖央部における貧酸素

水塊の形成、干拓や護岸工事による浅場減少等に

より、現在では涸沼下流部から涸沼川に至る約

8km の水域に縮小している（中村、2000）。その

ため、涸沼（川）におけるシジミ漁業生産の回復と

水質底質環境の改善の両立を図る方策として、シ

ジミの産卵成長には塩水刺激が必要であることか

ら、外海との海水交換を促進する涸沼川作澪が提

案されている。

三村ら（2002、2004）、信岡ら（2003、2005）は、

①涸沼湖央部における貧酸素水塊の形成は、湖央

部底層への高塩分水塊の滞留に伴う密度成層の発

達に起因すること、さらに、②シジミの産卵発生

に寄与する塩水遡上促進策としての涸沼川作澪

は、環境悪化に繋がる貧酸素水塊の形成を助長促

進する危険性があることを指摘している。一方、

桑原・斉藤（2003）は、シジミ幼生は塩水遡上時

に浮上、淡水流下時に沈降する等、塩分濃度に応

じた選択的な行動特性を有することを実験的に明

らかにし、シジミ幼生の着底機構に及ぼす塩分遡

上の重要性を指摘している。

（イ）　研究方法

汽水域生態系が有する生物生産や水質浄化等の

機能を定量評価するため、汽水域（涸沼（川）～那

珂川河口域）における生物生産の大半を占めるシ

ジミを指標種として、①シジミの代謝を考慮した

個体群動態モデルを付加した水・物質循環モデル

（以下、汽水域生態系モデルという）を構築する。

涸沼（川）～那珂川河口域に至る汽水域を対象に、

②涸沼（川）における生物生産と水質環境の再現を

行った後、③涸沼川作澪の影響について定量的評

価を行う。さらに、涸沼（川）を対象に開発した汽

水域生態系モデルの汎用性を検証するために、④

利根川河口域シジミ漁場に汽水域生態系モデルを

適用し、生物生産と水質環境の定量評価を試みる。

（ウ）　汽水域生態系モデル

動植物プランクトンや栄養塩等の水中浮遊物

質の多くは力学的に受動的であり、その時空間分

布は流れによる輸送や乱流混合等の流体力学過程

に支配されるため、浮遊物質の局所的な現存量変

化を評価する場合、物理過程と生物化学過程の相

互作用の取り扱いが必要となる。対象汽水域（図

A2220-１：涸沼（川）、利根川河口域）の物質循環

や生態系に影響を及ぼす生物種として、涸沼（川）に

おける生物生産の大半を占め、最盛時年間約6,000

トンの漁獲量のあったシジミを取り上げ、シジミ

の代謝（濾水、摂餌、同化、呼吸、成長、産卵生殖、

死亡等）を考慮した個体群動態モデルを組み込ん

だ汽水域生態系モデルを構築した（図A2220-2）。

シジミ代謝特性値は原則として涸沼における実

測値を用いることとしたが、シジミの代謝を考慮
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した個体群動態モデルを組み込んだ汽水域生態系

モデルとして、宍道湖（中村ら、200�）、小川原

湖（西田ら、2003；鈴木ら、2005）、涸沼（明田

ら、2005）の解析事例があるので、入手できない

代謝特性値は宍道湖等で得られている既往文献値

（中村ら、�983、200�；中村、�998）を参照した。

なお、濾水速度、同化率、基礎代謝及び摂餌時呼

吸、殻長重量関係式、成熟と産卵、貧酸素耐性、

死亡速度（減耗率）等の詳細は、引用文献（明田ら、

2005）を参照されたい。

ウ　研究結果及び考察

（ア）　涸沼（川）における水質環境の再現とシジ

ミ資源動態

代謝を考慮したシジミ個体成長モデルの妥当性

を検証するために、涸沼内と涸沼川河道内を対象

にして、個体（殻長）成長に関する解析を行った（図

A2220-3）。代謝を考慮した個体成長モデルによる

殻長解析値は、春季から夏季にかけて、水温上昇

に伴う餌料密度の増加により成長が促進され、秋

季から冬季にかけて、水温低下や餌料密度減少に

より殆ど成長が見られない観測値を概ね再現する

図A2220-1　対象流域 図A2220-2　汽水域生態系モデルの概要

図A2220-3　シジミ個体（殻長）成長（左図）

図A2220-4　シジミ個体数の観測値（右上図：2002年5月、

右中図：2002 年 �0 月）

図A2220-5　シジミ資源量の解析値（右下図：2002年 �0月）
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ことが出来た。また、涸沼内の餌料密度は年間を

通じて涸沼川河道内より高いことから、涸沼内の

方が涸沼川河道内より成長速度が高く算定された。

個体群動態を考慮した汽水域生態系モデルの妥

当性を検討するために、涸沼（川）のシジミ漁場に

汽水域生態系モデルを適用して、平成 �4 年度に

おける水質環境、生物環境の再現を試みた。シジ

ミ資源動態の解析は、平成 �4 年 4 月 � 日の現存

量を初期値として、個体成長を加味した資源動態

を解析したものであるため、平成 �4 年夏季に産

卵し着底加入した稚貝は考慮されていないことに

留意する必要がある。なお、本論では、夏季に産

卵し着底加入した稚貝は１年経過すると概ね殻長

4mm 以上となることから、殻長 4mm 以上を成貝、

殻長 4mm 以下を稚貝と呼称する。

茨城県内水面水産試験場が実施したシジミ個体

数分布（観測値を空間内挿したシジミ個体数分布

密度（ind./m2））を図 A2220-4 に示す。春季、シ

ジミ成貝の高密度分布域は涸沼川河道内に限定さ

れるが、前年夏季に産卵し着底加入したシジミ稚

貝は涸沼内に広範囲に分布し、特に涸沼南岸縁辺

部に高密度分布域が観測されている。春季、涸沼

内に高密度分布していたシジミ稚貝は、春季から

夏季にかけて成長する一方で、密度成層が継続す

る夏季に酸欠による斃死が顕著となるため、秋季、

涸沼南岸縁辺部の限られた地点を除き、歩留まり

（生残）が悪くなる。夏季、涸沼内のシジミ資源が

激減する環境要因として、①盆状地形の涸沼湖央

部は有機浮泥が滞留し易いこと、②表面水温が上

昇する夏季に、涸沼湖央部底層に高塩分水塊が滞

留することで密度成層が発達すること、③底泥が

還元状態になると、底泥から栄養塩類が溶出し貧

酸素水塊が形成され易いことが考えられる。

汽水域生態系モデルによるシジミ資源動態の

解析結果の一例として、秋季のシジミ資源量

（mgC/m2）分布を図 A2220-5 に示す。なお、涸沼

内及び涸沼川河道内のシジミ資源量は、身肉部

の炭素量（mgC/m2）に漁場面積を乗じて求めた。

涸沼 (川) におけるシジミ資源は、涸沼川河道内、

涸沼の下流部と南岸縁辺部の一部に偏在し、涸

沼湖央部から涸沼上流部には極めて少ない資源

実態を概ね再現することが出来た。秋季のシジ

ミ資源量の空間分布は夏季に湖央部から上流部

にかけて発生する貧酸素水塊の空間分布と類似

しており、シジミ資源動態に及ぼす貧酸素水塊

形成の影響が示唆された。

シジミ資源量、個体数の経時的変化に関する解

析結果を図 A2220-6 に示す。①春季から夏季にか

けて、水温上昇に伴い餌料密度が増加するため、

個体成長が促進され資源量が増加し、産卵期直前

（夏季）に最大となる。②夏季の資源量減少は、水

温上昇による基礎代謝量の増加による身肉重量減

少、産卵放精による身肉重量減少、涸沼の上流部

から湖央部に発生する貧酸素水塊の形成による斃

死の増加による。③秋季、水温低下に伴い基礎代

謝量が低下するとともに、涸沼の上流部から湖央

部に形成された貧酸素水塊の消失等により、シジ

ミ資源量は回復する。④冬季、水温低下、餌料密

度の低下、自然死亡や漁獲死亡の増加により資源

量が減少する等、涸沼（川）のシジミ資源動態を概

ね再現することが出来た。

涸沼（川）における栄養塩（PO4-P、NO3-N、NH4-N）、

餌料（クロロフィル量）、溶存酸素量 DO の経時

変化に関する現況再現の一例として、燐酸態燐

PO4-P 及び溶存酸素量 DOの解析値と観測値の比較

を図 A2220-� に示す。何れの解析値も概ね観測値

の傾向を再現しており、夏季、涸沼上流部から湖

央部に貧酸素水塊の形成、底泥からの栄養塩溶出

等の現象を合理的に説明できることから、汽水域

生態系モデルの再現性、妥当性を確認することが

できた。

図A2220-6　シジミ資源量、個体数の経時変化（解析値）
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（イ）　涸沼川作澪の影響

涸沼川のような蛇行する感潮河川は、蛇行部の

前後に瀬と淵が見られ、起伏の大きな河床形状が

形成される。桑原・斉藤（2003）は、シジミ幼生

は塩水遡上時に浮上、淡水流下時に沈降する等、

塩分濃度に対応した選択的な行動を持つことか

ら、①起伏の大きな涸沼川の河床形状が相まって、

涸沼川の蛇行部にある淵にシジミ幼生が着底集積

し易いこと、②塩水遡上に伴い、涸沼川で産卵発

生したシジミ幼生が涸沼内に移動し、資源として

新規加入する可能性を指摘している。

シジミの産卵発生には 5psu 程度の塩分刺激が

必要とされるが（中村、2000）、涸沼では �0psu

程度の塩分刺激が必要と考えられている（信岡ら、

2005）。そこで、涸沼（川）におけるシジミ漁業生

産の回復と水質底質環境の改善の両立を図る方策

として、海水交換（塩水遡上）を促進する涸沼川

作澪が提案されているが、三村ら（2002、2004）、

信岡ら（2003、2005）が指摘しているように、涸

沼川作澪の影響は海水交換が促進されるだけでは

なく、涸沼環境特に汽水域生態系に計り知れない

影響を及ぼすことが考えられる。

涸沼川作澪として、川幅拡張、湾曲部の直線化、

河床掘削が想定されるが、涸沼川河道内に存在

する浅瀬を水深 3m（または水深 6m）作澪の影響

について定量的に検討した。涸沼川の作澪によ

り、涸沼川河道内は塩水遡上が促進されること

から、作澪箇所の上流側で春季から夏季にかけ

て水温が低下し、秋季から冬季にかけて水温が

上昇する。一方、涸沼内は平均水深 2.�m と非常

に浅い湖沼であるため、水温変化は海象現象（潮

汐）より気象に左右されることから、塩水遡上に

伴う涸沼内の水温変化は顕著でない。現状では、

涸沼川河道内の塩分濃度は通年 5-20psu 程度、

涸沼内の塩分濃度は春季から夏季は3-8psu程度、

秋季から冬季は 2psu 程度であり、涸沼内では産

卵発生に必要な塩分濃度とされる �0psu に達し

ないことが多い。

涸沼川の作澪（水深 3m）により、涸沼内にお

いて通年 0.5-�.0psu、涸沼川河道内において通

年 �-3psu の塩分濃度の上昇、特に涸沼内では春

季から夏季にかけて塩分濃度が高まる。産卵時期

である夏季に、涸沼内の塩分濃度の増大は、シジ

ミの産卵発生、浮遊幼生の着底にとり好適環境の

図A2220-7　PO4-P 及び DO に関する現況再現結果



― �36 ―

創出と考えられる。また、シジミ成貝は低塩分条

件下では濾水速度が著しく低下することが明らか

にされており、低塩分環境の解消は濾水速度の改

善に繋がり、成長促進が期待できる。

作澪（水深 3m）における燐酸態燐 PO4-P 及び

溶存酸素量 DO に関する解析値を図 A2220-8 に示

す。海水交換が促進される涸沼下流部や涸沼川河

道内では、澪筋に沿って溶存酸素量の増加が予測

されている。三村ら（2002、2004）が指摘するよ

うに、涸沼内の塩分濃度の上昇は密度成層の強化

に繋がり、涸沼の湖央部から上流部に発生する貧

酸素水塊の形成を促進助長する可能性が高いこと

から、夏季に涸沼上流部で栄養塩濃度の増加、溶

存酸素量の減少が予測されている。シジミの餌料

密度の指標であるクロロフィル量は、涸沼（川）全

般で微増することが予測されている。以上のこと

から、涸沼（川）の水質底質環境は、涸沼の湖央部

から上流部は悪化する可能性、涸沼下流部から涸

沼川河道内は改善する可能性が高い。

涸沼川作澪（水深 3m、水深 6m）の影響として、

夏季における底層付近の溶存酸素量の変化、シジ

ミ資源量の変化、シジミ資源動態を図 A2220-9、

図 A2220-�0、図 A2220-�� に示す。水深 3m の涸

沼川作澪により、現在より高塩分環境に移行する

涸沼川河道内では、溶存酸素量が増加することを

反映して、シジミ個体数が増加するが、シジミ成

貝の濾水速度が低下し、成長が鈍化することが予

測されるため、シジミ資源量が大幅に減少する。

一方、涸沼内特に涸沼下流部では海水交換の改善

に伴い、低塩分環境が解消されるとともに貧酸素

水塊の形成が抑制されるため、シジミの個体数、

資源量ともに改善することが期待される。

水深 6m の涸沼川作澪は、水深 3m の涸沼川作澪

に比較して、海水交換がより一層促進されるた

め、澪筋部に限定されていた溶存酸素量の増加域

が拡大し、涸沼下流部や涸沼川河道内では栄養塩

濃度の減少、溶存酸素量の増加が予測されている。

水深 3m の涸沼川作澪に比較して、さらに高塩分

環境に移行する涸沼川河道内では、溶存酸素量が

増加することを反映して、シジミ個体数が増加す

るが、シジミ成貝の濾水速度が低下し、成長が鈍

化することが予測されるため、シジミ資源量がさ

図A2220-8　作澪 3m における PO4-P 及び DO に関する解析値
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らに減少することが予測される。一方、涸沼内特

に涸沼下流部では海水交換の向上に伴い、低塩分

環境が解消されるとともに貧酸素状態から脱する

ため、シジミの個体数、資源量ともに、さらに改

善することが期待される。以上のことから、水深

6m の涸沼川作澪は、水深 3m の涸沼川作澪より涸

沼（川）全体の環境やシジミ資源動態に及ぼす影響

が広範囲かつ顕著に現れることが窺われる。

（ウ）　利根川河口域シジミ漁場への適用

涸沼（川）～那珂川河口域に至る汽水域を対象に

開発した汽水域生態系モデルの汎用性を確認する

ために、流域面積 �6,840km2、全長 322km の大河

川である利根川河口域に存在するシジミ漁場（図

A2220-�2）に適用し、生物生産と水質環境の定量

評価を試みた。なお、利根川河口域シジミ漁場は、

図A2220-9　夏季（８月）、底層付近の溶存酸素量の変化（左：作澪 3m、右：作澪 6m）

図A2220-10　シジミ資源量の変化（左：作澪 3m、右：作澪 6m）

図A2220-11　シジミ資源動態に及ぼす涸沼川作澪の影響（左：作澪 3m、右：作澪 6m）

図A2220-12　利根川河口域シジミ漁場

銚子大橋より上流側、霞ヶ浦への塩水遡上を防止

する河口堰（河口から約 �8km 上流地点に位置す

る利根川河口堰、常陸川水門、黒部川水門）の下

流側に位置し、延長約 �5km、川岸から水深約 3m
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までである。

シジミの個体成長速度に及ぼす主要な環境因子

は、水温、餌料、塩分である。利根川河口域シジ

ミ漁場内の水温、餌料、塩分を図 A2220-�3 に示

す。利根川河口域シジミ漁場内の水温は涸沼（川）

より全般的に低いことから、シジミ成長速度は

涸沼（川）より悪いことが予想される。一方、利

根川河口域シジミ漁場の餌料密度は年間を通じて

40-60μg/L 程度あり、春季を除いて、涸沼（川）

より全般的に高いことから、餌料環境は利根川河

口域と涸沼（川）は遜色がない。利根川河口に近い

波崎共栄漁協（川下）漁場は、常陸川漁協漁場、波

崎共栄漁協（川上）漁場より餌料密度が低い。

利根川河口域と涸沼（川）が大きく異なる環境

因子は塩分である。図 A2220-�3 に示すように、

利根川河口域シジミ漁場の上流域に位置する常

陸川漁協のシジミ漁場内の塩分濃度は、浅場漁

場（水深 �m；第１層）を除いて、5-� 月の短期間

20-25psu 程度まで上がるが、5-� 月以外はシジミ

濾水速度に悪影響を及ぼさない �5psu 以下とな

る。一方、下流域に位置する波崎共栄漁協（川下）

のシジミ漁場内の塩分濃度は、浅場漁場を除いて、

シジミ濾水速度に悪影響を及ぼす �5-30psu とな

ることから、シジミ成長速度が極めて悪いことが

予想される。

漁獲無（自然死亡のみ）の場合について、常陸

川漁協、波崎共栄漁協（川上）、波崎共栄漁協（川下）

のシジミ資源量動態の推移（初期資源量に対する

比）を図 A2220-�4 に示す。シジミ濾水速度に及

ぼす環境因子が少ない上流域に位置する常陸川漁

協シジミ漁場では、春季から夏季にかけて、浅場

から深場まで資源量増大が期待できる。一方、中・

下流域に位置する波崎共栄漁協（川上）、波崎共栄

漁協（川下）のシジミ漁場では、塩分が高くなる深

場漁場では資源量増大は余り期待できない。特に、

最下流域に位置する波崎共栄漁協（川下）のシジミ

漁場では、高塩分、餌料不足のため、浅場漁場を

除いて資源増大は期待できない。

エ　今後の課題

汽水域・沿岸域環境の評価と管理（例えば、貧

酸素水塊の形成と漁場移動、沿岸域生態系に対す

る河川負荷の影響把握等）や、有用水産生物資源

の評価と管理（例えば、水質浄化と生物生産等）

に適用するために、汽水域生態系モデルの高度化

を図る必要がある。

①低次生物生産過程に加えて、高次生物生産過程

のモデル化

②付着珪藻類、底泥 -底層水間の物質循環のモデ

ル化

図A2220-13　利根川河口域シジミ漁場内の水温、餌料、塩分
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③有用生物（例えば、シジミ、アサリの幼生）の

産卵着底機構、代謝機構のモデル化

④生物生産を代表する生物種の生物パラメータ等

の蓄積

⑤多面的機能の定量的な評価法の提案

⑥河川環境の異なる漁場に適用し、汎用性を高める

オ　要　約

シジミの個体群動態を考慮した汽水域生態系

モデルを用いて、涸沼（川）におけるシジミ漁業

生産の回復と、水質底質の改善の両立を図る涸

沼川作澪（水深 3m、水深 6m に河床掘削）の影響

について検討した。水深 3m 作澪の場合、①海水

交換が促進される結果、涸沼（川）全域において

塩分濃度が �-3psu 上昇するため、涸沼内の低塩

分環境が解消される。②涸沼上流部では栄養塩

濃度が増加、溶存酸素量が低下するが、涸沼下

流部、涸沼川河道部では栄養塩濃度が低下、溶

存酸素量が増加する。③涸沼内ではシジミ資源

量が増加、涸沼川河道内ではシジミ資源量が減

少する、水深 6m 作澪の場合、④水深 3m 作澪よ

り海水交換が一層促進されるため、その効果と

影響は甚大である、等の結果が得られた。⑤涸

沼（川）という小河川汽水域を対象に開発した汽

水域生態系モデルの汎用性を確認するために、

大河川汽水域（利根川河口域）に存在するシジ

ミ漁場に適用した結果、概ね汽水域生態系モデ

ルの汎用性を確認できた。
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１　農林水産生態系の機能解明と評価

（１)　都市と里山のランドスケープ構造が森林の生

物多様性に及ぼす影響評価

ア　研究目的

都市の肥大化とそれに伴う森林や農地の減少に

より、都市・里山域の生物多様性保全機能が低下

している。都市での自然とのふれあいを増進し、

自然共生型都市を形成するには、都市と里山を一

体として管理し、自然環境を修復・再生する必要

がある。本課題では、都市・里山域において、森

林の空間配置などのランドスケープ構造が森林の

生物多様性に与える影響を明らかにする。また、

森林の孤立・分断化の影響やネットワーク機能の

評価により都市・里山域における多様性変動機構

を解明する。これらの結果より、都市・里山域に

おけるランドスケープ構造の適正化による生物多

様性保全手法を開発する。

イ　研究方法

（ア）　周辺環境が森林の生物多様性に及ぼす影響

札幌及びその近郊の森林に多数の調査地を設定

し、各調査地点において鳥類、蝶類、地表性甲虫類、

林床植物の種多様性を調査した。鳥類と蝶類では

トランセクト調査、地表性甲虫類ではピットホー

ル調査、植物ではコドラート調査を行った。また、

調査地内の土地利用図より、調査林分周辺２km

の森林率、農地率、市街地率を算出した。蝶類に

ついては各調査地における食草の分布を明らかに

するため、ルート沿いの植物の定性調査を行った。

その結果より、本調査で出現した蝶の内、食草が

存在するものの種数を地点ごとに求めた。

（イ）　クロミサンザシを用いた森林のネット

ワーク機能の評価

虫媒・鳥散布型の絶滅危惧樹木であるクロミ

サンザシを用いて森林のネットワーク機能を評

価するため、調査地内を踏査し、クロミサンザ

シの分布を明らかにした。そしてアロザイムマー

カーを用いて、クロミサンザシ集団の遺伝的多

様性と集団間分化を解析した。クロミサンザシ

の花粉による遺伝子流動を評価するため、SSR

マーカーを用いた父性解析を行った。受粉実験

を通じて自殖性や花粉制限による結実率の変化

を解明した。また、訪花昆虫相を調査した。ク

ロミサンザシの種子による遺伝子流動を評価す

るため、鳥類による果実の持ち去りを経時的に

調査し、集団間で比較した。林床植生の刈り取

り実験と光環境の測定により、クロミサンザシ

実生の定着条件を調査した。

（ウ）　森林における鳥類の生息予測モデルの構築

札幌及びその周辺の里山において、多数の地点

で繁殖期の鳥類調査を行い、森林の空間配置など

のランドスケープ構造が鳥類の種多様性に与える

影響を解析した。この解析結果とデータをもとに、

ランドスケープ変数から森林性鳥類の種数を予測

するモデルを作成した。作成されたモデルを利根

川流域に適用し、利根川流域において鳥類保全上

重要な地域の抽出を試みた。

恋瀬川流域の人工林と天然林に多数の調査地

点を設定し、ポイントカウント法（半径 20 ｍ）

による繁殖鳥類調査を行った。また調査地点の

平均樹高、林床被度と、周辺 200 ｍ以内の人工

林面積、天然林面積を明らかにし、これらの環

境要因と鳥類との関係を解析した。この解析結

果をもとに、ランドスケープ変数から人工林と

天然林の鳥類の出現頻度を予測するモデルを作

成した。このモデルにより恋瀬川流域の鳥類の

生息予測図を作成した。また、プロジェクトの

土地利用変化シナリオに基づく生息ポテンシャ

ルを計算した。

第１編　流域圏における水物質循環、生態系のモニタリング
及び機能の解明・評価

第１章　森林から沿岸域までの水物質の循環・移動モデルの開発

Ｂ　生態系チーム
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ウ　研究結果と考察

（ア）　周辺環境が森林の生物多様性に及ぼす影響

調査林分周辺の都市化が鳥類、蝶類、地表性甲

虫類、林床植物の種多様性に及ぼす影響を調べた

結果、鳥類と蝶類では周辺市街地率と種数、多様

度指数の間に負の相関が認められた。一方、地表

性甲虫類と林床植物では周辺市街地率と種数、多

様度指数との間に有意な相関はなかった。次に、

都市化に伴う各生物群の種構成の変化を解析した

結果、鳥類と蝶類では２地点間の市街地率の差が

大きいほど、その２地点間の類似度が低下したが、

地表性甲虫類と林床植物ではそのような傾向は認

められなかった。つまり、周辺の都市化による種

構成の変化は、林床植物や地表性甲虫類よりも、

鳥類と蝶類の方が大きかった。以上の結果より、

周辺の都市化が種多様性に及ぼす影響は鳥類と蝶

類で大きく、地表性甲虫類や林床植物では小さい

ことが示された。

森林性の蝶の種数は、周辺森林率とともに増

加した（図 B����-�）。この増加傾向は直線的で

はなく、森林率が 20％までは急激に増加し、そ

れ以降はゆるやかとなった。一方、草原性の蝶

の種数は、周辺開放地率とともに直線的に増加

した（図 B����-�）。ただし、開放地率の変化に

伴う草原性種数の増加は、森林率の変化に伴う森

林性種の増加に比べると小さかった。

森林性の蝶では、実際に出現した種数と、食

草が存在した種数の間に正の相関がみられた

（図 B����-2）。しかし、食草が存在した種数と

周辺森林率を独立変数とする重回帰分析の結果、

出現種数と有意な関係が認められたのは、周辺森

林率だけであった。これは、出現種数を決める要

因として、その地点にある食草よりも、周辺森林

率の方が重要であることを示唆している。一方、

草原性の蝶では、出現種数と、食草が存在した種

数の間に相関はなかった（図 B����-2）。これら

の結果は、蝶類の保全には、生息地内における食

草管理よりも、ランドスケープレベルでの周辺環

境の管理が重要であることを示唆している。

多次元尺度法を用いた序列化により蝶類の種構

成を解析した結果、第１軸は市街地率、第２軸は

開放地率の変化に一致した（図B����-3）。これは、

周辺の市街化と農地化が、蝶類の種構成に異なる

影響を与えることを示している。次に、３地点以

図B1111-1　森林性蝶類の種類に及ぼす周辺森林率の影響（左図）と、

草原性蝶類の種類に及ぼす周辺開放地率の影響（右図）。

図B1111-2　蝶類の出現種数と、食草が存在した種数の関係。

　　　　 蝶類は森林性と草原性の種に分けて解析した。
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上に出現した種について、調査地点ごとの個体数

を従属変数、森林率と開放地率を独立変数とする

重回帰分析を行った。その結果、森林率に対して

個体数が単調増加する種が７種、単調減少する種

が４種、中程度の森林率で個体数の多い種が４種

認められた（表 B����-�）。一方、開放地率に対

して個体数が単調増加する種は９種、その逆は８

種であった。

以上の結果により、周辺環境の変化に伴う蝶

類の種構成の変化をまとめた。まず、森林率の

高い地点で個体数の多い種としては、ヒメキマ

ダラヒカゲ、サカハチチョウ、キバネセセリ等

多くの種が認められた。これらの種は森林率が

低下すると出現しなくなり、それに代わって中

程度の森林率を好むコムラサキやウラギンヒョ

ウモン等の個体数が多くなった。一方、開放地

率の高い地点で個体数の多い種としてはコキマ

ダラセセリ、モンシロチョウ、クジャクチョウ

等が認められたが、これらの多くは開放地率の

低い調査地点にも出現した。そのため、開放地

率の高い地点に特徴的な種はゴマシジミ（絶滅

危惧Ⅱ類）やカバイロシジミなど数種にすぎな

かったが、これらは生息環境の限定された希少

種であった。また、市街地率の高い地点で個体

数の多い種としてはキアゲハ、メスアカミドリ

シジミ、フタスジチョウが認められた。これら

の種が市街地で多い原因としては、住宅の庭木

を食草として利用しているためだと考えられる。

現段階で提示可能な蝶類の保全方策を示すと、

森林性の蝶については、周辺森林率が 20％以下

になると急激に種数が減少するので、周辺森林率

をこれ以上に保つことが重要である。一方、草原

性の蝶については、周辺環境の影響は森林性の蝶

に比べると小さいが、開放地率の高い地点に生息

する希少種については、その生息環境を残すこと

が重要である。

表B1111-1　蝶類の個体数に対する周辺環境の影響。

　　　　 重回帰分析の結果が優位な種のみ示す。

図B1111-3　多次元尺度法による蝶類の種構成の序

列化。点の大きさは各地点の市街地率（上

図）と開放地率（下図）を表す。上図と下図

は点の大きさ以外は同じ。



― �44 ―

（イ）　クロミサンザシを用いた森林のネット

ワーク機能の評価

調査地内でクロミサンザシ７集団を発見し、そ

の分布を特定した。いずれの集団も農耕地帯に点

在する防風林に沿って分布しており、集団の拡大

には森林のネットワークが重要であることが示唆

された。クロミサンザシ集団の遺伝的多様性の指

標（多型的遺伝子座の割合 (P)、平均対立遺伝子

数（An）期待されるヘテロ接合度 He）は、集団

の樹高・本数が増すにつれて高くなった。また、

集団間の分化の程度を示す遺伝子分化係数 Gst は

0.2� と比較的高く、集団間の遺伝的交流が小さ

いことが示された。SSR マーカーを用いたクロミ

サンザシ種子の父性解析の結果、同定された父樹

はいずれも母樹から 50 ｍ以内に存在した。受粉

実験により、自家受粉ではほとんど結実しないこ

とから、本種では自家不和合性が高いことがわ

かった。また、人工受粉処理をした方が自然受粉

より結実率が高く、この傾向は周辺 50 ｍに開花

個体のない孤立木でより顕著に現れた。訪花昆虫

としてはケシキスイやハナノミ等の移動能力の低

い種がほとんどであった。以上の結果より、クロ

ミサンザシでは花粉による長距離の遺伝子流動は

少ないと考えられた。

クロミサンザシ母樹下に発生した実生の生存率

は、林床植生を刈り取った区画では高く、刈り取

りを行わなかった区画では夏までにほとんどの実

生が枯死した。また、実生の生存率は、林床の相

対照度が高いほど高かった。鳥類による果実の持

ち去り率は集団間で異なった。また、種子散布が

終了した時点でも、�/3 の調査木で半数以上の果

実が残存していた。これらの結果より、種子によ

る遺伝子流動の程度は集団間で異なることが推

察された。今後、調査集団数を増やすとともに、

SSR マーカーを用いた解析により、種子による長

距離の遺伝子流動を評価する必要がある。

（ウ）　森林における鳥類の生息予測モデルの構築

札幌近郊において、各地点に出現した鳥類の種

数は大面積森林で最も多く、孤立林や防風林と

いった断片化した森林で少なかった。この傾向は

森林性種の種数で顕著である一方、林縁性種の種

数は断片化の影響を受けず、非森林種の種数は逆

に断片化した都市林で最も多くなった。森林性の

種数は、周辺２km 以内の森林率（面積割合）が

高いほど多い傾向が認められた。一方、林縁性種

の種数は周辺２km 以内のいずれの土地利用率と

も相関が認められなかった。また、非森林性種の

種数は周辺２km 以内の森林率が高い地点で少な

く、森林率が 30％以上の調査地点ではほとんど

出現しなかった。

森林性鳥類の生息予測モデルを構築するため

に調査地全域を５km メッシュに分割し、各メッ

シュにおいて 23 のランドスケープ変数を算出し

た。主成分分析により、これらの変数の代表とし

て森林率、市街地率、林縁から �00 ｍ以内の開放

地率を選び、これら３つの変数を説明変数とする

統計モデルを作成した。モデルによる森林性鳥類

の種数の予測値は、森林率が高く、市街地率と、

林縁から �00m 以内の開放地率が低いほど高くな

る傾向がみられた。得られたモデルの利根川流域

への適用を試みた。まず、利根川流域内に含まれ

る５km メッシュを作成し、そこから平均標高が

500 ｍ以下の都市・里山域を選び出した。次に環

境省、自然環境保全基礎調査による現存植生図を

用い、各メッシュ内の森林率、市街地率、林縁か

ら �00m 以内の開放地率を算出した。そしてこれ

らの計算値を予測モデルに入れることにより、各

メッシュにおける森林性鳥類の種数を推定した。

その結果によると、森林性鳥類の種数が高いと予

測されるメッシュでは森林が他の土地利用よりも

優占しており、これらのメッシュのほとんどは流

域の北東部に広がる奥山地域に隣接して分布して

図B1111-4　利根川流域における森林性鳥類の生息

予測図
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の生物の生息予測結果と比較することにより、恋

瀬川流域における生物多様性に配慮した土地利用

形態のあり方を提案していくことが望ましい。ま

た、他地域においても調査を行うことにより、今

回得られた生息予測モデルの一般性を検討する必

要がある。

オ　要　約

（ア）　周辺環境が森林の生物多様性に及ぼす影響

周辺の都市化が種多様性に及ぼす影響は、鳥類

と蝶類で大きく、それに比べて地表性甲虫類や林

床植物では小さかった。森林性蝶類の種数は周辺

森林率の低下とともに減少し、その傾向は森林率

が 20％以下の場合に顕著であった。

（イ）　クロミサンザシを用いた森林のネット

ワーク機能の評価

クロミサンザシでは花粉による遺伝子流動は短

距離にとどまる一方、種子は鳥類により散布され

ることにより、長距離の遺伝子流動に寄与すると

考えられた。

（ウ）　森林における鳥類の生息予測モデルの構築

札幌近郊及び恋瀬川流域の森林において鳥類の

生息予測モデルを構築した。これらのモデルを用

いて、利根川流域の都市・里山域及び恋瀬川流域

の鳥類の生息予測図を作成した。

研究担当者（尾崎研一 *、河原孝行、松本和馬、上

田明良）

いた（図 B����-4）。

恋瀬川流域において各地点における森林性鳥類

の出現頻度は、人工林では周辺天然林面積及び人

工林面積と正の相関があったが、天然林では周辺

天然林面積及び人工林面積とは相関がなく、平均

樹高と正の相関があった。一方、林縁性鳥類の出

現頻度は天然林では周辺人工林面積と負の相関が

あったが、人工林では周辺の森林面積との相関は

なく、平均樹高と負の相関、林床被度と正の相関

があった。これらの結果より、恋瀬川流域の森林

で鳥類を保全する場合、人工林は孤立・断片化せ

ずに、間伐等により下層植生を増加させること、

天然林は高齢化により樹高を高くすることが有効

であると考えられた。

森林性鳥類と林縁性鳥類の出現頻度を目的変

数、周辺天然林率と林分数、周辺人工林率と林分

数を説明変数とする統計モデルを作成した。恋瀬

川流域を５km メッシュに分割し、環境省現存植

生図より各メッシュ内の森林率と林分数を算出し

た。そしてこれらの値を予測モデルに入れること

により単位面積あたりの出現予測数を推定し、そ

れに森林面積をかけて各メッシュの予測数を算出

した（図 B����-5）。また同様の方法によりシナ

リオに基づく土地利用変化後の各メッシュの予測

数を計算した（図 B����-5）。

エ　今後の課題

本課題で得られた鳥類の生息予測モデルを、他

図B1111-5　恋瀬川流域における森林性鳥類の生息予測図。

　　　　　　現状とシナリオに基づく土地利用変化後
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（２）　森林施業が森林の生物多様性に及ぼす影響評価

　（平成 16 年度までの課題「中山間域における森林

施業が、モザイク化した森林生態系の生物多様性

保全機能に及ぼす影響評価」に「森林機能変動モ

デルのための生物多様性・生態系機能データベー

スの構築」の一部を統合）

ア　研究目的

都市における生物多様性は、点在する社寺林や

都市公園、あるいは断片化して残された自然林な

どをいわば避難地とし、周辺の里山地域とのネッ

トワークによって維持されている。それらは断片

化し、孤立した存在で、本来連続した自然生態系

が維持している生物多様性の一部しか有していな

い。都市域において断片化した森林は、孤立が続

けばますます生物多様性を消失していく。その生

物多様性の消失を補償し、豊かな生物相を供給す

るソースとして重要なのが都市域の背後にある中

山間地帯であり、この地域の存在は流域規模での

ダイナミックな生物多様性の維持機構に貢献して

いる。ソースとしての中山間地域の生物多様性維

持機能を林業等生産活動と両立させることが、流

域の生態系の保全には欠かせない。本研究では、

さまざまな森林施業の影響下でモザイク化した中

山間地のランドスケープの中で、動植物の多様性

がどのように維持されているかを明らかにするこ

とを通じて、望ましい森林管理オプションを提示

し、流域での生物多様性の保全に貢献することを

目的とする。

イ　研究方法

（ア）　関東平野北部の茨城県里美村及び北茨城

市の中山間地帯において、スギ林と広葉樹林の両

森林タイプについて林齢別の調査地を設定し、森

林構造と生物相のインベントリを行った

ａ　森林構造、植生データをライントランセク

ト法で調査：幅 �0m、長さ �00m のプロットを

設定し、5m × 5m のサブコドラート（40 個）

に出現する胸高直径 5cm 以上のすべての木本

植物のサイズと種名、高さ 2m 以上のすべての

木本植物の種名、�m × �m のサブコドラート（40

個）に出現する林床植生の種名を調査・記載

した。

ｂ　昆虫類の通年センサス： チョウ類は現場で

の同定、他の昆虫類は分類群に適したトラップ

（マレーゼトラップ、竹筒トラップ、ライトト

ラップ、ピットフォールトラップ等）で採集、

サンプルの標本作成後、同定した。食菌性のダ

ニ・昆虫は、採集後ハンドソーティングし、ア

ルコール標本を作成して同定した。土壌動物は、

ラインでの直接採取ないし、コドラート内で表

層土壌と有機物層をサンプルした後実験室で抽

出して、分類同定した。

ｃ　木材腐朽菌多様性の調査：各林分に１コド

ラート（40 × 50 m）を設置し、コドラート内

の倒木量及び倒木に発生した腐朽菌の発生種・

頻度を調べた。

（イ）　インベントリで得られた生物相データを

もとに、森林タイプ・林齢と各生物群の多様性と

の関係を解析した。また、この関係をもとに、空

中写真を利用して、過去 30 年間における調査地

域の森林ランドスケープの変化とそれに対応した

生物多様性の空間的変化を評価した。

（ウ）　重要生物群の生育環境・食草・宿主情

報の収集、多様性評価の対象として有用な蝶・

蛾類・木材腐朽菌について、文献調査・標本調査・

野外調査によりその生育環境や宿主情報を収集

した。

ウ　研究結果

（ア）　調査で出現した植物種は、32� 種、その

約 3 分の � にあたる ��9 種は、いずれの森林タ

イプ（広葉樹二次林、スギ人工林、広葉樹老齢林）

にも出現した（図 B���2-�）。またそれぞれの森

林タイプに出現した種数はほぼ等しく、それぞ

れの森林タイプが地域の植物フローラに一定の

貢献をしていることが分かる。二次林に偏る種

群（二次林種）には草原性の植物が多く、人工

林に偏る種群（二次林種）にはシダ類や湿生の

環境に適応した植物が多かった。また、どちら

の種群でも撹乱環境に適応した雑草種の割合が、

老齢林に偏る種群（老齢林種）に比べ高かった。

伐採直後は、スギ人工林、広葉樹二次林とも林

床植生の種数が急速に増加するが、その後いっ

たん大きく減少し、再び増加した。高さ 2m 以上

の木本植物、林床植生のいずれについても、ス

ギ人工林と広葉樹二次林、広葉樹老齢林では、
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（イ）　広葉樹林の林齢の変化に対する昆虫

の種多様性の反応は、昆虫の分類群によって異

なり、以下の 3 つのパターンに分けられた（図

B���2-3）。�) 林齢とともに種数が減少する（チョ

ウ、ハナアブ、ハナバチ、カミキリムシ等）、2)

林齢とともに種数が増加する（きのこ食のダニ）、

および 2) 林齢が変化しても種数は大きく変化

種組成が明確に異なった（図 B���2-2）。スギ人

工林、広葉樹二次林とも、林齢が増加すると雑

草種の割合は減少したが、老齢林種の割合は、

林齢が増加しても増加しなかった。皆伐を繰り

返した二次林、スギ人工林のいずれも林齢が増

加すれば老齢林に種組成が近づくとは、必ずし

も言えないことが示唆された。

図B1112-1　それぞれの森林タイプに出現した

林床植物種 図B1112-2　除歪対応分析（DCA）による

各森林タイプの組成分類。

図B1112-2　広葉樹林とスギ林における林齢と生物種数の関係。

　　　　　 白丸：広葉樹林　黒丸：スギ林
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しない（ガ、アリ、トビムシ、ゴミムシ等）。ま

たほとんどの種群で、種数は、広葉樹林二次林

において同じ林齢の針葉樹人工林よりも多く、

ごく若齢の林分を除き群集組成には大きな違い

が見られた。

（ウ）　木材腐朽菌は、広葉樹林、スギ人工林と

も、林齢とともに種数が増加した（図 B���2-3）。

ただ、スギ人工林では間伐数年後に一時的に種数

が増加する可能性が示唆された。広葉樹林では、

ツリガネタケ、ムカシオオミダレタケなど、老齢

林では普通に見られるが若齢林ではほとんど発生

の認められない種が出現した。広葉樹林で記録さ

れた種数はスギ人工林より多かった。種組成は両

森林タイプで大きく異なり、スギ人工林において

発生が顕著なヒメシロカイメンタケ、シックイタ

ケは、広葉樹林では出現しなかった。

（エ）　過去と現在の空中写真をもとに、森林タ

イプを GIS 化し、林齢 -樹高関係を介して、今回

の生物多様性のデータをリンクさせることで、ラ

ンドスケープレベルでの種多様性の空間的な構造

と全体的な多様性の低下を示した（図 B���2-4）。

（オ）　国内産蛾類について、学名 ?和名、学名 ?

食草に関する文献情報を集積した。札幌近郊の蝶

類について生育環境、生活史、食草に関するデー

タ集積をおこなった。国内の冷温帯産木材腐朽菌

について、ナラ類・クリに特異な種、ブナ属に発

生の偏る種、大径木に発生の偏る種が認められた。

エ　考　察

（ア）　モノカルチャーであるスギ人工林の林床

植生は、広葉樹二次林・老齢林と組成が異なり、

林齢が増加すれば、広葉樹林に種組成が近づくと

はいえないことが示された。また、皆伐を繰り返

した落葉広葉樹林の種組成も、林齢の増加によっ

て安定した老齢林のそれに単純に近づくわけでは

ないことが明らかになった。落葉広葉樹林の常緑

スギ人工林への転換は、森林の構造と物理環境を

変化させ、あわせて林床植物群集にも大きな変化

をもたらすこと、老齢天然林の保全が地域の植物

多様性の維持にとって重要なことが、示唆された。

（イ）　多くの生物群で、林齢の増加とともに

種数が減少するパターンが示された。これは、地

域の生物相に、伐採直後の若齢期の草原的環境を

利用する種群が多いことを示唆している（Inoue 

2006）。他方、森林構造は林齢の増加とともに発

達し、一定以上のサイズの樹木種数も増加する。

また、枯死木や倒木の量とサイズも増加する。こ

れらに依存すると考えられる木材腐朽菌やきのこ

図B1112-4　�962 年から �99� 年までの森林ランドスケープの変化と推定されたチョウ、

ハナバチ、カミキリムシの種多様性の変化。
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食のダニ、鳥類（東條＆田中 2006）は、林齢の

増加とともに種数が増加した。分解者であるトビ

ムシ、ササラダニ等の土壌動物で林齢にともなう

種数の変動が小さいのは、土壌有機物組成に依存

したこれらの種群の特性に関係していると考えら

れる。

（ウ）　単一樹種からなる針葉樹人工林では、

植林初期の段階を除いて、多くの生物群の種多

様性が落葉広葉樹林に比べ低下することが示さ

れた。また、多様性のなかみ（組成）は大きく

変化していた。これは、樹木、林床植物、多く

の昆虫、鳥、木材腐朽菌 (Hattori 2005) で明ら

かであった。このことは従来から常識視されて

いたが、多くの分類群の生物について林齢の影

響も含めて実際に検証したのは本研究が初めて

である。種多様性の低下は、それらの生物が果

たす生態系機能も低下させることが懸念される

ため、広葉樹から針葉樹人工林への転換は慎重

に行うべきである。

（エ）　林齢によって種数(Maeto and Makihara, 

�999; Spies and Franklin, 2003; Trofymow et 

al., 2003) と種組成 (Hasegawa et al., 2006)

が異なることは、生物多様性の保全の観点からは

様々な林齢の混在する景観が望ましいことを示し

ている (Makino et al., 2006)。さらに、落葉広

葉樹林から針葉樹人工林への林種転換は、多くの

生物種群での生物多様性の低下をもたらすことか

ら、景観の中に、広葉樹林を維持する必要性もま

た明らかである。特に、原生的な広葉樹老齢林に

は絶滅危惧種も含む特異な種が依存しており、施

業対象とせず保全する意義が大きい。スギ林が広

葉樹林を代替することはできないことは明らかに

なったが、伐採地・スギ新植地は、草地性の種の

生育地を提供し、高齢二次林は一部の森林性の種

にとって原生的な林に近い役割を果たすことが明

らかになった。さまざまな林齢、タイプの森林を

適正に配置した景観構造が、中山間の林業地域に

おける多様な生物相の維持に必要なことが示唆さ

れた（Lindenmayer & Franklin 2002）。

オ　今後の課題

（ア）　落葉広葉樹林で森林施業を行うことに対

するさまざまな生物群の種多様性（種数や個体数）

の変動パターンは明らかになった。ただし、その

変動のメカニズムについては、部分的に明らかに

することができただけである。林分レベルでの要

因の解析に加え、生物多様性に及ぼすランドス

ケープ構造の影響など考慮したメカニスティック

な解析を進め、より多くの森林生態系に適用可能

な、森林施業が及ぼす生物多様性への影響評価を

行う必要がある。

（イ）　今後実際に、生物多様性や生態系機能を

保全する、あるいは低下を最小限にするための林

分配置（森林計画）をおこなうことが必要であり、

そのためには、生態系機能の実際の測定や、さら

に異なる林分間、また森林・農地・畑地といった

異なる生態系間での生物の移動や相互作用といっ

たプロセスの解明が必要である。

カ　要　約

植物、捕食者、送粉者、食植者、材分解者、土

壌分解者などさまざまな機能群の生物によって、

森林の林齢の変化に対する種数の変化の関係は異

なるパターンを示した。各生物群の種数の変化は、

広葉樹林、スギ人工林の両者でほぼ同様なパター

ンを示したが、おおむねスギ林では広葉樹林に比

べ種数が低下した。また、各生物群に共通して、

広葉樹林とスギ林では種組成が大きく異なってお

り、種数に大きな違いがなくても、スギ林が広葉

樹林を代替することはできないことが分かった。

また、人工林の高齢化は、広葉樹林に類似した生

物組成への変化をもたらさず、逆に多くの生物群

で広葉樹林に依存した種の脱落をもたらした。た

だし、伐採地やスギ新植地は、草地性の種の生育

地を提供し、高齢広葉樹林は一部の森林性の種に

とって原生的な林に近い役割を果たすことも明ら

かになった。さまざまな林齢と森林タイプを含む

景観構造が、多様な生物相の維持に必要なことが

示唆された。
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対象に、各水路 � ～ 29 箇所の調査定点（均一環

境に区分した水路延長の代表点）を設定した（図

B��2�-�）。2002 年 � 月～ 2004 年 6 月の 2 年間、

各月 �回、電気ショッカーとタモ網による魚類採

捕（写真 B��2�-�）及び物理環境要因（水深、流れ、

底質等）を計測した。また、本川 25 定点におい

て類似の補足調査（魚類採捕にトラップ等を使用）

を実施した。

（イ）　農業排水路における魚類生息場のポテン

シャル推定

千葉県下田川流域の調査データを利用して、採

捕個体数の多いタモロコの仔魚、稚魚、成魚を対

象に、水深、流れ、水面幅、底質、植生被度に対

する生息場適性指数を作成した。これらの適性指

数から土水路 4本と柵渠水路 4本を対象に（例え

ば、写真 B��2�-2）、水田域における魚類生息場

のポテンシャルを推定した。

（ウ）　共通フィールドにおける魚類相の解明と

生息場ポテンシャルの解析

当プロジェクトの共通フィールドである茨城

県恋瀬川流域において、2005 年 � 月～ 2006 年

２　陸水・沿岸域生態系の機能解明と評価

（１)　魚類からみた農業用排水路網における生態系

ネットワークの水理環境の解明

ア　研究目的

農業水路は農村水域における主要な陸水生態系

として、様々な生物の生息場となっている。なか

でも魚類は生息場を水域のみに依存し、陸水生態

系のネットワーク化を示す重要な生物指標であ

る。本課題では魚類生息場のネットワーク保全や

再生を図るため、小規模流域の農業水路・河川を

対象に魚類生息場の形成状況を明らかにする。水

路形状、横断構造物、灌漑などに起因する水理環

境の空間的・時期的変化による影響の実態を解明

する。

イ　研究方法

（ア）　魚類の生息分布に影響を及ぼす農業排水

路の環境要因

谷津田によって構成される千葉県下田川流域

（�0.4km2，本川延長 5.�km）の農業排水路 29 本を

図B1121-1　下田川流域における農業排水路の空間配置
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類類採捕状況

写真B1121-2　土水路（左）と

柵渠水路（右）の例
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�0 月にかけて、流域内の �5 定点で電気ショッ

カー、タモ網、定置網等による計 3 回の魚類相

調査を実施した（図 B��2�-2）。当プロジェクト

で開発した「流域統合モデル」による水深と流

速の推定値及び既存の生息場適性指数を利用し

て、支川天の川流域における 2006 年 4 月～ 9 月

の生息場ポテンシャルを推定し、ポテンシャル

の時系列解析を行った。

ウ　研究結果

（ア）　魚類の生息分布に影響を及ぼす農業排水

路の環境要因

魚類の生息分布に影響を及ぼす農業排水路の

環境要因について、小出水ら �) と小出水ら 2) は、

対象域の主要水路で � ～ �0 魚種、本川で 24 魚

種を確認し、採捕全個体数の �5％を占めるド

ジョウが優占種となった。主要水路と本川との

合流部水位差（20cm 以上）が遊泳性魚類（タモ

ロコやフナ等）の移動（本川→水路）を阻害し

（図 B��2�-3）、ドジョウは生活排水の流入する

コンクリ 2 面柵渠水路で顕著に少ないこと（図

B��2�-4）、などを確認した。

（イ）　農業排水路における魚類生息場のポテン

シャル推定

農業排水路における魚類生息場のポテンシャル

推定について、小出水ら 3) は、環境因子 x －個

体数密度 yの関係から最適 �～不適 0を表す生息

場適性指数を作成し（図 B��2�-5）、得られた適

性指数の妥当性を相関分析（α <0.30）により検

討した。これらの適性指数を用いて計算される重

み付き利用可能面積を水面積で割り、相対比較が

可能な無次元量を生息場のポテンシャルとした。

土水路と柵渠水路間でポテンシャルを比較した結

果（図 ��2-6）、土水路と較べて柵渠水路も低く

図B1121-2　茨城県恋瀬川流域の概要（青は河川、

赤は流域界）

図B1121-3　水路と本川との合流部水位差と魚種

数との関係
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認した。支川天の川流域における 2006 年 4月～ 9

月の生息場ポテンシャルは、カワムツ稚魚及び成

魚、トウヨシノボリ稚魚及び成魚で図 ��2�-� に

示すような変動が見られた。超過確率によって表

されるポテンシャルの状況曲線から、当該期間の

有効ポテンシャルはカワムツ稚魚及び成魚でそれ

ぞれ �4％及び 2�％、トウヨシノボリ稚魚及び成

はないポテンシャルをもつことを確認した。

（ウ）　共通フィールドにおける魚類相の解明と

生息場ポテンシャルの解析

共通フィールドにおける魚類相の解明と生息場

ポテンシャルの解析について、小出水ら 4) は、恋

瀬川流域においてカワムツ、トウヨシノボリ、モ

ツゴ、オイカワを主体に 39 魚種 4,2�2 個体を確

図B1121-5　タモロコの水深、流れ、水面幅、底質、植生被度に対する生息場適性指数

図B1121-6　土水路と柵渠水路間の生息場ポテンシャル比較（両水路間に有意差はない）
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図B1121-7　カワムツとトウヨシノボリの生息場ポテンシャル時系列（上）と状況曲線（下）
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魚で 65％及び 85％となり（図 B��2�-�）、魚種及

び成長段階による違いを確認した。

エ　考　察

（ア）　魚類の生息分布に影響を及ぼす農業排水

路の環境要因

本川との合流部水位差によって分断化されてい

る水路は、魚道等の落差を緩和させる施設の導入

により、落差のない水路と同程度まで魚種数を増

やせる可能性があると考えられる。ドジョウは水

質にある程度の耐性をもつと言われているが、生

活排水レベルになると生息場条件として相応しく

ないことが推察される。

（イ）　農業排水路における魚類生息場のポテン

シャル推定

生息場ポテンシャルを推定することにより、水

田域も河川と同様の生息場の定量評価が可能であ

る。柵渠水路でも物理環境のポテンシャルはタモ

ロコにとって低くなかった。このことは、水路整

備において 3面張りのコンクリート水路の使用を

避ければ、改修された水路であっても、そこは生

息場として利用可能であることが考えられる。

（ウ）　共通フィールドにおける魚類相の解明と

生息場ポテンシャルの解析

河川流量と生息場ポテンシャルの時系列比較に

より、生息場を維持するための基底流量を検討す

ることが可能である。有効ポテンシャルの魚種、

成長段階による違いは適性指数に起因しているが、

両種共にポテンシャルは成魚よりも稚魚の方が低

い。このことは、稚魚の生息場条件を確保すれば、

成魚の生息場維持にもつながるものと推察される。

オ　今後の課題

（ア）　水田域における魚類生息場の現地調査

低平の水田域、他の谷津田でも本課題と同様の

現地調査を実施し、魚類の生息分布を明らかにす

ると同時に、その分布を規定する環境要因を検討

する必要がある。これらの事例調査の集積により、

生息場の類型化、生息場形成の主要因の抽出が可

能となる。

（イ）　生息場ポテンシャルの推定

生息場ポテンシャルの推定には生息場適性指数

が不可欠なため、現地調査や室内実験等により、

水田域に生息する魚類や他の生物の適性指数を整

備していく必要がある。その際、成長段階だけで

はなく、時期や水質要因への配慮も必要である。

生息場ポテンシャルの推定は、生物生息場の維持、

改善に向けた配慮策を講じる際、その効果の事前

予測等にも利用されることが期待される。

カ　要　約

（ア）　魚類の生息分布に影響を及ぼす農業排水

路の環境要因

千葉県谷津田域を対象に、現地調査（2002 年

� 月～ 2004 年 6 月の各月 � 回）を実施し、農業

水路で �0 魚種、本川で 24 魚種を確認した。主要

水路と本川との合流部水位差が遊泳性魚類の移動

を阻害し、優占種となったドジョウは生活排水の

流入するコンクリ 2面柵渠水路で顕著に少ないこ

と、などを確認した。

（イ）　農業排水路における魚類生息場のポテン

シャル推定

千葉県谷津田域の調査データを利用して、タモ

ロコの仔魚、稚魚、成魚を対象に、水深、流れ、

水面幅、底質、植生被度に対する生息場適性指数

を作成した。これらの適性指数から土水路と柵渠

水路の生息場ポテンシャル（重み付き利用可能面

積を水面積で割った無次元量）を推定した結果、

土水路と較べて柵渠水路も低くはないポテンシャ

ルをもつことを確認した。

（ウ）　共通フィールドにおける魚類相の解明と

生息場ポテンシャルの解析

茨城県恋瀬川流域において、魚類相調査（2005

年 � 月～ 2006 年 �0 月に計 3回）を実施し、カワ

ムツ、トウヨシノボリ、モツゴを主体に 39 魚種

4,2�2 個体を確認した。「流域統合モデル」によ

る水深と流速の推定値を援用し、支川天の川流域

におけるカワムツとトウヨシノボリの生息場ポテ

ンシャルを推定した結果、2006 年 4 月～ 9 月に

かけての有効なポテンシャルはカワムツ稚魚と成

魚でそれぞれ �4％と 2�％、トウヨシノボリ稚魚

と成魚でそれぞれ 65％と 85％となった。

キ　引用文献

�) 小出水規行ら (2004)．魚類の生息分布に影響を

及ぼす農業排水路の環境要因－千葉県谷津田域を
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びアユの生息する中流域（夏期平均水温 20℃以

上）に分け、それぞれの水域において顕著にみら

れる人為的インパクトを抽出した。

ｂ　河川工作物が上流域 (ヤマメ生息域 )の生

物生息環境に及ぼす影響

栃木県鬼怒川の黒部ダム下流において、�992

年および 2002 年の調査データを比較し、河床状

態の時間変化を解析した。さらに、河床状態の異

なる場所において、ヤマメの発眼卵ふ化率および

餌生物の生息状況を調査した。

ｃ　土地利用状況と河川水質の関係

地形図解析および実地調査により、長野県浦野

川・依田川水系に設けた 40 調査地点の流域環境

情報を収集し、流域の土地利用状況と河川水質の

関係を解析した。

ｄ　水質変化が中流域 (アユ生息域 )の一次生

産力に及ぼす影響

流速および栄養塩濃度を調節した人工水路にお

いて付着藻類群落の現存量の時間変化を調査し

た。さらに、現存量の時間変化をロジスティック

モデルに当てはめることにより最大増加速度およ

び最大現存量を求め（阿部ら 2002）、それらと流

速および栄養塩濃度との関係を解析した。

（イ）　流域開発が湖沼生態系に及ぼす影響の把握

長野県浦野川・依田川流域に点在するため池群

をモデル水域とし、生物群集の種多様性に関連す

る環境要因を抽出した。また、モデル水域の栄養

構造に関する情報を得るため、採集した生物の炭

素安定同位体比を測定した。

ウ　研究結果

（ア）　流域開発が河川生態系に及ぼす影響の把握

ａ　河川上・中流域における人為的インパクト

主成分分析の結果、河川上・中流域は、標高の

ほかに（図 B��22-�）、土地利用の多様度および

傾斜によって区分できた ( 図 B��22-2)。中流域

は土地利用の多様度が高く、上流域では、急峻な

傾斜により、砂防堰堤等の河川工作物が数多く設

置されていた (図 B��22-�)。

ｂ　河川工作物が上流域 (ヤマメ生息域 )の生

物生息環境に及ぼす影響

黒部ダム下流では、基盤の露出する河床が多

くみられ、その数は、�0 年の間に増加していた

対象として－．河川技術論文集．�0：339-344．

2) 小出水規行ら (2005)．谷津田域における農業排

水路環境と生息魚類の現地調査 .農業工学研究所

技報．203：39-46．

3) 小出水規行ら (2005)．HEP 法による農業排水路

におけるタモロコの適性生息場の評価－千葉県

谷津田域を事例として－．河川技術論文集．��：

489-494．

4) 小出水規行 (2006)．農業水路・河川における魚

類生息場評価モデル．農における自然との共生Ⅱ．

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農

村工学研究所．�03-��6．

担当研究者（小出水規行 *、奥島修二、竹村武士、

森淳、山本勝利）

（２）　物質循環変化が湖沼河川生態系に及ぼす影響

の解明

ア　研究目的

川や湖は、漁業・利水・保養の場として、古

くより流域で生活する住民に利用されてきた。

一方、流域で生活する住民は、自らの生活を工

夫し、良質な水と多様な生物の生息する豊かな

水辺環境を守ってきた。しかし、近年の流域開

発は、住民の生活の安全と利便性を飛躍的に高

めた一方で、水や物質の流れを変え、川や湖の

生態系に甚大な被害をもたらしている。今後、

人の生活と自然のバランスを回復し、豊かな水

辺環境を維持していくためには、流域開発に伴

うリスクを明らかにし、リスクを軽減する新た

な流域管理対策を講じていくことが必要である。

そこで、本研究では、湖沼河川生態系に影響を

及ぼすことが予想される人為的インパクトを抽

出し、その影響について調査した。

イ　研究方法

（ア）　流域開発が河川生態系に及ぼす影響の把握

ａ　河川上・中流域における人為的インパクト

長野県浦野川・依田川水系をモデル水域とし、

地形図解析および実地調査によって、流域環境情

報を収集した。さらに、モデル水域を、ヤマメの

生息する上流域（夏期平均水温 20℃未満）およ
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（図 B��22-3）。また、露盤化した河床では、ヤ

マメ発眼卵のふ化率が低く（図 B��22-4a）、餌と

なる底生動物の現存量も低いことが分った（図

B��22-4b）。

ｃ　土地利用状況と河川水質の関係

クラスター分析の結果、調査地点は、流域にそ

れぞれ森林、水田および市街地の占める割合の高

い 3つのグループに区分された。さらに、それら

3 つのグループ間で河川水質を比較した結果、市

街地の占める割合の高い調査地点において、全窒

素および全リン濃度が著しく高くなっていた（図

B��22-5）。

ｄ　水質変化が中流域（アユ生息域）の一次生

産力に及ぼす影響

付着藻類群落の最大増加速度および最大現存量

は、共にリン酸濃度 0.0� ～ 0.02 mg/L の間で急

激に増加した（図 B��22-6a）。また、最大増加速

度は、流速 20 ～ 30 cm/s で最大となるのに対し、

図B1122-1　標高と夏季平均水温および堰堤数の関係 図B1122-2　河川上・中流域の環境特性

図B1122-3　河床の露盤化が観察

された場所の経年変化

図B1122-4　露盤化とヤマメ発眼卵のふ化率（a）

および底生動物の現存量（b）の関係

図B1122-5　流域の土地利用状況が異なる調査地点における全窒素 (TN)

および全リン (TP) の季節変化
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水域と残存する水域では、動物プランクトンの

炭素安定同位体比に有意な差が認められた（図

B��22-8）。

エ　考　察

（ア）　流域開発が河川生態系に及ぼす影響の把握

ヤマメの生息する上流域は、急峻な傾斜と数

多く設置された砂防堰堤等の河川工作物によっ

て特徴づけられた。渓流砂防が魚類に与える影

響は、落差を持った工作物による魚類の移動の

障害および護岸等による生息環境の改変が問題

とされてきた（玉井ら �99�）。本研究では、ダ

ムの設置により河床の基盤が露出する現象を明

らかにし、新たに露盤化と定義した。河床の露

盤化は、経時的に増加し、砂礫に産卵するヤマ

メ発眼卵のふ化率や餌となる底生動物の現存量

を減少させ、河川上流域に生息する魚類の産卵・

餌環境を著しく悪化させていることが明らかと

なった。

一方、アユの生息する中流域は、流域の土地

利用状況の多様化により特長づけられ、特に、

市街地化の進んだ流域の河川で、栄養塩濃度が

著しく高くなっていた。栄養塩濃度の増加は、

アユの餌となる付着藻類の増殖を促進する一方、

過剰な供給は付着藻類の大増殖を引き起こし景

観の悪化につながる。現在、日本の河川でも窒

素･リン管理の必要性が指摘されており、栄養塩

濃度と付着藻類の増殖との関係を明らかにし、

窒素・リンに関する河川独自の環境基準の策定

が求められている。本研究では、付着藻類の生

産力を最大増加速度と最大現存量によって指標

化し、いずれも比較的低いリン濃度 (0.0� ～ 0.02 

最大現存量は流速が速いほど抑制されることが分

かった（図 B��22-6b）。

（イ）　流域開発が湖沼生態系に及ぼす影響の把握

主成分分析の結果、動物プランクトン群集の

多様度は、コンクリート護岸率の増加に伴い低

下し、周辺林の被度と共に増加することが分かっ

た（図 B��22-�）。また、周辺林が伐採された

図B1122-6　付着藻類群落の最大増加速度および最大現存量とリン濃度 (a) および流速 (b) との関係 

図B1122-7　ため池の環境と動物プランク

トンの種多様度の関係

図B1122-8　周辺林の有無と動物プランク

トンの炭素安定同位体比の関係
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mg/L) で飽和することが分かった。日本の河川の

平均窒素（硝酸態窒素）およびリン（オルトリ

ン酸態リン）濃度は、それぞれ �.0 mg/L および

0.038 mg/L とされている（大垣ら 2005）。阿部

ら（2006）は、付着藻類の増殖が窒素濃度 0.3 mg/

L で既に飽和していることを報告しており、それ

らの研究と本研究の結果を考慮すると、日本の

河川の多くでは、既に栄養飽和状態にあること

が示唆された。すなわち、多くの河川では、栄

養塩の人為的な添加は、アユの餌環境の向上に

つながらず、むしろ、藻類の大増殖による景観

悪化を引き起こすことが懸念される。付着藻類

群落の最大現存量は流速の増加と共に減少する

ことから、河川の景観悪化を防ぐためには、栄

養塩類の排出量を削減すると共に流量管理を行

うことが重要と考えられる。

（イ）　流域開発が湖沼生態系に及ぼす影響の把握

ため池をモデル止水域として調査した結果、低

次生産者である動物プランクトンの種多様性は、

護岸の状態や周辺林の被度と関係していた。資源

の多様性は、消費者の多様性を高めることが期待

される（例えばArmbrecht et al. 2004）。よって、

湖沼の生物多様性の保全には、自然湖岸の維持と

湖畔林の保全が特に重要であると考えられる。ま

た、周辺林の伐採された水域と残存する水域では、

動物プランクトンの炭素安定同位体比に有意な差

が認められた。止水域の生物群集の多様性の維持

には、陸上由来の有機物が影響している可能性が

考えられる。

オ　今後の課題

（ア）　流域開発が河川生態系に及ぼす影響の把握

河川工作物の設置による河床露盤化のメカニズ

ムを明らかにし、露盤化を抑制する技術開発が必

要である。また、河川一次生産モデルと河川水質

モデルを統合し、流域開発が河川の水質、景観お

よび生物生息環境に及ぼす影響を定量的に評価す

るシステムの作成が必要と考えられる。

（イ）　流域開発が湖沼生態系に及ぼす影響の把握

護岸や湖畔林の状態と湖沼の生物多様性の関係

を定量化し、最適な護岸の状態や森林被度を推定

する手法の開発が必要と考えられる。

カ　要　約

（ア）　流域開発が河川生態系に及ぼす影響の把握

ヤマメの生息する上流域では、河川工作物の下

流で河床の露盤化が進行し、ヤマメの産卵環境お

よび餌環境の悪化が認められた。また、アユの生

息する中流域では、土地利用の多様化が進み、河

川の水質に影響を及ぼしていることが分かった。

付着藻類の増殖は比較的低い栄養塩濃度で飽和す

ることから、日本の河川の多くでは、栄養塩の人

為的流失は、アユの餌環境の向上よりも、藻類大

増殖による水辺環境の悪化を引き起こす危険性が

示唆された。また、藻類の増殖は流速によって制

御できることから、河川の富栄養化対策として、

栄養塩類の排出規制を行うと共に、流量管理を行

うことが効果的と考えられる。

（イ）　流域開発が湖沼生態系に及ぼす影響の把握

ため池をモデル止水域として調査した結果、動

物プランクトンの種多様性は、人工護岸の施工に

より低下し、周辺林の被度と共に増加することが

分かった。また、周辺林の伐採された水域と残存

する水域では、動物プランクトンの炭素安定同位

体比に有意な差が認められた。湖沼の生物多様性

の保全には、湖岸および湖畔林の保全が重要であ

り、陸上由来の有機物の供給が関係しているもの

と考えられる。
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隔とした混合培養実験（Alexandrium tamarense、

Heterocapsa triquetra）を行い（総負荷量は同じ）、

リン酸塩の間欠負荷が両種の種間競合に及ぼす影

響を検討した。

ｂ　陸域からの土砂の流出による粒度組成の変

化が河口沿岸域のベントスに及ぼす影響を検討し

た。メイオベントスおよびマクロベントスが含ま

れる泥質に異なる割合で砂および泥を負荷して飼

育し、その後のベントス動物群の生息密度および

組成を比較した。さらに、有機物として 3日毎に

(0.00�g/cm2) の魚類餌料を底泥に添加して 30日間

培養し、メイオベントス生息密度を比較した。

（イ）　河川からの物質負荷が沿岸域海水中の微

生物群集組成に与える影響の解明

ａ　河口−沿岸域の細菌群集組成の変動と環境

因子との関係の解明

200� 年７月から翌年の５月まで隔月毎に、三

重県五ヶ所湾において湾奥部の流入河川河口から

湾の中央部にかけて定点（St.� ～ St.3）を決め、

表層と底層から海水を採取した（図 B��23-�）。

試水中の微生物活性の指標として、加水分解酵

素：ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP) とβ -グ

ルコシダーゼ (Glc) の活性を蛍光アナログ基質の

分解速度により測定した。試水中の細菌群集組成

は懸濁粒子を 0.2 ～ �μm（浮遊細菌）と �μm 以

上（付着細菌）に分けて DNA を採取し、�6S rRNA

遺伝子を PCR で増幅し変成剤濃度勾配電気泳動

（Denaturant Gradient Gel Electrophoresis: 

DGGE）を行うことで調べた。DGGE の泳動パター

ンから、各月毎に測点間の群集組成の類似性を示

す樹形図を作成した。全試水中の細菌群集組成の

関係は準相関法（Correspondence analysis: CA）

（３）　陸域からの負荷の変動が沿岸域に生息する生

物の群集構造に及ぼす影響の解明

ア　研究目的

河口沿岸域は高い生物生産性を持ち、水産業を行

う上で重要な場であるとともに、国民の多くにとっ

て重要な生活環境であるため、その環境保全機能や

アメニティ機能の重要性が再確認されつつある。し

かし、この河口沿岸域は人口が集中する地域でもあ

るため、陸域における環境変動が、河川を経由して

様々な影響を及ぼす。この負荷は主に河川水を通じ

て起こるため、河口の水質環境を監視することは、

沿岸環境を保全する上で重要である。

河口沿岸域に棲息する生物の群集構造は、塩分、

栄養塩濃度の変化や懸濁粒子の増大など、様々な

河川水の影響に対して総体的に応答する。そのた

め生物の群集構造の変化は、中長期的な環境変動

の監視を行う場合に有用な指標であると考えられ

る。中でも水中の微生物群集は、大型の生物に比

較して環境変化に対する反応が早く、また陸起源

の難分解性有機物等の他の生物が利用しにくい物

質にも直接作用できる生物群である。そのため河

口域の海水中の微生物群集の組成は、流入する河

川水の影響を強く受けて変動することが予想され

る。しかしながら水中の微生物群集の組成につい

ては解析手法が確立されて日が浅く、河口沿岸域

における動態や変動要因については充分解明され

ていない。

本研究では、太平洋に面した小湾において、河口

沿岸域の海水中の細菌群集組成について時間的、空

間的変動を調べ、群集組成の変化に影響を与える環

境因子について明らかにする。降雨前後で河口付近

の海水中の細菌群集の活性、組成の変化を調べ、河

川水の流入が直接細菌群集に及ぼす影響についても

検討した。さらに、陸域からの負荷の変動が、沿岸

生態系の重要な構成者である植物プランクトン、ベ

ントスさらに陸域起源の有機物分解を担う微生物群

集などに及ぼす影響を明らかにする。

イ　研究方法

（ア）　河口・沿岸域の植物プランクトン及びベ

ントスに及ぼす陸域負荷変動の影響

ａ　リン酸塩の負荷頻度を１日および５日間 図B1123-1　調査水域
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により解析した。採水時の水温、塩分と試水中の

クロロフィル、無機態窒素塩類、溶存態有機炭素、

溶存態有機窒素、粒子状有機炭素、粒子状有機窒

素の各濃度と、従属栄養性微小鞭毛虫数を測定し、

これらの因子と細菌群集組成との関係を正準相関

法（Canonical correspondence analysis: CCA）

により解析した。

ｂ　河川水流入が河口域の微生物群集に与える

影響の解明

2004年７月20日（降雨前）と８月�8日（降雨後）

に、五ヶ所湾に流入する河川の河口３地点（�、F、G）

と河口から離れた対照地点 (S) において表層水を

採取した。試水中の全懸濁粒子から DNA と RNA を

採取した。これらの DNA、及び RNA から得られた

cDNA について上記と同様に PCR と DGGE を行い、

全細菌群集（DNA 由来）、及び活性の高い細菌群

集（RNA 由来）を調べた。

ウ　研究結果

（ア）　河口・沿岸域の植物プランクトン及びベ

ントスに及ぼす陸域負荷変動の影響

ａ　リン酸塩の負荷濃度と負荷頻度が植物プラ

ンクトンの動態に及ぼす影響

リン酸塩の負荷頻度の違いによって、2種の植

物プランクトンの増殖応答は異なり、H.triquetra 

の細胞密度が、高頻度時（�日間隔）に比べ、低

頻度時（5日間隔）には低めに推移したのに対し、

A.tamarense は逆に高めに推移した（図B��23-2）。

ｂ　粒度組成の変化および有機物の負荷がベン

トスの群集構造に及ぼす影響

新たな砂および泥をベントスが含まれる底泥に

負荷した場合、20日後のメイオベントスの生息密

度に有意な変化は認められなかったが、60 日後

では、泥分率の高い区で生息密度は最も高くなっ

た（図 B��23-3）。また、そのメイオベントスの動

物群組成は泥分率の違いによって時間の経過とと

図B1123-2　リン酸塩の間欠負荷に対する増殖応答の比較
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ンドが多く混在し、特徴が不明であった。そのた

め以下の解析は全て浮遊細菌について行った。

各月ごとに測点間の群集組成と水温、塩分、及び

加水分解酵素活性の関係を比べると、群集組成の類

似性と水温、塩分からみた水塊構造とが、多くの場

合対応していた（図B��23-6）。一方加水分解酵素の

活性は、�月のように河口（�S）で特に高い場合が多

く、群集組成の類似性とは対応していなかった。

CA 解析により全試水中の細菌群集組成を２次

元で配置した結果、細菌群集は第一軸の左右で

�、3、5月と、�、9、�� 月の２群に大きく分けら

れた（図 B��23-�）。さらに成層期である 5、�、9

月では、5 月の底層水 (2B、3B) と �、9 月の表層

水 (�S、2S、3S) が第２軸上方に配置された。

CCA 解析により細菌群集組成と環境因子の関係

を調べた結果、水温（Temp）が第一軸方向に最

も強い因子として抽出された（図 B��23-8）。第

一軸（水平方向）に沿って各月の細菌群集が �

月から順に配置される傾向があり、季節変化は

もに変化し、実験開始 20 日後ではどの実験区で

も多毛類が著しく増加したが、40日後では泥分率

の低い区でノープリウスが多く出現し、60 日後

には、泥分率が低いほど底生性カイアシ類がメイ

オベントス個体数に占める割合が高くなった（図

B��23-4）。有機物添加実験では、添加区のメイオ

ベントスは 20日で対照区の 2倍まで増加したが、

その後は対照区と同レベルとなった。

（イ）　河川からの物質負荷が沿岸域海水中の微

生物群集組成に与える影響の解明

ａ　河口沿岸域の細菌群集組成の変動と環境因

子との関係の解明

浮遊細菌群集（＜ �μm）では、採取時季（月）と

表層（S）底層（B）による群集組成の違いが顕著に観

察された（図 B��23-5）。一方、同じ月の表層水（�S、

2S、3S）では、河口から湾中央部まで共通のバン

ドが多く観察され、湾内の水平的な組成の違いは

小さかった。付着細菌群集（＞ �μm）では検出さ

れたバンド数が少なく、また浮遊細菌と共通のバ

図B1123-5　各試水中の細菌群集組成（DGGE 像）

図B1123-6　細菌群集組成と水温、塩分及び加水分解酵素活性

図B1123-7　CA 解析プロット

図B1123-8　CCA 解析プロット



― �62 ―

主に水温に影響されていることが示された。一

方第二軸方向には、粒子状有機炭素 (POC) が最

も強く、次いで硝酸 + 亜硝酸濃度 (NO2+3)、及び

従属栄養微細鞭毛虫数 (HNF) が乱数を与えた場

合よりも有為な因子として抽出された。5、�、9

月には表層と底層の細菌群集が第二軸（上下方

向）に分かれ配置されており、水深による群集

組成の変化に、これらの環境要因が関係してい

ることが示唆された。

ｂ　河川水流入が河口域の細菌群集に与える影

響の解明

降雨前（20th Jul）は、河口と対照地点とで細

菌群集組成にほとんど差がなく、活性が高い細菌

（RNA 由来）として２本のバンドが検出された（図

B��23-9）。降雨後（�8th Aug）では、河口（�、F、

G）ではバンド＃�が弱くなり、相対的にバンド＃2

が強く検出された。逆に河口からやや離れた対照

地点（S）ではバンド＃ �が非常に強く検出された。

これらのバンドの塩基配列を調べた結果、バンド

＃�はラン藻のSynechococcus sp.と、バンド＃2

はα−プロテオバクテリアのRoseobacter sp. と

相同性が高かった。

エ　考　察

（ア）　河口・沿岸域の植物プランクトン及びベ

ントスに及ぼす陸域負荷変動の影響

ａ　リン酸塩の負荷濃度と負荷頻度が植物プラ

ンクトンの動態に及ぼす影響

リン酸塩の添加間隔の違いによって、2種の植物

プランクトンAlexandrium tamarense、Heterocapsa 

triquetra の割合が変化したことから、リン酸塩の

負荷頻度の違いが植物プランクトンの動態に影響

することが示唆された。今回の実験からは、リン

酸塩の負荷頻度の違いよって優占種が交替すると

いう明瞭な結果は得られなかったが、2種の渦鞭毛

藻間でリン酸塩の間欠負荷に対する増殖応答が異

なることは確認された。このことを模式的に示す

と図B��23-�0のようになる。今回の実験では間欠

負荷として 5日間隔のみについて検討したが、負

荷の周期や振幅の条件が変わると、H.triquetra の

個体群の縮小がさらに促進され、逆にA.tamarense

はより長期間に渡って、ある程度の規模の個体群

を維持するという場合が生じる可能性も考えられ

ると思われる。

ｂ　粒度組成の変化および有機物の負荷がベン

トスの群集構造に及ぼす影響

河口域に台風等により新たな土砂が負荷された

場合、メイオベントスの動物群組成は粒度組成に

応じて変化し、泥質では線虫類が卓越し、砂の割

合が高くなるに応じて底生性カイアシ類の割合が

高くなると考えられた。また、河川からの有機物図B1123-9　降雨前後の全細菌群集組成（D）

と活性の高い細菌群（R）

図B1123-10　栄養塩の間欠負荷が種間競合に及ぼす影響（模式図）



― �63 ―

と考えられる。

高水温季では、表層と底層の群集組成の違いに

関係する環境因子として、粒子状有機物や硝酸＋

亜硝酸塩濃度のような栄養環境に関係する因子、

即ちボトムアップ効果と、細菌捕食者数、即ちトッ

プダウン効果の両制御機構が CCA 解析から示唆さ

れた。海水中の細菌群集を制御する機構として両

者はともに重要であり（Thingstad 2000）、相補し

合って群集組成を変化させていると考えられる。

本調査水域では、河口付近の有機物分解酵素

活性が高かったことから、河川水の流入は海中の

微生物群集に何らかの影響を与えていたと考えら

れる。しかしながら細菌群集の組成に変化は見ら

れなかった。河口での活性と組成の変化が一致し

なかった理由の一つとして、河口域では一部の菌

が河川水流入の影響を受けて活性を変化させるこ

とが示唆された。今回、降雨後に河口海水中で活

性化する菌として検出されたRoseobacter の仲間

は、他の冨栄養な河口域や (Rooney-Varga et al. 

2005)、植物プランクトンのブルーム中 (Riemann 

et al. 2000) 等で検出されており、有機物や栄養

塩の多い環境に適した性質を持っている可能性が

ある。

以上の結果から、河口沿岸域の海水中の細菌群

集組成は水温の影響を大きく受けて変化し、さら

に海水中の栄養源や捕食者によっても制御されて

いることが示された。また、河川水の流入により

一部の種類の菌が活性化するが、細菌群集全体の

組成は大きく変化しないことも示された。今回調

査を行った水域は、人為的負荷が少なく、また外

洋水の影響が強い水質の良好な場である。一方同

じ五カ所湾内でも、魚類養殖が行われている別の

枝湾で本研究と同様の調査・解析を行った結果、

細菌群集組成に養殖活動に関係すると考えられる

影響がみられた。都市排水や農業畜産排水等、人

為的な負荷の大きい河川水が海域に流入した場合

は、沿岸海域の細菌群集組成に変化が生じること

が推測される。

オ　今後の課題

（ア）　河口・沿岸域の植物プランクトン及びベ

ントスに及ぼす陸域負荷変動の影響

河口域に何等かの要因による負荷があった場合

の継続的な負荷によりメイオベントスの生息密度

は一時的に変動するが、実験で想定したレベルで

は著しい影響は受けないと考えられた。

（イ）　河川からの物質負荷が沿岸域海水中の微

生物群集組成に与える影響の解明

今回調査を行った五カ所湾では、細菌群集組成

は水温と関係して顕著な季節変動を示した。また

成層期には表層と底層で細菌群集組成が異なり、

その変化には海水中の栄養環境や捕食者が関係し

ていることが示された。一方、湾奥の河口付近と

湾中央部の細菌群集組成は大きく違わず、本湾で

は河川水の流入が細菌群集組成に与える影響は小

さいことも示された。北米や欧州等の大陸では河

川の勾配が緩く、河口域で河川水と海水が混合し

た状態での滞留時間が長い。そのため河口域独自

の組成を持った細菌群集が形成される（Crump et 

al. 2004、Bouvier & del Giorgio 2002）。しかし、

本調査水域のように日本で多く見られる急勾配の

地形から海へ流入する河川では、混合水域の滞留

時間が短く、独自の組成を持った細菌群集は形成

されにくいと考えられる。

Crump et al.(2004）は河口域で独自の群集組

成を持った細菌群が発達するのは、細菌群集の倍

加時間が混合水の滞留時間よりも短い場合であっ

たと報告している。本調査水域での海水の滞留時

間は、塩分収支によるボックスモデルから夏季が

5～ 6日、冬季が �.5 日程度と見積もられている。

一方 3H- チミジンの取り込み速度から推定した細

菌の倍加時間は夏季で 0.8 ～ � 日程度、冬季で 2

～ 3 日程度となる（未発表データ）。これらの結

果からみて、冬季には河口域の環境に適応した

細菌種が増えるよりも、海水交換により湾中央部

の群集と入れ替わる方が早かったため、調査水域

内でほぼ一様の群集組成が観察されたと考えられ

る。一方夏季は細菌の分裂速度が海水交換速度に

対して相対的に早かったので、その場の環境条件

に適応した細菌が増えることができたために、群

集組成に変化が生じたと考えられる。温帯域の沿

岸海水中の細菌の増殖速度は水温によって強く制

御されている（Shiah & Ducklow �994）。CCA 解

析では水温が他の因子からほぼ独立して第一軸に

関係する因子として抽出されたことからも、細菌

の増殖速度が群集組成の変化に強く関わっていた
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を想定し、栄養塩の負荷頻度の変化と植物プラン

クトンの種間競合、粒度組成の変化とベントス組

成等の関係を検討したが、それぞれの事柄を関係

付けるモデルの構築が必要である。そのためには

様々な環境要因の負荷の変動に対する沿岸生態系

の重要な構成者である植物プランクトン、ベント

スおよび微生物群集の関係について定量的なデー

タをさらに蓄積する必要がある。

（イ）　河川からの物質負荷が沿岸域海水中の微

生物群集組成に与える影響の解明

河口沿岸域の海水中の細菌には、河川からの物

質流入に対して強く反応する種類があることが明

らかになった。今後、このような特徴を持った細

菌種に焦点を絞って調査研究を行ない、陸域から

の負荷の変動が沿岸海水中の細菌群集に与える影

響を明らかにする必要がある。

カ　要　約

（ア）　河口・沿岸域の植物プランクトン及びベ

ントスに及ぼす陸域負荷変動の影響

陸域からの負荷の変動が、河川を経由して沿岸

生態系の重要な構成者である植物プランクトン、

ベントスさらに陸域起源の有機物分解を担う微生

物群集などに及ぼす影響を実験および現場調査か

ら検討した。リン酸塩の負荷頻度を変えて 2 種

類の植物プランクトン（Alexandrium tamarense、

Heterocapsa triquetra）の混合培養実験を行い、

リン酸塩の間欠負荷が両種の種間競合に及ぼす影

響を検討した。リン酸塩の負荷頻度の違いによっ

て、2 種の植物プランクトンの増殖応答は異な

り、その割合が変化したことから、リン酸塩の負

荷頻度の違いが植物プランクトンの動態に影響す

ることが示唆された。陸域からの土砂の流出によ

る粒度組成の変化が河口域のベントスに及ぼす影

響を検討するため、ベントスが含まれる泥質に異

なる割合で砂および泥を負荷して飼育し、その後

のベントス動物群の生息密度および組成を比較し

た。メイオベントスの動物群組成は泥分率の違い

によって時間の経過とともに変化し、砂の割合が

高くなると底生性カイアシ類の占める割合が高く

なった。有機物の継続的な添加実験の結果、実験

で想定したレベルではメイオベントスの生息密度

に著しい影響は認められなかった。

（イ）　河川からの物質負荷が沿岸域海水中の微

生物群集組成に与える影響の解明

陸域からの負荷の変動が沿岸域に生息する生物

の群集構造に及ぼす影響を明らかにすることを目

的として、三重県五カ所湾において海水中の細菌

群集組成の変動と水質環境因子との関係、及び河

川水の流入が細菌群集の活性・組成変化に与える

影響を調べた。その結果、海水中の細菌群集組成

は顕著な季節変動を示し、その変化は水温の変化

と強く関係していた。また成層期には表層水と底

層水で細菌群集が異なっており、その群集組成の

変動には、粒子状有機物と無機態窒素濃度の２つ

の栄養環境因子と、細菌捕食者数が関係していた

ことが示唆された。湾奥の河口付近では高い微生

物活性が観察されたが、細菌群集組成に変化は見

られなかった。その原因の一つとして、河川水の

流入により一部の種類の細菌が一時的に活性を変

化させていることが示された。今後、これらの細

菌種の変動を調べることで、陸域からの負荷が沿

岸域の生物群集に与える影響をより明瞭に捉えら

れるようになることが期待される。
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（４）　外海性浅海砂浜生態系における栄養有機物の

動態の解明

ア　研究目的

日本海沿岸に展開する外洋に面した広大な砂浜

海岸（外海性浅海砂浜域）は、遊漁や保養等のレ

ジャーの場を提供するとともに、水産有用種を含

むさまざまな底生動物の生息場となっており、増

殖場としての有効利用も期待されている。本海域

には多数の河川が流入するため、海域の生態系は

海産有機物に加え、河川水を通じて陸源有機物の

影響を受け、その一部は底生動物の栄養有機物と

なっていることが予想される。そこで本研究では、

新潟県沿岸の河口域を含む外海性砂浜域を対象

に、炭素・窒素安定同位体比分析を活用して、海

洋や陸域から供給される有機物質の堆積範囲や底

生動物に与える影響の解明を行う。さらに新潟海

域で得られた結果と太平洋岸の外海域および内湾

での結果とを比較し、海域ごとの有機物源の特徴

を明らかにする。

イ　研究方法

（ア）　調査海域

新潟県沿岸域における陸源有機物の拡散範囲を

把握するため、上越沖から村上沖に至る陸棚域で

堆積有機物を採集した。また海域の有機物供給に

占める陸源有機物寄与率の季節変化を明らかにす

るため、新潟県北部荒川河口沖を定点として、堆

積物と底生動物の周年採集を実施した。さらに対

照海域として、利根川河口沖（犬吠埼周辺海域）

および愛知県知多湾における堆積有機物の安定同

位体比分析を行った（図 B��24-�-A）。なお新潟

沿岸の調査は日本海区水産研究所の調査船みずほ

丸（�56t）により行い、対照海域の試料採集は利根

川河口沖：中山哲嚴氏（水産工学研究所）、知多湾：

児玉真史氏（中央水産研究所）により実施された。

（イ）　採集方法

海底砂泥はスミス・マッキンタイア型採泥器（採

泥面積 0.05m2）により採集後、船上にて、コア（直

径 3cm）を用いて上層 �cm の分画を抽出し、堆積

有機物の分析に供した（図 B��24-�-B,C）。大型

底生動物は O.R.I. 型ドレッジ（間口 �m、内網目

合い 5mm）を �0 分間曳網して採集した。試料は

すべて凍結後、研究室へ搬入した。また Riera 

et al.(�996) に従い海底砂泥から底生珪藻類を

抽出し、安定同位体比分析に供した。

図B1124-1　調査海域図（A）および採泥器（B）と採集堆積物へ挿入したコア（C）。



― �66 ―

（ウ）　分析方法

分析試料は、凍結乾燥後、希塩酸（�N）で脱灰、

アセトンで脱脂後、デシケータ内で乾燥させ、元

素分析計（Carlo Erba EA��08）に接続された質

量分析計（FinniganMAT deltaC）による炭素・窒

素安定同位体比分析に供した。同位体比は下式に

より、標準試料（炭素：PDB、窒素：大気中窒素）

からの同位体比の差の �000 分率に換算した。

炭素安定同位体比δ�3C、窒素安定同位体比

δ�5N(‰ )＝｛（R試料／ R標準）-�｝× �000

ただし R＝ �3C/�2C または �5N/�4N

なお、使用機器の分析誤差（標準試料を繰り返

し測定した際の分析値の最大ふれ幅）はδ�3C が

0.�5‰、δ�5N が 0.35‰であった。

ウ　研究結果および考察

（ア）　主要有機物の炭素安定同位体比

沿岸域では底生動物の餌料有機物の候補とし

て、陸域から流入する粒状有機物と海洋基礎生産

物が挙げられる。このうち陸源有機物は陸生植物

の破片として、河口を中心とした海底に広く堆積

することが観察されている。また、調査海域とし

た外海砂浜域においては付着基質が乏しいため、

大型海藻類は大規模に繁茂できず、アオサ類等が

破片として時折採集されるに過ぎない。このため、

海洋の基礎生産には海産植物プランクトンと底生

珪藻類等の微細藻類が重要な役割を果たすと予想

される。

分析の結果、これら有機物源の炭素安定同位体

比は各グループによりきわめて特徴的な値を示し

た（図 B��24-2）。すなわち陸生植物片は -28 か

ら -2�‰であったのに対し、海産植物プランクト

ン（-20‰前後）と底生珪藻類（-�6‰前後）では

炭素安定同位体比が顕著に上昇した。また、その

値は有機物源グループごとに離散的に分布して重

複がないため、底生動物の餌料源の推定を容易に

することが判明した。

（イ）　新潟沿岸域における堆積物有機物の炭

素・窒素安定同位体比

新潟県沿岸域における堆積物の炭素安定同位

体比は陸棚域全体にわたり低い値であった（図

B��24-3）。これは陸源有機物の広範囲な堆積を示

しており、特に新潟県北部海域では距岸 20km 以

上にわたり陸源有機物の寄与率 50% 以上の堆積物

が観察された。当該海域には信濃川、阿賀野川を

中心とした大小多数の河川が流入するため、陸源

物質を主体とした陸棚堆積物が発達すると考えら

れる。一方、堆積物の窒素安定同位体比は沖合海

域でやや高くなるものの、多くの調査点で 3‰以

下と低い値を示した。

（ウ）　新潟沿岸域における炭素安定同位体比の

季節変化

新潟県荒川沖水深30m調査点における表面塩分と

有機物・底生動物の炭素安定同位体比の季節変化を

図B��24-4に示す。荒川は東北地方山岳部に源流を

有すため、１年のうち特に春季の雪解け時に河川

図B1124-2　新潟県荒川河口沖における主要有機物の炭素安定同位体比（平均値±標準偏差）の分布（左）と

抽出された底生珪藻類の SEM 画像（右）。

有機物はそれぞれ A：陸上高等植物枯死片、B：海底堆積有機物、C：海産植物プランクトン、

D：海産底生珪藻類、E：海藻破片（アオサ類）、F：海草破片（アマモ類）を示す。
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図B1124-3　新潟県沿岸陸棚域における堆積有機物の炭素・窒素安定同位体比の分布（2006 年 5 月）。

炭素安定同位体比が沖合域でもきわめて低いことに注意。

図B1124-4　新潟県荒川沖水深 30m 調査点における表面塩分（A）と、堆積有機物（B）、近底層懸濁有機物（C）、

二枚貝類：アラスジソデガイ（D）、二枚貝類：マツヤマワスレ（E）の炭素安定同位体比の季節変化。

流量が増加し、沿岸水の塩分低下が観察された（図

B��24-4-A）。塩分低下に伴い、懸濁・堆積有機物の

炭素安定同位体比も低下する傾向が見られたが（図

B��24-4-B,C）、これは陸域から流入した多量の陸源

物質の沈降、堆積を示していると考えられる。

このような春季における陸源物質の多量の負荷

に連動して、一部の底生動物では体組織の炭素安定

同位体比が低下する傾向にあった。たとえば小型

二枚貝類のアラスジソデガイ（Saccella sematensis）

では、炭素安定同位体比が春季から夏季に-24‰近
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図B1124-5　新潟県荒川河口沖における主要底生動物の炭素・窒素安定同位体比マップ（平均値±標準偏差）。

2005 年 2 月から �2 月の平均値。黒丸（●）は水深 30m 調査点、四角（□）は水深 60m 調査点を示す。

底生動物はそれぞれ A: サクラガイ、B: マツヤマワスレ、C: ハナガイ、D: アラレガイ、E: ブンブ

クチャガマ、F: モエビ、G: トゲトゲツノヤドカリ、H: バイ、I: ササウシノシタ、J: アカシタビラメ、

K: フタホシイシガニ、L: オオニセモミジ、M: アラスジソデガイ、N: ソリタママキガイ、O: 多毛類、

P: マクラガイ、Q: 多毛類、R: アカウオ、S: テナガテッポウエビを示す。

水深 30 ｍでは底生動物の炭素安定同位体比は -20 から -�6‰の範囲に位置し、底生珪藻類や植物

プランクトンが主要餌料と考えられる、一方、より深所では炭素安定同位体比が低い方へシフト

しており、底生珪藻類の影響は小さくなっていることが読み取れる。
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くまで低下するが（図B��24-4-D）、これは本種の餌

料の一部として海底に堆積した陸源物質が利用され

ていることを示唆している。一方、他の多くの底生

動物の炭素安定同位体比は顕著な周年変動をせずに

-20‰以上を示すことから（図B��24-4-E）、海域全

体の栄養有機物源としては植物プランクトンや底生

珪藻類等の海洋基礎生産者が重要な役割を担ってい

ると判断される。

（エ）　新潟沿岸域における食物網の構造

新潟県荒川沖水深 30m および 60m 調査点におけ

る底生動物の炭素・窒素安定同位体比マップを図

B��24-5 に示す。浅所（水深 30m）における炭素

安定同位体比（平均 -��.�‰）は、沖合底（水深

60m）の値（平均 -�9.�‰）に比べて有意に高く

（Mann-Whitney's test、 p<0.05）、底生珪藻類の

炭素安定同位体比に近い値をとることから、底生

動物の餌料源としては植物プランクトンよりも底

生珪藻類の寄与が大きいと考えられる。

沖合域餌料源における底生珪藻類の寄与率の低

下は、水深増大にともない海底へ到達する光量が

減少し、底生珪藻類の現存量・生産量が著しく低

減するためと推察される。実際、底生珪藻類は水

深 50m を越す陸棚底からも得られているが（Round 

�9��）、活発な増殖をおこなうのは光量が豊富な

浅海域に限られるであろう。底生珪藻類が底生動

物の餌料として重要であることは、これまで主に

潮間帯、特に干潟域の研究で明らかにされてきた

（小池ほか �989；門谷 2000）。しかしながら、近

年、瀬戸内海の水深 30m までの内湾域で行われた

調査では、底生珪藻類を含む海底での基礎生産が

底魚類の食物網の起点として重要であることが示

唆されている（Takai and Mishima 2002）。同様に、

本調査海域のような外海砂浜海岸においても、潮

下帯の浅所では底生珪藻類が基礎生産者として主

要な役割を果たすと考えられる。

窒素安定同位体比は栄養段階の上昇とともに増

加するため、同一分類群内でも、食性によりその

値が大きく変化する。たとえば、貝類（軟体動物）

においては、懸濁物食または堆積物食の二枚貝

類が 4 から 5‰を示したのに対し、肉食性巻貝類

のバイやマクラガイでは 8‰以上に達した。また

食物網において、� 栄養段階あたりの窒素安定同

位体比の上昇率として 3.2‰（Peterson and Fry 

�98�）を適用すると、最下位にあるサクラガイと

最上位のオオニセモミジ（ヒトデ類）とは 2.� 栄

養段階離れると計算される。これにより海域には

少なくとも 3次消費者までが生息すると推察され

た。

（オ）　対照海域における有機物の炭素・窒素安

定同位体比

利根川河口沖の窒素安定同位体比は新潟海域

と同様に低いものの、炭素安定同位体比は高く、

図B1124-6　利根川河口周辺海域における堆積有機物の炭素・窒素安定同位体比の分布

（2005 年 �� 月）。新潟沖に比べ炭素安定同位体比は高い値を示す。
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図B1124-8　新潟沿岸海域と知多湾における主要貝類の炭素・窒素安定同位体比マップ（平均値±

標準偏差）。新潟沿岸は 2005 年 2 月から �2 月の平均値、知多湾は 2006 年 5 月のデータ。

貝類はそれぞれ A: サクラガイ、B: アラスジソデガイ、C; ソリタママキ、D: ハナガイ、

E: アラレガイ、F: バイ、G: マクラガイ、H: アサリ、I: サルボウ、J: ツメタガイを示す。

図B1124-7　愛知県知多湾における堆積有機物の炭素・窒素安定同位体比の分布（2006

年 5 月）。新潟沖に比べ窒素安定同位体比が著しく高いことに注意。
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-23.5 から -20.�‰であった。また炭素安定同位

体比から推定される陸源有機物の堆積範囲は、主

に犬吠埼周辺の小範囲に止まり、陸源物質の影響

は距岸 �0km 以下と考えられた（図 B��24-6）。新

潟県北部海域と同様に大河川河口域でありなが

ら、陸源堆積物の発達が弱い背景には、日本海と

は異なる海洋環境が影響していると考えられる。

その要因のひとつとして黒潮の影響が挙げられよ

う。すなわち利根川から大量に供給された有機物

の多くは、北東方向への強い流れにより沖合方向

へ早期に拡散してしまい、陸棚域への局所的な堆

積が妨げられると推測される。

外海域とは全く対照的な海洋環境にある内湾

（知多湾）では、炭素安定同位体比、窒素安定同

位体比ともに新潟海域よりも高くなる傾向が見ら

れた（図 B��24-�）。特に窒素安定同位体比は湾

内全域で5‰以上の値が観察された。これに伴い、

底生動物の窒素安定同位体比も新潟海域よりも顕

著に高い値を示した。すなわち、堆積物食あるい

は懸濁物食性二枚貝の窒素安定同位体比は新潟県

荒川沖では 4 から 5‰程度であるのに対し、知多

湾では ��‰に達した（図 B��24-8）。一般に沿岸

堆積物における窒素安定同位体比の上昇原因とし

て、同位体比の高い物質を含む生活排水の流入

や、多量の有機物負荷に伴う貧酸素状況下での脱

窒の進行（和田 �986；和田 2004）が想定される。

都市圏を貫流する矢作川河口に位置する知多湾で

は、このような原因が複合して、外海域とは異なっ

た同位体比分布を呈すると考えられる。

エ　今後の課題

本研究の結果、外海浅海域においては陸源物質

が直接的に底生動物の餌料となっている可能性

は低いと考えられた。実際、海洋生態系において

陸域から供給された粒状有機物がそのまま底生

動物の餌料となる報告はきわめて少ない。一例

として、フランス大西洋岸のマガキCrassostrea 

gigas では、湾奥部においては餌料源として陸源

有機物の影響が大きいものの、沿岸域では、海

産植物プランクトンや懸濁した底生珪藻類が主

要な餌料であると報告されている（Riera and 

Richard �99�）。陸源物質の食物網へ取り込み

には、安定同位体比分析の適用が困難な微生物

やメイオベントスが関与している可能性があり、

微生物ループを含む食物網の詳細な解明は今後

の重要な研究課題であろう。

比較的大型の底生動物を中心とした浅海底食物

網の起点としては、底生珪藻類の重要性が示され

た。次の研究展開方向としては底生珪藻類の動態、

とりわけその生育を支える栄養塩の供給機構の解

明が必要となろう。たとえば木暮・佐藤（�99�）

は新潟市の外海砂浜汀線付近において、高濃度栄

養塩に富む陸域からの滲出地下水を観測している

が、これは底生珪藻類の栄養塩供給源候補のひと

つと目される。

安定同位体比分析に関しては近年、捕食者と被

食者間の同位体比の上昇率（濃縮係数）が生物

種により異なることが見いだされている（松原 

�99�）。実際問題としてさまざまな海産生物を飼

育実験して濃縮係数を算定することは困難である

が、少なくともヒラメ・カレイ類等の異体類や肉

食性貝類といった大きなグループから代表的な種

（キーストーン種や優占種）を選択し検討する必

要はあろう。また餌の安定同位体比が捕食者の体

組織に反映されるのに要す時間（ターンオーバー

タイム）に関しても知見が少なく、今後の詳細な

研究が待たれる。

オ　要　約

安定同位体比分析の結果、新潟県北部沿岸域で

は河口から沖合 20km 以上にわたり陸源物質の強

い影響が認められた。このような陸源物質は河川

流量の増大に伴い増加し堆積するが、多くの底生

動物では陸源物質の直接的な取り込みは認められ

ず、底生珪藻類や植物プランクトンが主要な餌料

になっていると推察された。また、対照海域の利

根川河口沖では新潟沖に比べ陸源物質の影響範囲

が小さいこと、内湾（知多湾）では外海域に比べ

堆積物や底生動物の窒素安定同位体比が著しく高

くなることが明らかとなった。
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１　生態系に関するデータベース

（１)　景観構造に関する調査・情報システムの開発

とそれを活用した生物相の変動評価

ア　研究目的

我が国において人間活動と自然環境との調和を

図り、自然と共生した国土を形成していく上で、

農林業が非常に重要な役割を担う。これは、国土

の約７割を森林が、他の２割弱を農用地が占めて

いることによる。また、我が国の自然環境の多く

は数千年にわたり農林業を通じて維持・管理され

てきた二次的自然であるため、農林業の在り方は

自然環境に直接的な影響を及ぼす。とくに農村地

域においては、水田稲作を中心とした農業が発展

し、水田を中心とした環境が形成されている。こ

のような環境は、浅い止水域（守山，�99�a）と

しての水田自体だけでなく、水路、ため池、畦畔

など水田に付随する空間、さらには水田と森林

のエッジなども、それぞれ重要な生物生息空間

となっている（宇田川編，2000）。しかしながら、

第二次世界大戦後の農村環境は大きく変容した。

農業生産性向上のための土地改良、都市的開発、

さらに減反や過疎化・高齢化等に伴う耕作放棄の

発生などである。これらの農村環境の変化は、そ

こに成立していた生物生息空間にも非常に大きな

影響を及ぼしている。

こうした中、農林業が持つ多面的機能への期待

が高まり、里山に代表される農村の二次的自然の

重要性が指摘されている。特に、農村の健全な生

態系の保全と再生を図り、そこに生育・生息する

希少な生物や身近な生き物を保全しうる、自然と

の共生を可能とする農林業の在り方が模索されて

いる。農林業と自然との共生を図るには、生態系

の現状の把握、ある状態の変化が生態系に及ぼす

影響の予測、対象地が持つ生物生息に対してのポ

テンシャルの推定をタイムリーに行う必要があ

る。そのためには、生態系の状態を適切にモニタ

リングすると同時に、周辺の環境変化との関連性

を検討することが不可欠である。その際、遺伝子

レベルから景観レベルまで複数のレベルから構成

される生物の多様性を統合的に把握し、把握され

る生物相の変化が、全体的な傾向なのか、局所的

な現象なのか等について的確な判断を可能とする

ようなシステムの構築が必要である。

以上のことから、本課題では、農村の環境及び

生物相に関するモニタリングデータを統合的に集

積・解析するための調査・情報システムの構築

と、それを活用した生物相の生息ポテンシャル評

価及びその変動評価を目的とした。なお、本課題

は 2005 年度に実施した課題の整理により２つの

課題を統合し、次の３つの部分から構成される。

（ア）　流域圏農業環境における生物多様性に関す

る戦略的調査・情報システムの開発（B�2��：

2002 ～ 2004 年度、農業環境技術研究所生物環

境安全部植生研究グループ）：客観的に区分し

た我が国の農業生態系からサンプリングしてモ

ニタリング地区を決め、そこで詳細な土地被覆

や植生のデータを収集し、植生および植物分布

等の変化傾向を推定する枠組みとして調査・情

報システムを構築する。

（イ）　水系網の改変に伴う農業集落の緑地配置の

変化が生物相に及ぼす影響の解明（B2�22：2002

～ 2004 年度、農業工学研究所農村環境部生態

工学研究室）：水田周辺の水系網の改変に伴う

農村環境の変化と、水系網の改変が水域および

その周辺の生物相に及ぼす影響を解明する。

（ウ）　景観構造に関する調査・情報システムの開

発とそれを活用した生物相の変動評価（B�2��：

2005 ～ 2006 年度、農業環境技術研究所生物安

全部植生研究グループ、生物多様性研究領域）：

調査・情報システムの汎用化を図り、それを活

用してチョウ類、鳥類の生息ポテンシャル評価

手法を開発し、茨城県恋瀬川流域を対象に生息

ポテンシャルの変動を評価する。

イ　研究方法

（ア）　流域圏農業環境における生物多様性に関

する戦略的調査・情報システムの開発

ａ　調査・情報システムの枠組み

本 研 究 で は、 英 国 で の Countryside 

Information System（CIS）及びCountryside Survey

（CS）（Barr et al. �993、Bunce et al. �996）の

第２章　農林水産環境情報データベースの構築
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例を参考に、調査・情報システムを構築した。

CIS 及び CS は、英国の国土の大部分を占める農

村地域の環境変動を的確にモニタリングすること

を目的に構築されたものであり、その基礎は自然

立地条件や社会条件をもとに１km ×１km のメッ

シュ単位で国土を区分して得られた 32 のランド

クラスである。各クラスからサンプリングされた

モニタリングメッシュ（�990 年度調査では全体で

508 メッシュ）において、植生その他のデータが

集積され、各クラスにおける植生や土地被覆、ヘッ

ジローなどの景観構成要素の状態を推定すること

はもとより、国土全体の農村地域での植生変化や

クラス間での状態の比較などが可能となるシステ

ムとなっている。これらを統合的に利用すること

で、土地利用や植生を中心として生物生息地の変

化を的確にモニターすることができると同時に、

社会経済的な条件を加えた土地利用変化のシナリ

オ作成やそれを利用した環境変化の予測に役立っ

ている（たとえば Stott，200�）。

本研究では、CIS 及び CS を参考に、客観的に

区分した我が国の農業生態系からサンプリングし

てモニタリング地区を決め、そこで詳細な土地被

覆や生物相に関するデータを収集することを目的

に調査・情報システムを構築することとした。

ｂ　数値地図情報を利用した農業生態系の区分

まず、全体のフレームを構築するため、数値地

図情報等を用いて全国農業生態系の区分を試み

た。こうした国土区分は、すでにいくつかの視点

からなされている。たとえば、環境庁により公表

された生物分布に関する「生物多様性保全のため

の国土区分（環境庁，�999）」、農林水産技術会議

事務局編（�964）による農業生産の視点からの国

土区分、Takeuchi, et al.（�990）による数値地

図情報を用いた統計的な国土の自然環境区分など

である。

本研究では、標準地域メッシュ（３次メッシュ）

単位で客観的に国土全体を区分することとした。

まず、国土全域から２次メッシュの交点により

サンプリングしたサンプル３次メッシュ（3,62�）

を対象に、気象、土壌、地質、地形、植生、交通

立地の因子（�06 カテゴリー）に対するマトリク

スを作成し、これに群集生態学などで分類手法と

して利用される TWINSPAN（Hill, �9�9）を適用

してて 60 クラスに区分した。この結果に基づき、

類型先（クラス）を被説明変数、関係因子を説明

変数とする判別モデルを作成して全国の３次メッ

シュに適用し、国土全域を 60 クラスに類型した。

森林域及び都市域が卓越するクラスを除いて、農

業景観を最終的に 46 クラスに区分している。

ｃ　土地被覆・植生変化のモニタリング

土地被覆や生物情報に関するモニタリング地区

として、利根川流域に分布するクラス 64（中流

域水田景観）、クラス 66（下流域低地水田景観）、

クラス 6�（下流域台地谷津田景観）、クラス 68（下

流域台地市街化景観）からそれぞれ８地区ずつラ

ンダムに抽出した。各地区の土地被覆図（現況及

び �9�0 年代の空中写真の判読）をポリゴンデー

タとして編集し、データベースとした。生物情報

のうち植生については、抽出したモニタリング地

区内において、それぞれ休耕・放棄水田（６カ所・

�8 方形区（�m × �m））、畦畔（５カ所・５方形区

（�m × �m））、二次林（２カ所・２方形区（�0m ×

�0m））、水田脇斜面植生（３カ所・３方形区（�m

× �m））を対象に、種組成、種ごとの高さ及び被

度等を現地調査（2002 年８月）し、位置情報等

と併せて植生に関するデータベースとした。

（イ）　水系網の改変に伴う農業集落の緑地配置

の変化が生物相に及ぼす影響の解明

ａ　我が国の水田立地と谷津景観

我が国には、沖積低地の大規模な水田地帯から、

台地や丘陵地の谷津田、山間の棚田まで様々な立

地の水田が存在する。山本ら（2002）は、国土数

値情報 �00m メッシュ土地利用データから水田の

連続性に着目して全国（宮城県以南）2,8�3 市町

村の水田立地を６類型に区分している。本研究で

は、これらの類型のうち田畑林野混在型、すなわ

ち森林や畑地に囲まれて水田が立地する谷津景観

に着目した。谷津景観は、谷底の水田などの湿性

地と谷壁の乾性な林野が組み合わさった景観構造

を有し、湿性地、斜面林、両者の境界領域という

多様な生物の生息空間が形成されている。また一

方で、耕作放棄の進行や、平坦な地形により都市

的開発の対象となるなど、様々な土地利用変化に

さらされている。そのため、水田を中心とした農

村環境の変化が生物相に及ぼす影響を解明する上

で様々な要素をモデル的に扱うことができると考
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えた。本研究では、茨城県南部の筑波稲敷台地を

対象に、マクロスケール（筑波稲敷台地全域を対

象）での谷津景観の変容解析と、ミクロスケール

（当地域内の複数の農業集落を対象）での集落を

単位とした水田周辺の管理の違いが生物生息に及

ぼす影響の解析を行った。

ｂ　マクロスケールの解析

筑波稲敷台地は、大小様々な谷が開析し、その

谷底に谷津田が形成されている。本研究では、谷

底の水田などの湿性地と谷壁の乾性な林野が組

み合わせという谷津田の景観構造に着目し、そ

の長期的な変化を解析した。ここでは、谷津を

「台地の開析でできた谷底の平坦面をもつ谷地

形」と考え、�952 ～ �96� 年（以下、50 年代）の

�/25,000 地形図より谷底部が水田またはため池

として利用されていた範囲を谷津谷底として抽出

した。また、各谷底の周囲50ｍを谷壁斜面とした。

各谷津の谷底と谷壁について、50 年代、�9�8 ～

�9�9 年（以下、�0 年代）、�994 ～ �996 年（以下、

90 年代）の地形図より土地利用を水田（湿地、

溜池を含む）、畑地・樹園地、林野（森林および

荒地）、ゴルフ場、建蔽地の 5 種に分けて１辺約

50m のメッシュデータとして判読し、谷底と谷壁

の土地利用の組み合わせの変化を解析した。

ｃ　ミクロスケールの解析

ミクロスケールでは、複数の集落を対象に、谷

底湿性地と谷壁林野の組み合わせという谷津景観

の複合的な環境がどのように変化しているかを、

水田整備等に伴う水田、水路等の水系網や農道の

改変、ならびに田面の利用状況や水田周辺の畦畔

や法面等の管理の違いに着目して詳細に分析し、

それが生物相に及ぼす影響を解析した。

対象とする集落は、筑波稲敷台地域の代表的な

谷津地形を有すること、一定規模の谷津が一つの

集落に属すること、都市化の影響が小さいこと、

水系網改変程度が異なることを基準に選定した。

選定した各集落の相観植生図を、�/2,500 国土基

本図を基に、現地踏査（2002 年９～ �� 月）と空

中写真判読（2002 年 �0 月撮影）により作成し、

GIS データとして整備した。また、水田整備に伴

う水系網等の改変程度は、水田整備の前（�960 年

頃）に撮影された空中写真より水田ならびに水路

の配置を判読し、整備後の相観植生図と比較した。

対象集落における生物相は、植物群落と昆虫類

（チョウ類とトンボ目）について調査した。昆虫類

については、水田畦畔等を経由する調査ルートを

設定（周辺土地利用の組み合せによりセグメント

区分）し、2003 年５～ �0 月に、各月１回、晴天

無風正午前後にトランセクト調査を実施し、チョ

ウ類、トンボ類の成虫出現種と個体数をセグメン

トごとに記録した。植生調査は、上記の調査ルー

ト周辺の草本植物群落を対象に、各集落約50地点、

計 323 地点において、2003 年９～ ��月に１×１m

の方形区を用いて実施した。

（ウ）　景観構造に関する調査・情報システムの

開発とそれを活用した生物相の変動評価

ａ　生物生息ポテンシャルの評価手法の開発

調査・情報システムは、様々なレベルの生物相

に関するモニタリングデータを統合的に集積・解

析するための枠組みであり、これを活用した生物

生息ポテンシャルの評価を試みた。様々な生物種

群に適用することにより本システムの汎用性が確

認されると考え、昆虫類（チョウ類）と脊椎動物

（鳥類）を対象とした。

チョウ類については、上記（イ）により解明さ

れる谷津田周辺の緑地配置とチョウ類の生息状況

の関係から、チョウ類の生息に重要な景観構造を

抽出し、それを調査・情報システムが有する土地

被覆データを利用してモデル化した。このモデル

を、（イ）の調査対象地と同様の台地谷津田域に

適用し、生息ポテンシャルを広域的に評価し、そ

の変動を解析した。また、（イ）の調査対象地以

外の地点（推定ポテンシャルの異なる恋瀬川流域

の３地区）の谷津田周辺において、2006 年４～

�0 月の５回チョウ類のトランセクト調査を実施

し、生息ポテンシャルの評価結果を検証した。

鳥類については、利根川流域の 32 モニタリン

グ地区において、越冬期（2006 年 �2 月～ 200�

年１月）と繁殖期（2006 年５～６月）に鳥類の

生息状況をポイントセンサス法により調査し、景

観構造と鳥類の生息との関係をモデル化した。こ

こでは、出現した鳥類を主な生息環境によって８

グループに区分し、その内の５グループ（農地性

水鳥、農地性その他の鳥類、草地性鳥類、林縁性

鳥類、樹林性鳥類。農地との関係が希薄な水鳥及

び市街地性鳥類並びに猛禽類を除く）を解析の対
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象とした。各グループに属する種の総個体数を従

属変数、調査・情報システムに格納した土地被覆

データから得られる調査メッシュ内の土地利用面

積（ha；水田、森林、放棄田、水域）及び土地利

用種間の境界長（ｍ：森林と水田・放棄田・草地

の境界長の合計値）を独立変数としたポワソン回

帰を行った後、Akaike weight を用いたモデルの

平均化によって各変数の係数を推定し、鳥類の生

息個体数を推定する統計モデルを開発した。

ｂ　茨城県恋瀬川流域における生物生息ポテン

シャルの変動評価

ａで開発したチョウ類及び鳥類の生息ポテン

シャル推定モデルを、本プロジェクト研究の共

通フィールドである茨城県恋瀬川流域に適用して

当該地域のポテンシャルを評価するとともに、当

該地域の土地利用が大幅に変化した場合の想定に

基づいて生息ポテンシャルの変動を評価した。ポ

テンシャル評価に必要な恋瀬川流域の土地被覆

データについては、�980 年代の現存植生図（環

境庁，�98�）や本プロジェクトの他の課題（A2���、

B2���）で作成されたデータからポリゴンで作成

したものを現況図とした。また、現況図から土

地利用が大幅に変化した場合の３パターン（変

化Ａ：全ての針葉樹人工林を皆伐した場合、変化

Ｂ：全ての谷津田を放棄した場合、変化Ｃ：全て

の畑地及び樹園地（果樹園）を放棄した場合。そ

れぞれ十分に時間が経過して広葉樹林化。）を想

定し、それぞれポリゴンデータを作成した。各ポ

リゴンデータを調査・情報システムで用いている

３次メッシュに変換し、各メッシュ内の土地被覆

タイプ別面積（ha）及び森林と他の土地利用の境

界長（ｍ）に関するデータを作成した。作成され

た４パターンのデータ（現況及び想定３パターン）

に生息ポテンシャル推定モデルを適用し、チョウ

類、鳥類の生息ポテンシャルの変動と景観構造と

の関係を解析した。

ウ　研究結果

（ア）　流域圏農業環境における生物多様性に関

する戦略的調査・情報システムの開発

ａ　調査・情報システムのフレームの構築

図 B�2��-� に、数値地図情報を利用した全国の

農業生態系の区分の過程を模式的に示した。この

うち、たとえばクラス６＊（＊は１～８）は、レ

ベル１～３に示した指標により特徴づけられる東

北地方南部太平洋側、関東地方、中部地方内陸部

に分布する農業景観である。クラス６＊は、レベ

ル４からレベル６に示した主な指標により、さら

に８クラス（クラス 6� ～ 68）に区分され、たと

えば、クラス 66 は、関東地方の主な河川流域の

低地水田景観に相当する。これらは、階層的に区

分されていることから、それぞれの階層のレベル

図B1211-1　調査・情報システム（RuLIS）における農業生態系の類型
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で現状や変化傾向を比較することが可能である。

利根川流域に含まれる �6,�54 メッシュ（３次メッ

シュ）のうち、全国での分布に照らして当流域に

多く見られるのはクラス 64 及び 66 ～ 68 であっ

た（図 B�2��-2）。この４類型より各々８地区を

ランダムにサンプリングし、調査・情報システム

におけるモニタリング地区（合計 32 地区）とし

た（図 B�2��-3）。

各モニタリング地区の土地被覆状況について

は、最新及び �9�0 年代の空中写真より、水田、

放棄水田（休耕を含む）、畑地、果樹園、草本群落、

常緑樹林、落葉樹林、公園等芝生地、溜め池等、

河川、人工被覆地（都市）、人工被覆地（農村集落）、

幹線道路等を判読し、ポリゴンデータとして編集

した。クラス 66（下流域低地水田景観）と 6�（下

流域台地谷津田景観）を比較すると、類型の特徴

を反映して、クラス 66 は水田面積の割合が高く

低平地の水田景観を、クラス 6� は樹林地の面積

割合が高く、谷津田型の景観を示した。放棄水田

の面積に有意な差は見られないが、現況の水田面

積との割合を比較すると、谷津田型の景観におい

て、その割合が高い結果となった。

ｂ　利根川流域農村景観を対象とした休耕・放

棄水田等植生の把握

流域に分布する休耕・放棄水田等の植生の現況

を把握するため、調査・情報システムの植生に

関するデータベース（2002 年８月調査）用いて、

TWINSPAN および INSPAN により群落タイプの分類

と指標種の抽出を行った。その結果、利根川流域

における全モニタリング地点（�62 地点）の植生

について、�� の植物群落タイプとそれに対応し

た指標種群が抽出された（図 �2��-4 右）。得られ

た結果を茨城県南部桜川・小貝川流域で別途詳細

に調査されたデータ（2002 ～ 2004 年調査）から

区分された群落タイプ（図 �2��-4 左）と比較す

ると、両者に共通する休耕田・放棄水田の群落タ

イプについては、ほぼ１対１に対応し、指標種群

も概ね共通していた。茨城県南部の調査結果は、

ヒアリング調査等の結果から耕起を中心とした管

理及び土壌水分条件と群落タイプが良く対応して

いたことから、利根川流域全体での植生把握も、

妥当な結果であると考えられた。

（イ）　水系網の改変に伴う農業集落の緑地配置

の変化が生物相に及ぼす影響の解明

ａ　筑波稲敷台地における谷津景観の変化（マ

クロスケールの解析）

�950 年代の谷津景観を谷底の土地利用と谷壁

の土地利用の組み合せで見ると、水田・林野型（谷

底卓越土地利用・谷壁卓越土地利用、以下同様）、

水田・畑地型の２つの類型が見られる。この２類

型のうち水田・林野型が全体の９割以上を占めて

いた（図 B�2��-5）。すなわち、�950 年代の谷津

景観の多くは、基本構造として谷底の湿性地、谷

壁の林野、両者の境界領域という複合的な環境を

有していたと考えられる（図 B�2��-6）。そこで、

この 50 年代に水田・林野型であった谷津景観が

6-e  
6-f  
6-g  
6-h  

図B1211-3　利根川流域の 32 モニタリング地区

図B1211-2　利根川流域の景観タイプ
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32

図B1211-4　植生変化を抽出するための指標種群の抽出

図B1211-5　谷津の景観構造の変化 図B1211-6　谷津環境の基本的な景観構造
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図B1211-7　筑波稲敷台地における谷津景観の変化パターン
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どのように変化したかを �0 年代、90 年代につい

て解析した。�0 年代、90 年代についても谷底と

谷壁の土地利用の組み合せで類型化した結果、水

田・林野型、田畑・畑地型、田林・林野型、ゴル

フ場・ゴルフ場型、建蔽地・建蔽地型の５類型に

集約できた。水田・林野型から他の類型へ変化

した谷津は各年代間（50 年代→ �0 年代、�0 年代

→ 90 年代）とも全体の約 30 ～ 40% であり、他の

谷津は水田・林野型の基本構造が維持されてい

た。他の類型へ変化した谷津のうち最も多いのは

田林・林野型への変化である（約 �0 ～ 20%）。こ

れらは主に水田の耕作放棄に伴うものと考えら

れる。その他、水田の転作と谷壁林野の開墾に

伴う田畑・畑地型、開発に伴うゴルフ場・ゴルフ

場型や建蔽地・建蔽地型への変化がみられた（図

B�2��-�）。これらの変化パターンには谷津地形と

の関係がみられた。田畑・畑地型への変化は谷底

規模 �0 セル（約 2.5ha）以下の小規模な谷津で

多く、無変化（水田・林野型→水田・林野型）は、

とくに 30 セル（約 �.5ha）以上の大規模な谷津

で多い。田畑・畑地型への変化はまた谷壁傾斜 3

度未満の平坦に近い谷壁をもつ谷津で多く、逆に、

田林・林野型への変化や無変化は、�0 度以上の

急な谷壁をもつ谷津で多い。このように、大規模

な谷底と急な谷壁をもつ谷津では、元々の湿性地

と林野の組み合せが保持されているが、都市化や

ゴルフ場開発ばかりではなく、小規模で急な谷津

では耕作放棄が、小規模で緩い谷津では転作が進

み、谷底の湿性地と谷壁の林野の組み合せが失わ

れている。

ｂ　農業集落における水系網の改変と生物生息

空間（ミクロスケールの解析）

（ａ）　水田整備に伴う水田周辺草地の変化

水田の整備・利用状況、水路構造等が異なる６

集落を選定し（表 B�2��-�）、相観植生図を作成

した。３集落は圃場整備済み、他の３集落では未

整備（住民による町直し有り）である。各集落の

水田の利用状況や水路等の整備状況について、現

地踏査するとともに、現存植生図より判読した。

水路は素材、水路幅、水面幅、水深、植被率によっ

て区分した。

相観植生図と水系網改変以前の空中写真との比

較（図B�2��-8）から、圃場整備の有無により水田

周辺の草地の改変程度に違いが見られた。圃場整

備が行われている集落の水田区画は整備前の水田

区画とは関係なく整形されており、畦（水田間の畦）

の位置等は整備前とはほとんど一致しない。水路

は、整備前には谷底中央と谷底の両側（谷壁との

境界部）に多数見られるが、整備後は谷底片側ま

たは谷底中央に一本の排水路が存在するのみであ

る。他方、町直しのみの集落では、現存する畦の

位置等は整備前に存在した畦と一致する場合が多

い。また、水路は整備前と同じ谷底中央と谷底の

両側に位置している。現在でも用排兼用の水路利

2.68 2.84 2.36 3.28 2.78 4.46
8.4 3.9 12.3 38.7 38.1 34.2
7.1 28.8 80.3 28.2 55.9 57.7

74.6 60.2 5.3 0.0 0.0 0.0
0.0 1.6 0.0 5.3 6.1 4.5
9.9 5.4 2.0 27.9 0.0 3.6

12.36 7.01 12.08 6.05 5.13 11.65
6.06 3.66 5.45 3.70 3.78 6.59
49.1 52.2 45.1 61.1 73.7 56.6
46.2 21.6 5.6 2.3 0.0 1.9

0.5 5.3 16.6 7.3 4.3 7.7
4.2 15.7 27.8 22.3 6.5 17.0
0.0 5.2 4.8 7.0 15.5 16.8

表B1211-1　調査対象集落の特性（現地調査と相観植生図による）
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用が維持されている大形を除き、中村や君島では

用排分離がなされており、整備前とは水路利用が

異なるが、谷津谷底の両側から湧き出す湧水を排

水するために谷底両側の土水路を維持していた。

これらのことを、空中写真判読の結果から計測す

ると（表 B�2��-2）、現存する「のり畦（水田に直

に接するのり面）」は圃場整備により大きく改変さ

れ、町直しのみの場合は改変が小さかった。一方、

現存の「畦（縦畦）」は町直しのみでも大きく改変

されている場合があり、また「のり面（水田とは

接しないのり面）」は地形的制約から圃場整備が行

われていても前２者に改変程度が比べ小さかった。

（ｂ）　水田周辺草地の植物群落の組成

表 B�2��-3 は水田周辺の草本群落、すなわち

上記の畦、のり畦、のり面の他、未舗装路、休

耕田等について実施した植物群落調査の結果を、

調査対象地点の改変程度との関係でみたもので

ある。植物の生活形組成を、改変が大きい場合、

改変が少ない場合、地形的制約により改変され

ていない場合で比較した結果、多年生草本（G：

地中植物、H：半地中植物）や木本類（Ch ～ MM）

の出現割合は改変程度が小さいほど多いことが

明らかとなった。また、有意差はないものの１

～２年草 (Th) や帰化種は、改変が大きいほど出

現割合が高くなっていた。水田周辺の草本群落

では水田整備に伴う改変を強く受けており、ま

た改変が少ない場合でも草刈りや畦塗りなどの

攪乱を常に受けているため１年生草本や帰化植

図B1211-8　水田整備前後の谷津田の変化（阿見町飯倉の例）

表B1211-2　谷津田周辺草地の改変程度

表B1211-3　谷津田周辺の草本植物群落の生

活形組成
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物が一定程度出現すると言える。一方、改変程

度が小さい畦（町直しの場合など）や地形的に

改変がほとんどないのり面などでは、比較的安

定した立地であるため多年生草本を中心とした

植物群落が維持されていると言える。

（ｃ）　水田周辺の昆虫相（主にチョウ類）

昆虫類については、調査結果を解釈するため、

調査ルートのセグメントごとに両側５ｍのバッ

ファを設定し（図 B�2��-9）、バッファ内の植生

タイプ（相観植生）の出現割合によりセグメン

トを６類型に区分した（表 B�2��-4）。類型ごと

のチョウ類、トンボ類の出現種数を主に幼虫・

成虫の利用環境に着目して比較した結果、乾性

高茎草本群落や水田（水稲作付け田面）の割合

が高いセグメント（C5、C3）で平均出現種数が

大きかった。とくに草原性、林縁性チョウ類の

種数が顕著に異なっていた（図 B�2��-�0）。こ

れは、良く管理されたのり面や畦畔では、多年

生草本などの幼虫の食草と成虫の活動環境（吸

蜜植物など）が豊富なためと考えられる。また、

トンボ類も同様のセグメントで種数が多く、水

田周辺草地の適切な管理によって、水田、畦畔、

のり面、水路（土水路）、斜面林という多様な植

生が狭い範囲に維持されていることが、昆虫相

を豊富にしていることが示唆された。

（ウ）　景観構造に関する調査・情報システムの

開発とそれを活用した生物相の変動評価

ａ　チョウ類の生息ポテンシャル評価

土地被覆状況に関するデータから、景観構造

の変化を解析・推定することが可能である。上

記（イ）では、水田周辺草地の適切な管理によっ

て、水田、畦畔、のり面、水路（土水路）、斜面

林という多様な植生が狭い範囲に維持されてい

ることが、昆虫相を豊富にしていることが示唆

された（表 B�2��-5）。そこで、こうしたチョウ

類をはじめとする昆虫類の生息にとって重要と

される「水田－のり面（草地）－森林」の組み

合わせからなる景観（図 B�2��-��）を抽出する

指標として、土地被覆の水田と森林の境界長に

着目し、調査・情報システムが持つ土地被覆デー

タを活用してチョウ類の生息ポテンシャル評価

を試みた。

図B1211-9　昆虫調査ルートとセグメント・

バッファ

表B1211-4　昆虫調査セグメントの類型

図B1211-10　セグメント類型と昆虫類

平均出現種数
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調査・情報システムの土地被覆に関するポリゴ

ンデータから、森林と水田の境界線を抽出し、土

地利用面積からその境界長を推定するモデルを作

成した。広域で複数年次にわたって整備されてい

る国土数値情報の土地利用は �9�6 年から �99� 年

の４時期にわたり整備されているものの、森林と

水田の境界線を表現しうるデータは整備されてい

ない。そこでまず、調査・情報システムの下流域

台地谷津田景観（クラス 6�）に該当するモニタ

リング地区の２時期（�9�6 年、�99� 年代）の土

地被覆に関するポリゴンデータから水田と森林の

境界線と各土地被覆面積を抽出し、それらの関係

を線形回帰により解析した（表 B�2��-6）。この

結果から、水田－森林境界長は土地被覆面積のう

ち森林面積および水田面積と相関が高いことが明

らかとなり、境界長は水田面積（有意確率：0.0�4）

と森林面積（有意確率：0.0�4）で説明されるこ

とを示す次式を得た（R2 値：0.62）。

Ｙ＝ 0.0026 ＊Ｘ�＋ 0.0023 ＊Ｘ2＋ 839

　　ここで、Ｙ：推定境界長（ｍ）

　　Ｘ�：水田面積（㎡），Ｘ2：森林面積（㎡）

チョウ類の生息環境として重要な意味をもつ

水田と森林の境界長の分布量（生息ポテンシャ

ル量）を広域コモンデータとこのモデルを用い

ることにより推定することが可能となった。ポ

テンシャル評価のフレームを図B�2��-�2に示す。

得られたモデル式と �9�6 年と �99� 年の国土数

値情報を用いてクラス 6�（下流域台地谷津田景

観）におけるチョウ類の生息ポテンシャルの推

定を行った。２時期を推定した境界長のヒスト

グラム（図 B�2��-�3）で比較すると頻度分布が

低い値に移行していることが確認できる。この

ことから、チョウ類の重要な生息空間の指標と

なる水田－森林の境界領域が約 20 年の間に全体

的に減少していることが明らかになった。また

GIS によりクラス 6� においてチョウ類の生息ポ

テンシャル図（図 B�2��-�4）を作成した結果、

利根川下流域の谷津田景観において生息地ポテ

ンシャルの減少が顕著であることが示された。

とくにつくば市が位置する筑波稲敷台地の生息

ポテンシャルの低下が著しいことが把握された。

２時期の境界長のクロス集計をおこなった結果、

18 25 23 24 12 25 7 43 29 36 37 2 13 21
23 18 17 16 9 16 20 25 23 8 21
34 24 11 11

8 5 15 24 13 10 20
16
15

表B1211-5　セグメント両側の緑地の組み合わせとチョウ類出現種数（2003 年調査）

0.61 0.59 -0.23 -0.16
0.37 -0.38 0.81 -0.16
0.48 -0.35 -0.12 0.69
0.21 -0.16 0.38 0.26
0.19 0.17 -0.18 0.38

図B1211-11　チョウ類が多様な谷津

田の景観構造模式図

表B1211-6　下流域台地谷津田景観における水田－

森林境界長と土地被覆との相関
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全体的に低い値に移行していることが把握され

た（表 B�2��-�）。

推定したチョウ類生息ポテンシャルの妥当性を

検証するため、恋瀬川流域の推定ポテンシャル

の異なる３地区でチョウ類の生息状況を調査し

た結果、総出現種数は推定ポテンシャルに対応し

た違いが確認され、特にその傾向は林内性、林

縁性木本食、草地性の種数に顕著であった（表

B�2��-8）。

図B1211-12　RuLIS を活用した広域コモンデータか

らのチョウ類生息ポテンシャル評価

図B1211-13　利根川下流台地景観域における水田－森林境界推定長の頻度分布

図B1211-14　水田－森林境界長の推定による利根川下流台地景観域のチョウ類

生息ポテンシャル評価

表B1211-7　推定水田－森林境界長の変化

表B1211-8　チョウ類生息ポテンシャル推定値

の検証（恋瀬川流域 2006 年調査）
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ｂ　鳥類の生息ポテンシャル評価

利根川流域の 32 モニタリング地区において実

施した鳥類調査において出現した鳥類と、それ

を主な生息地に基づいて区分したグループの詳

細については表 B�2��-9 に示した。調査・情報

システムにおける利根川流域の４つの景観タイ

プ（クラス 64、クラス 66 ～ 68）における出現

個体数を各グループで比較すると、繁殖期にお

いて農地性水鳥及び湿地性の鳥類はクラス 66 で

多く、林縁性鳥類はクラス 6� で顕著に多いこと

が明らかになった（図 B�2��-�5）。ポワソン回帰

モデルの平均化を行う過程で選択確率の高かっ

た変数を影響の大きい変数と解釈すると、繁殖

期に農地性水鳥では水田、湿地性の鳥類では放

棄田が広いほど多くの個体数が記録されること

がわかった（表 B�2��-�0）。また、繁殖期の林縁

性及び樹林性鳥類では、森林と開放性の土地（水

田・放棄田・草地）の境界長が出現個体数と正

の関係をもっていた（表 B�2��-�0）。これらの結

果から、土地被覆面積等を用いて鳥類生息個体

数をグループごとに推定する統計モデルを開発

した。繁殖期における農地性水鳥の個体数推定

0.0183 * -0.0120 * 0.0105 -0.0027 0.0005
-0.0020 -0.0197 * -0.0043 0.0020 0.0334 *
-0.0057 -0.0123 0.0728 * -0.0011 -0.0047
-0.0028 0.0025 0.0913 * -0.0752 * 0.0087
0.0000 0.0000 -0.0001 0.0002 * 0.0002 *

表B1211-9　RuLIS モニタリング地区に出現した鳥類の生息地タイプ区分（繁殖期）

図B1211-15　利根川流域の RuLIS 景観タイプと鳥類生息との関係

表B1211-10　RuLIS モニタリング地区に出現した鳥類の生息地タイプ区分（繁殖期）
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モデルの例を以下に示す（各グループごとの係

数については表 B�2��-�0 を参照）。

［農地性水鳥個体数（繁殖期）］＝

　0.0�83* 水田面積 -0.0020* 森林面積

　-0.005�* 放棄田面積 -0.0028* 水域面積

　+0.0000�* 境界長 +0.6002

これらの統計モデルを恋瀬川流域に適用した

ポテンシャル図から、農地性水鳥や湿地性鳥類

は、流域下流部の比較的大規模な水田地帯で潜

在生息個体数が多いこと、一方で林縁性鳥類は

谷津田景観で潜在生息個体数が多いことが明ら

かになった（図 B�2��-�6）。

ｃ　生物生息ポテンシャルの変動評価

チョウ類及び鳥類の生息ポテンシャル推定モデ

ルを茨城県恋瀬川流域に適用し、土地利用が大幅

に変化した想定に基づいて生息ポテンシャルの変

動を評価した（図 B�2��-��）。

チョウ類の生息ポテンシャルは森林－水田隣

接部で高く評価される。このため、恋瀬川流域

の盆地床（柿岡盆地）の縁辺部で水田が里山に

囲まれている部分の評価が高い。土地利用が大

幅に変化した想定のうち変化Ａ（針葉樹人工林

の広葉樹林化）は森林と水田の隣接構造に影響

がないため、生息ポテンシャルにも変化は無い。

一方、変化Ｂ（谷津田放棄）と変化Ｃ（畑・樹

園地放棄）では逆の変化が見られ、谷津田が放

棄されると水田と森林の境界領域の消滅により

チョウ類の生息ポテンシャルは著しく低下し、

畑・樹園地の放棄による広葉樹林化では水田と

森林の境界領域が増加し、生息ポテンシャルは

高まる。

鳥類についても水田の消長に応じた変化が認

められる。特に谷津田が放棄された場合（変化Ｂ）

を見てみると、農地性水鳥や湿地性鳥類の生息

ポテンシャルの変動には地域差が見られ、山地

に隣接した谷津田域では、田面の減少により低

下するのに対して、恋瀬川河口部周辺の大規模

低地水田地域では田面が維持されるために生息

ポテンシャルの変動は小さい（図 B�2��-�8）。一

方、林縁性鳥類のポテンシャルは、谷津田の放

図B1211-16　恋瀬川流域における鳥類生息ポテンシャル評価－現況

図B1211-17　恋瀬川流域のチョウ類生息ポテンシャルの変化予測
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棄により田面の減少と森林－水田境界領域の消

滅が生じ、チョウ類と同様に生息ポテンシャル

は著しく低下する。

エ　考　察

（ア）　流域圏農業環境における生物多様性に関

する戦略的調査・情報システムの開発

本課題では、客観的に区分した我が国の農業生

態系からサンプリングしてモニタリング地区を決

め、そこで詳細な土地被覆や植生のデータを収集

し、植生および植物分布等の変化傾向を推定する

枠組みとして調査・情報システムを構築した。本

システムにおける農業生態系区分は階層的に区分

されているため、各々の階層において生態系の現

状や変化傾向を比較することが可能である。さら

に本システムでは基本単位として標準地域メッ

シュ（３次メッシュ）を採用したが、モニタリン

グ地区においては、より詳細な土地被覆データ

を複数年次について格納していることから、３次

メッシュ内の景観構造の解析や、景観構成要素間

の境界長の算出、またそれらの景観構造と詳細な

生物調査結果との対応関係の把握など、種、生態

系、景観という階層的な生態系または生物多様性

の把握が可能である。一方、本システムにより作

成したモニタリング地区の植生データは、茨城県

南部の詳細調査結果と合致しており、利根川流域

レベルでの植生分布を概ね把握できると考えられ

た。また同時に、下記（ウ）においてチョウ類、鳥

類の生息ポテンシャル評価にも有効であったこと

から、多様な生物種群について活用可能なシステ

ムであることが示された。

今後本システムを効果的に活用することによっ

て、農業生態系における生物相の状態とその背景

となる土地の利用や管理状況を的確に把握し、環

境変化にともなう生物相の変動予測が可能とな

り、自然共生のシナリオづくりに貢献するととも

に、講じられた措置の効果をモニタリングする上

でも役立つものと思われる。

（イ）　水系網の改変に伴う農業集落の緑地配置

の変化が生物相に及ぼす影響の解明

本課題では、マクロスケールの解析により水田

水稲作、転作、耕作放棄の進展度合いの違いによ

る谷津景観の変化が顕著であることと、その変化

が地形の影響を受けていることを示した。また、

これらの変化は湿性地と林野が混在することに

よって形成された谷津の生物生息空間を大きく変

質させていると考えられた。このことは、ミクロ

スケールの解析によって示された水田と斜面林の

境界領域で水田、畦畔、のり面、水路（土水路）、

斜面林という多様な植生が狭い範囲に維持されて

いることが昆虫相を豊富にしていること、水田の

整備程度の違いがもたらす水田周辺の管理方法の

違いがこのような生物生息空間に大きな影響を及

ぼしていることとも合致していた。図 B�2��-�9

は、以上に示したマクロスケールで把握した谷津

景観の変化と、ミクロスケールで把握した水田整

備と水田周辺の植物群落や昆虫相との関係を模式

的に示したものである。これらのことから、谷津

田を中心とした農村環境において生物生息空間を

維持・形成するためには、谷津谷底の湿性地とし

図B1211-18　恋瀬川流域の鳥類生息ポテンシャルの変化予測

－全ての谷津田を放棄し森林化したと想定
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ての特性を維持するような水田利用と、水田周辺

の管理を適切に行うことにより谷津景観が元来有

していた複合環境としての特性を維持することが

重要であると考えられた。

また、ここで提示した水田と森林が接する谷

津田景観の特性は、チョウ類以外の生物にとっ

ても重要な生息空間であることが示されている

ことから（たとえば、守山，�99�b；東ほか，

�998；松浦ほか，2002）、今後ともこうした景観

構成要素の境界域での生物相の成立過程とその

変化を把握することが重要であり、本研究で構

築した調査・情報システムは変化の把握や変動

に有用と思われた。

（ウ）　景観構造に関する調査・情報システムの

開発とそれを活用した生物相の変動評価

調査・情報システムを活用し、そのモニタリン

グ地区のデータから土地被覆タイプごとの面積だ

けでなく土地被覆タイプ間の境界長を算出するこ

とにより、チョウ類及び鳥類の生息ポテンシャル

評価が可能となった。また、鳥類については、農

地性水鳥が広い水田が存在する景観を、湿地性鳥

類が放棄田の多い景観をそれぞれ生息地として利

用しているため生息ポテンシャルが高い地域が異

なることや、林縁性鳥類にとっては採食地とし

て水田などの開放地を、営巣地として森林を利用

するなど、複数の景観要素を必要とすることなど

が明らかになった。これらの結果は、異なるタイ

プの農地景観はそれぞれ異なるグループの鳥類に

とって重要な生息地を提供していることを示して

いると考えられる。

しかしながら、いくつかの問題点も指摘できる。

例えば、チョウ類の推定生息ポテンシャル検証の

ための調査結果からは、路傍や林縁の草本食の種

やその他の種（栽培植物も利用可能な種群）の種

数、通年の平均個体数には、推定値に合致するよ

うな顕著な傾向は認められなかった。このことは、

土地被覆データから推定したチョウ類生息ポテン

シャルに対し、草本や栽培種を利用する種の生息

が草刈りや植栽などの小規模な人為的管理に影響

を受けるためと示唆された。したがって今後、水

田－森林境界領域の存在と人為的管理との関係を

解明する必要があると考えられた。また、今回の

解析では利根川流域の農地景観で得られたデータ

のみを利用しているため、解析の結果を他の地域

や異なる景観の農地に適用することはできない。

そのため、今後他の地域においても様々な生物種

群にとっての農地景観の機能を検討していく必要

がある。

オ　今後の課題

本研究では調査・情報システムを開発し、利根

川流域に設置したモニタリング地区のデータを用

いて生物生息ポテンシャルの変動評価を試みた。

しかしながら、本研究では土地被覆データから把

図B1211-19　谷津田域における人間活動とチョウ類生息との関係
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握される景観構造と生物相との対応関係を定量的

に把握したに止まっており、その関係を規定する

生態的プロセスの詳細を明らかにするには至って

いない。特に、自然との共生を可能とする農林業

の在り方を検討する上では、人為的管理が直接生

物相に及ぼす影響のみならず、人為的管理と景観

構造との関係をさらに解明する必要がある。これ

らの関係を解明することにより、例えば環境保全

型農業技術の導入などの農法の変化や、都市－農

村対流による農林地の管理促進、または未利用バ

イオマスの利用促進などの新たな変化が生物相に

及ぼす影響の予測が可能になると考えられる。ま

た、本研究では全国の農業生態系区分のうち、利

根川流域に多く分布する４類型を主な研究対象と

した。我が国全体の農林業と生物相との関係を把

握するためには、今後さらに多くの地域において

調査・情報システムの活用を図り、統一的な情報

収集とその解析により、本システムの汎用性の向

上を図るとともに、把握された現象の共通性や局

所性の解明を進めていく必要がある。

カ　要　約

（ア）　流域圏農業環境における生物多様性に関

する戦略的調査・情報システムの開発

客観的に区分した我が国の農業生態系からサン

プリングしてモニタリング地区を決め、そこで詳

細な土地被覆や植生のデータを収集し、植生およ

び植物分布等の変化傾向を推定する枠組みとして

調査・情報システムを構築した。本システムは種、

生態系、景観という階層的な生態系または生物多

様性の把握が可能であると同時に、植物群落、チョ

ウ類、鳥類など多様な生物種群について活用可能

なシステムであることが示された。

（イ）　水系網の改変に伴う農業集落の緑地配置

の変化が生物相に及ぼす影響の解明

マクロスケールの解析から谷津景観の変化が

地形の影響を受け、湿性地と林野が混在するこ

とによって形成された谷津の生物生息空間は大

きく変質させていることが示された。このこと

は、ミクロスケールの解析によって示された水

田と斜面林の境界領域における多様な植生の存

在が生物相を豊富にしていること、水田の整備

程度の違いがもたらす管理方法の違いがこのよ

うな生物生息空間に大きな影響を及ぼしている

こと合致していた。

（ウ）　景観構造に関する調査・情報システムの

開発とそれを活用した生物相の変動評価

調査・情報システムを活用し、そのモニタリ

ング地区のデータから土地被覆タイプごとの面

積だけでなく土地被覆タイプ間の境界長を算出

することにより、チョウ類及び鳥類の生息ポテ

ンシャル評価手法を開発した。本手法を茨城県

恋瀬川流域に適用した結果、これらの生物種群

の生息ポテンシャル図の作成と、土地利用が大

幅に変化した場合の生息ポテンシャルの変動評

価が可能であった。
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１　森林生態系の変動機構の解明とモデル化

（１)　高度に人工林化された流域圏における森林機

能変動モデルの開発

ア　研究目的

日本では、河川流域を単位として生活が営まれ

都市が発達してきた。流域圏においては、上流域

を森林が占め、中流から下流域に農地が見られる

ようになり、沿岸域付近に都市が広がるという景

観構造をとっている。国土の３分の２を占める森

林においては、戦後の拡大造林による天然林の分

断化、木材価格の低迷による人工林伐採後の再植

林の放棄、都市の拡大による里山地域での開発に

より、森林の有する諸機能（生物多様性保全、土

砂流出防止、水源涵養など）の低下が懸念されて

いる。現在、流域圏レベルでの劣化した生態系の

修復・保全技術の開発と総合管理手法の確立が求

められてる。

戦後の拡大造林期を中心に植栽された人工林

は、我が国の森林面積の 44％を占めており、そ

の多くが伐期を迎えている。しかし、国産材の価

格の低迷に加え、木材需要の低下により、森林所

有者、とりわけ小規模林家の林業に対する意欲が

減退している。その結果、伐採は行うものの、再

度植林を行わずにそのまま放置してしまうケース

が多く見受けられるようになった。このような伐

採跡地において、森林が自然に再生することが期

待されているが、樹木の種子がどこからか供給さ

れないと森林に戻ることはない。周囲を人工林に

囲まれた場所と種子をたくさん生産している成熟

した天然林に隣接した場所ではその再生の仕方が

異なるであろうし、標高や斜面傾斜の違い、種子

供給源となる天然林の面積の違いによっても差が

あると考えられる。

そこで本研究は、伐採後再植林されず放棄され

た林地において森林がどのように回復するのかを

予測するため、高分解能衛星データ等を用いて広

域での森林のパッチ構造を捉え、森林の空間配

置・種子散布・環境因子の関係を明らかにするこ

とにより森林の再生メカニズムを解明し、環境因

子をパラメータとして含む森林の植生回復ポテン

シャルを表現するモデルを開発することを目的と

する。

イ　研究方法

（ア）　環境傾度の違いによる森林再生のメカニ

ズムを解明するため、標高差により植生タイプが

大きく異なる四万十川流域において、200 点余り

の暫定プロット及び集中プロットを設定した。ま

た、伐採後の植生回復のモデルをプロジェクトの

共通試験流域の恋瀬川に適用するため、恋瀬川流

域の天然林、人工林内計 60 カ所に暫定プロット

を設定した。

（イ）　種子散布による森林の自然再生のモデル

化に不可欠である森林パッチの構造と配置をとら

えるため、空間分解能がパンクロマティックデー

タで 0.� ｍ、マルチスペクトルデータで 2.8m の

高分解能衛星データを用いて、人工林における

立木密度と林分材積、天然林における径級構造を

把握する手法を開発し、モデルの適用地域とした

四万十川の支流である中津川流域、及び恋瀬川流

域の森林域に対して、オブジェクト指向型分類手

法により森林パッチの抽出を行った。

（ウ）　集中プロットにおける模型種子の野外散

布実験及び 59 種の風散布種子を用いた室内風胴

における散布実験によって、風により散布される

種子の種子散布密度を種子供給源からの距離の関

数として求めた。

（エ）　多点暫定プロット及び集中プロットにお

ける野外調査から、動物による種子散布を調べた。

また、稚幼樹の出現と標高帯や地形（傾斜・方位・

斜面位置）との関係を求めた。さらに、種子供給

源となる保残帯及び天然林の構造や種構成と標高

帯や地形との関係を求めた。

（オ）　伐採後の植生回復のモデルに必要とな

る変数を定量化するため、対象地の 5m メッシュ

第２編　流域圏における水物質循環，生態系の管理モデルの構築

第１章　農林水産活動に伴う農林水産生態系の変動機構の解明とモデル化
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での DEM を作成し、5m メッシュでの傾斜クラス・

方位クラス・斜面位置指数を算出し、ラスター型

データとして整備した。

（カ）　GIS のバッファリング機能を用い、種子

供給源からの距離と地形因子によって重み付けを

して、種子が出現する量の空間分布を予測した。

各遷移後期種について出現範囲と量を推定し、こ

れらを GIS において重ね合わせ植生回復ポテン

シャルを評価した。

ウ　研究結果

（ア）　暫定プロットに関してはその中心点にお

いて、また、集中プロットに関しては４隅におけ

るディファレンシャル GPS 測位を行い、プロット

調査の結果を地理情報とリンクして用いることが

可能となった。

（イ）　高分解能衛星データから局所最大値

フィルターを用いて立木の梢端を抜き出し（図

B2���-�）、立木密度の推定を行った。その結果、

衛星データからの推定は密度の高い林分で過小

推定であった（図 B2���-2）。また、衛星データ

の輝度値に対してプロファイル法を用いること

により、天然林の径級構造が明らかになった（図

B2���-3）（Hirata et al. 2005, 2006a）。次に、

森林パッチをオブジェクト指向型分類により抽

出するのに必要となる最適なパラメータの検討

を行い、本プロジェクトでの共同テストサイト

として設定された恋瀬川の土地被覆タイプをオ

図B2111-1　衛星データによる立木本数の推定

（黄色い点が梢端を表す）

図B2111-2　衛星データからの立木密度の推定

図B2111-3　反射光の強さによる天然林の径級構造の推定

保残帯二次林老齢天然林
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ブジェクト指向型分類により明らかにした（図

B2���-4）。

（ウ）　風散布種子の飛距離は、解放高、終端

落下速度、樹冠部の風速、風の吹く時間、及び林

内の垂直方向の風速減衰率から推定した。この結

果を用いて風散布種子の飛距離を推定すると、高

さ 20m の林分で 60 秒間風が吹く場合、落下速度

�.0m/s の翼果が散布される距離は、日常的な風

速 5.0m/s の場合約 �0m、種子散布シーズンの最

大瞬間風速に近い 20.0m/s の場合は約 280m と推

定された。予測困難な林内枝葉の影響を含めた種

子の飛距離の推定モデルは、風速と散布種子の落

下速度から求められる推定距離と、確率分布で求

められる不確定域を加えた形でモデル化するのが

適当と考えられた（図 B2���-5）。

（エ）　まず、動物による天然林から伐採跡地

や伐採前の人工林への種子の移動について調べ

た。果実をつけた樹木を観察した結果、伐採跡

地の植生の主要構成樹種と果実食鳥類の関係は

図 B2���-6 の通りであった（佐藤・酒井 2005, 

2006）。また、現地調査から人工林内に生息す

る果実食の鳥類の大半は、渡りの時期を除けば、

通常の行動範囲が数百 m 以内であり、何 km にも

及ぶような長距離の種子の散布は期待できない

ものの、風散布や重力散布に比べれば広い範囲

に種子が鳥類によって運ばれる。鳥類の利用頻

度を考慮すると、標高や天然林からの距離に関

わらず、人工林の中に広く鳥類によって種子が

散布され、地形的には尾根よりも沢に多い偏っ

た散布となると推測できた。次に、シイ・カシ

堅果類の散布者である野ネズミの行動を調べた

ところ、堅果のなる時期の移動距離が大きいこ

とが明らかになった（Sato et al. 2006）。堅果

に磁石を埋め込み、野ネズミによる散布距離を

調べた結果、野ネズミは堅果を人工林に運んで

あり、その散布距離は概ね 40m 以内で、散布密

度は距離に依存することが明らかになった（図

B2���-�）。

稚幼樹の出現については、風散布樹種は種子

供給源となる天然林や保残帯からの距離が遠ざ

かるにつれて出現率が低下したのに対し、鳥

散布樹種については、尾根にある種子供給源

図B2111-4　オブジェクト指向型分類による恋瀬川流域の土地被覆

図B2111-5　林内障害物による確率的な影響を加えた飛距離の推定
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からの距離に関係なく発生していて、遠く離れ

た箇所でも出現していた（図 B2���-8）。これ

は、通常、人工林のパッチサイズが鳥類のハビ

タットサイズよりも小さいためであると考え

られる。また、地形による稚樹の発生の違い

を図 B2���-9 に示した (Sakai et al. 2006a, 

2006b)。この図から稚樹が光環境に依存して発

生しており、地形因子で発生率を表現できるこ

とが明らかになった。

種子供給源としての保残帯、天然林の構成を

調べたところ、種子供給源としての機能が低い

と考えられる小径級で構成される林分は、稜線

に位置し幅 20m、面積 5ha 以下の狭小な保残帯に

共通してみられた。一方、カシ類やモミ・ツガ

の人工林への侵入には近接天然林からの種子供

給が不可欠であるが、それらの種子を供給でき

る天然林の条件は限られており、稜線から斜面

にわたって �0ha 以上の天然林が残っていること

が重要であった。この結果、稜線部に十分な面

積で天然林が保残されていれば、カシ類やモミ・

ツガの周囲の人工林への種子供給源としてのは

たらきが期待できる。

（オ）　対象とする流域において、�:25000 地形

図から等高線を抜き出し、5m メッシュで DEM を

作成した。このDEMを用いて地形因子を算出した。

まず、DEM を用いて各メッシュにおける標高帯と

斜面傾斜角を算出した。その結果、恋瀬川流域で

は、森林の 93.5% が標高 400m 以下に分布し、ま

図B2111-6　伐採跡地の主要構成樹種と果実

食鳥類の関係
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図B2111-7　野ネズミによる堅果の散布

図B2111-8　成熟した天然林に隣接した人工林にお

ける稚樹の発生状況

図B2111-9　地形と稚樹の発生の関係
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た、84.0% が稚樹の定着が容易な傾斜角 30 度以

下の斜面にあることがわかった。また、主に光環

境と関係する斜面位置指数を算出した。斜面位置

指数は、ある地点から尾根及び谷間での最短距離

の和を分母とし、これに対する尾根までの最短距

離の割合を表したもので、0 から � までの値をと

る（図 B2���-�0）（平田 , 2005）。さらに、種子

散布密度に関係する人工林における各メッシュの

種子供給源としての天然林からの距離を算出した

（図 B2���-��）。その結果、恋瀬川流域では、種

子散布が可能な種子供給源からの距離が 40m 以内

の範囲に、人工林の 9�.3% が含まれることが明ら

かになった。

（カ）　伐採放棄地における森林植生回復ポテ

ンシャルを、標高、斜面方位、傾斜、斜面位置

指数、種子供給源からの距離で空間的に評価し

た（図 B2���-�2）(Hirata et al. 2006b)。各メッ

シュに対し、次式のモデルにより森林植生回復ポ

テンシャルを算出した。

F(x,y,z)=Σf1,i(z)・f2,i(spi)・f3,i(θ)・f4,i(d(t),s(t))
但し、f1, i(z) : 樹種 i の出現を標高 z の関数。

二項分布

　　　f2, i(spi) : 樹種 i の出現を斜面位置指数 spi
の関数 .

三角関数の合成＋ const.
f3, i(θ) : 樹種 i の出現を斜面傾斜 θの関数

θ<30 で゚const. Θ>30 で゚単調減少

f4, i(d(t),s(t)) : 樹種 i の出現を種子供給源か

らの距離 d(t) と種子供給源のサ

イズ s(t) の関数。d(t),s(t) は時間

の関数

恋瀬川流域の人工林での植生回復ポテンシャル

を評価した結果、この流域の森林は山頂から山麓

までの幅が狭く、また、種子供給源が広域にモザ

図B2111-10　恋瀬川流域における斜面位置指数 図B2111-11　人工林の種子供給源からの距離

図B2111-12　伐採後放棄地における植生回復の評価

図B2111-13　恋瀬川流域における植生

回復ポテンシャルマップ
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イク状に分布することから、ほぼどの地点でも回

復ポテンシャルが高いことが明らかになった（図

B2���-�3）。

エ　考　察

伐採後再植林されず放棄された林地での森林

再生ポテンシャルの評価に基づき森林が再生す

る速度が遅いと考えられる箇所では、林地を保

全のために森林の再生を促進するための手段を

講じる必要があると考えられる。また、森林の

再生が十分に期待されない箇所では伐採面積や

伐採方法などに配慮することも重要である。こ

のようなモデル化により生態系調査がその価値

を増すことになる。

残り少なくなった原生林の面影をとどめる自然

林をいかに保全し、放棄された伐採地においてい

かに森林を再生させるかは、現在の下流域・都市

での生活を改善し、次の世代によりよい環境を残

す上で重要な課題である。この森林の再生を予測

するモデルの開発を通して、森林の機能を最大限

に発揮する適正な森林管理方策を考えていく必要

がある。

平成 �8 年 9 月に閣議決定された新たな「森林・

林業基本計画」においては、「�00 年先を見通し

た森林づくり」として広葉樹林化、針広混交林化

が示されてた。不成績人工林の広葉樹林化を図り、

伐採後再植林されずに放棄された林地において植

生回復をはかるためには、自然の植生回復力を最

大限に活用することが重要であり、本研究で開発

した森林の植生回復を評価するモデルが活用され

ることを期待する。

オ　今後の課題

本研究で、残された問題点は以下の通りである。

（ア）　伐採後再植林放棄地の森林化の検証

本研究で取り上げた大面積の伐採後放棄地は木

材価格の影響による森林経営意欲の減退により

�990 年代以降に急激に増加した。そのため、放

棄されて十分な年数が経過したプロットが設定で

きなかった。今後、それらの若い再生林がどのよ

うに成林していくのかをモニタリングしていく必

要がある。また、保残帯の小径木から結実までに

要する年数を推定したが、実際には、保残帯にお

ける新規参入の樹木と萌芽更新した樹木の違いが

不明であり、これらの結実までのメカニズムの解

明もモデルによる評価の精度を上げるため重要で

ある。

（イ）　西日本での植生回復プロセスのみ解明

現在、林業が直面する問題が東日本と西日本で

異なっており、伐採後再植林放棄は主に西日本で

見られ、東日本では伐採を含む手入れを行わない

育林放棄が問題である。今後、林地の財産処分に

伴う伐採後の再植林放棄が東日本でも発生した場

合、主要な構成樹種が異なることから、モデルの

構造は活用できるものの、それぞれの樹種に対す

るパラメータの調製が必要となる。

（ウ）　シカの個体密度増加、生息域拡大の影響

今回のモデルにおいては、シカによる下層植生

の食害といった外圧に関する項をモデル式に組み

込んでいない。しかしながら、シカ個体密度増加

と生息域拡大は植生の回復プロセスに大きな影響

を与えており、このような外圧を組み込んだモデ

ルの改良が必要である。

カ　要　約

本研究は、伐採後再植林されず放棄された林地

において森林がどのように回復するのかを予測す

るため、高分解能衛星データ等を用いて広域での

森林のパッチ構造を捉え、森林の空間配置・種子

散布・環境因子の関係を明らかにすることにより

森林の再生メカニズムを解明し、環境因子をパラ

メータとして含む森林の植生回復ポテンシャルを

表現するモデルを開発することを目的とする。ま

ず、高分解能衛星データを用いて種子供給源とな

る天然林や保残帯を抽出し、そのサイズ構造と配

置を把握した。次に、実験により風散布種子の種

子散布密度を種子供給源からの距離の関数として

求めた。また、動物による種子散布と種子供給源

との関係を明らかにした。さらに、稚幼樹の出現

と標高帯や地形（傾斜・方位・斜面位置）との関

係と、種子供給源となる保残帯及び天然林の構造

や種構成と標高帯や地形との関係を求めた。伐採

後の植生回復のモデルに必要となる変数を定量化

するため、5mメッシュでの傾斜クラス・方位クラ

ス・斜面位置指数を算出した。最後に、再植林放

棄地における森林植生回復ポテンシャルを、標高、
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斜面方位、傾斜、斜面位置指数、種子供給源から

の距離で空間的に評価した。プロジェクトの対象

流域である恋瀬川流域においては、山頂から山麓

までの幅が狭く、また、種子供給源が広域にモザ

イク状に分布することから、ほぼどの地点でも回

復ポテンシャルが高いことが明らかになった。
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２　農業・農村生態系の変動機構の解明とモデル化

(１)　GIS による環境構造インジケータと個体群動

態モデルを活用した野生生物の生息評価

 （平成 16 年度までは「水系ネットワークの変動が

生物多様性に及ぼす影響の解明と変動モデルの開

発」として実施。）

ア　研究目的

自然共生的な農業形態や流域圏の管理方針を策

定するためには、土地利用や生物生息環境の変遷

実態とその影響を具体的な空間の中でとらえ、問

題を解明・予測することが重要である。本課題で

はまず、生物生息環境として見た農地・水域等の

利用の歴史的変遷を GIS により空間的に解明する

とともに、溜め池周辺の土地利用とトンボの種構

成との関係を明らかにし、農村地域の環境変化が

トンボの生息に及ぼす影響を解明する。

また、農耕地を中心とした二次的自然環境 �)

や休耕地・耕作放棄地 2) が、一定のかく乱を受

けて成立する生物の生息地として機能している事

例が報告されている。こうした環境に依存する生

物群集の成立には、周辺からの種の供給や移動が

重要な役割を果たしており、流域圏においては、

水系のネットワークを通した種の移動・供給の違

いが、流域の生物多様性に影響を及ぼすと考えら

れる 3)。そこで、指標植物を用いて、河川・用水

路・水田等の水系ネットワークの変動による種の

移動・分散の変化が、流域圏における生物多様性

に及ぼす影響を解明する。

イ　研究方法

（ア）　土地利用変化の GIS 解析

茨城県南部を対象に、複数年代の国土地理院

発行地形図と環境省現存植生図等を基に土地利

用の変化、特に生物の潜在的生息地である樹林

地面積の増減と傾斜の関係を解析した。恋瀬川

流域と小野川流域を解析対象の流域として選択

し、（１）国土地理院昭和 �950/�960 年代測量地

形図と（２）環境省現存植生図（�980/�990 年代）

および（３）国土地理院 50 m 標高メッシュに基づ

く地形モデルの重ね合わせ処理を行い，土地利用

の変化，樹林地面積の増減と傾斜の関係を解析し，

恋瀬川流域とは地形の異なる小野川流域と比較し

た。また、両流域における土地利用変化を迅速測

図（�880 年代）まで遡り明らかにした。

トンボの生息に及ぼす土地利用の影響のデータ

として、調査対象の溜め池周囲の土地利用変化

を解析した。これには迅速測図（�880 年代）、地

形図（�960 年代）、現存植生図（�980/�990 年代）

及び国土基本図（2000 年前後）を使用した。

（イ）　トンボの生息に及ぼす環境変化の影響

ａ　調査地および調査方法

調査地は、恋瀬川流域の南部に位置し、かすみ

がうら市（旧千代田町地区）、土浦市（旧新治村

地区）、石岡市（旧八郷町地区を含む）にまたが

る �0 km × �0 km の地域にある �4 個の溜め池で

ある。2005 年 5 ～ � 月に各月 � 回、各池でトン

ボの種と個体数を調査した。種ごとに 3回の調査

の合計個体数を求め、4つのランク（個体数 0、�

～ 3、4 ～ �0、�0<）に分けた。各池の環境要因

として、水質（pH、電気伝導度、溶存酸素濃度）、

水生植物の種類と被覆面積、落葉などの水底堆積

物の厚さ、捕食性魚類（オオクチバス、ブルーギ

ル、コイ）の有無、餌量（動物プランクトン個体

数、ベントス重量）を調査した。また、�/2,500

国土基本図をデータとして GIS に取り込み、池面

積、堤防のコンクリート護岸率、池周囲の土地利

用割合を求めた。土地利用割合は、池の外縁から

�0、25、50、�00、200、300 m 以内の各地目の面

積を百分率で表した。

ｂ　データ解析およびモデル

環境要因とトンボの種構成の関係を明らかにす

るため、多変量解析を行った。調査データは、必

要に応じて対数変換または角度変換を行った。

環境変化がトンボの生息に及ぼす影響を明らか

にするため、地図から読み取られるデータ（池面

積、コンクリート護岸率、池周囲の土地利用割

合）を変数として、指標種の種数を予測する重回

帰モデルを求めた。このモデルを �960 年代およ

び �880 年代の土地利用図に適用した。また、将

来の環境変化の影響を分析するため、モデルの変

数値を変えて指標種数を予測した。

溜め池の空間配置の影響を明らかにするため

に、次のような方法を用いた。対象種の各池にお

ける個体数データを用いて、個体数を決定する 3

種類の要因、すなわち空間トレンド、溜め池の環
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境、溜め池間の結合度を、それぞれ PCNM（principal 

coordinates of neighbor matrices：Borcard and 

Legendre4））、一般化加法モデル（Hurvich and 

Tsai5））、メタ個体群モデルによって個別に回帰

分析を行った。次に、変動分割法（Legendre and 

Legendre6）; Borcard et al.�)）を用いて、3種類

の要因による影響の大きさを分離・評価した。

（ウ）　水系ネットワークの変動が指標植物に及

ぼす影響

ａ　指標植物の分布および生育環境に関する調査

茨城県南部（利根川水系）の流域圏を事例地域

として設定し、休耕田、河川敷、用水路等を対象

とした植生調査を行い、水辺環境に特徴的な指標

植物を選定した。桜川・小貝川水系の休耕田・放

棄水田等において、指標植物として選定したタコ

ノアシ等を中心に、分布および生育環境に関する

現地調査を行った。

ｂ　事例地域の自然立地区分と指標植物が分布

する流域単位の抽出

空中写真、土地分類基本調査等の地理情報デー

タを利用して、茨城県南部（5万分の�図幅「水海道」

「土浦」「野田」「龍ヶ崎」）における水辺環境の自

然立地区分を行った。数値地図 50ｍメッシュ（標

高）を用いて、GIS ソフトウェア（TNTmips）によ

り流域解析（watershed analysis）を行い、対象

地域を４小流域圏（利根川、小野川、桜川、恋瀬

川）に区分した。また、国土数値情報・�/�0 細分

方眼（3次メッシュを縦横それぞれ�0等分したメッ

シュ）流域・非集水域データを用いて、対象地域

における単位流域のポリゴンマップを作成し、そ

こに指標植物であるタコノアシの分布データを重

ねて、この植物が分布する流域単位を抽出した。

ｃ　指標植物の遺伝的多様性の解析

茨城県小貝川・桜川水系で確認された �9 のタ

コノアシ集団より、それぞれ試料のサンプリング

を行った。各集団から 5個体ずつ選び、それらの

個体から全 DNA を抽出した。それらの DNA を用い

た AFLP 法により、80 個体の DNA フィンガープリ

ントを決定し、そのパターンから個体間の総当た

りで Dice の類似度を算出した。

ウ　研究結果

（ア）　土地利用の変遷

傾斜と土地利用変化との深い関係が存在する

ことが伺える（図 B2�2�-�）。両流域において

�950/�960 年代と �980 年代の間に樹林地と畑地

は全体的に減少するが，傾斜が緩やかなほど減少

が激しかった。対照的に市街地は傾斜が緩やかな

地帯ほど増加率は高かった。水田面積はわずかな

がら増加していた。恋瀬川流域では，果樹園の増

加率が高く、やや傾斜の急な地帯であり、増加率

のピークは傾斜 6～ �% 地帯であった。

図B2121-1　小野川流域と恋瀬川流域における土地利用変化と傾斜の関係

（�980 年代を �950/�960 年代と比較）
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迅速測図当時の両流域には後の地形図ではす

でに消滅していた大面積の草地・灌木地が存在

していた。恋瀬川流域では山地が（図 B2�2�-2）、

小野川流域では台地中心域の平地が草地・灌木

であった。また、溜め池の �00m 以内では、�880

年代と �990 年代の間に樹林地、草地、水田の割

合が減少し、住宅地とゴルフ場は増加した（図

B2�2�-3、表 B2�2�-�）。

（イ）　トンボの生息に及ぼす環境変化の影響

ａ　環境要因とトンボの種構成との関係

調査地全体（図 B2�2�-4）で合計 4� 種のトン

ボを確認した。クラスタ分析により溜め池は 6グ

ループに分けられ、指標種分析によりグループの

指標種が抽出された（表 B2�2�-2）。

図B2121-2　恋瀬川流域における土地利用変化

図B2121-3　恋瀬川周辺の一部における �880 年代と �990 年代の溜め池の配置と

溜め池から発生した �00 ｍバッファー

表B2121-1　溜め池から �00 ｍ以内の土地利用（％）

図B2121-4　恋瀬川流域における調査対象の溜め

池（＋）（背景図は現存植生図、�980年代）
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NMDS（nonmetric multidimensional scaling）

により溜め池を序列化した（図 B2�2�-5）。グルー

プ 2と 4は分離しているが、グループ �は両者の

中間に位置している。NMDS 軸と環境要因とを相関

分析した結果から、グループ 2の池は樹林に囲ま

れ水底堆積物が多い特徴をもち、グループ 4は周

囲に開放地（畑地、荒地など）が多く池面積が大

きい特徴をもつこと、グループ �は際立った特徴

がないことが示された。また、トンボの生息にとっ

て、水生植物が豊富な池は好適であり、コンクリー

ト護岸された池は好適でないと考えられた。

ｂ　指標種の生息種数予測

グループ 2、4-�、4-2 の生息種数（Y）を予測す

る重回帰モデルは次のようになった。

　グループ 2

　　Y=�.02-0.5�C+�.0�F-4.�8W

　　　　(R2=0.2�0, P<0.000�)

　グループ 4-�

　　Y=-2.54+0.84A+�.40F+�.24O+�.66P

　　　　(R2=0.260, P<0.000�)

　グループ 4-2

　　Y=-0.34+0.96A-0.��C+9.96W

　　　　(R2=0.�33, P=0.0�8)

A は池面積、C はコンクリート護岸率、F は樹

林面積率、O は果樹園面積率、P は水田面積率、W

は水域面積率であり，池面積は対数変換、それ以

外の変数は角度変換を行った。このモデルによる

予測から、過去の年代は現在に比べて指標種数が

多い傾向があった（表 B2�2�-3）。また、将来の

環境変化の影響予測から、樹林面積の減少および

コンクリート護岸の増加、池面積の縮小によって、

大きな影響を受けるグループがあることが明らか

になった（表 B2�2�-3）。

ｃ　溜め池の空間配置の影響

変動分割法をグループ 2の指標種であるモノサ

シトンボに適用した（図 B2�2�-6）。環境（E）に

比べて結合度（C）の影響が大きく、溜め池の配

置が重要であることを示唆している。同様に他の

グループの指標種も解析した結果、結合度（ネッ

トワーク）の影響はグループによって異なること

が予測された（表 B2�2�-3）。

（ウ）　水系ネットワークの変動が指標植物に及

ぼす影響

ａ　指標植物の分布および生育環境

利根川水系（茨城県南部）に出現した維管束植物

のうち、オオアカウキクサ、サンショウモ、ミズア

オイといった絶滅危惧植物 8) は、生育地が極めて狭

い範囲に限定していたが、マコモ、ヨシ、ガマといっ

た普通植物はどの生育環境にも広く分布した（表

B2�2�-4）。一方、タコノアシとミゾコウジュは、河

川敷と休耕田にまたがって出現しており、水辺環境

に特徴的な指標植物として適当であると判断した。

また、タコノアシ（写真B2�2�-�）は地表面に水の

滲み出しやわずかな湛水が認められる湿性な立地に

植物群落を形成し、タコノアシ群落は遷移初期に出

現する１・２年草が多いものの、遷移後期に出現す

る多年草は少なく、その群落高・植被率は小さく、

リター量は少なかった（表B2�2�-5）9)。本種は、ヨ

シやセイタカアワダチソウの優占群落中でも、一部

表B2121-2　各グループの溜め池を指標するトンボ

（指標種分析による）

1 24 1 24 1 2244

図B2121-5　NMDS による溜め池の序列化および環境

要因との関係

�）橙色の矢印と枠内の説明は、環境の傾向を示す。
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図B2121-6　変動分割法によるモノサシトンボ

個体数の空間トレンド（S）、環境要因

（E）、結合度（C）の影響評価

�）各数値は影響の大きさを表わす。

表B2121-3　トンボ指標種数の過去年代における推定および

環境変化による予測

1) 2)

NT ×
II × ×
II × ×
II × ×
II ×
II ×

1) II: Vulnerable , NT: Near Threatened( )
2) ×

表B2121-4　利根川水系（茨城県南部）に出現した維管束植物

写真B2121-1　指標植物タコノアシ

表B2121-5　タコノアシの出現する植物

群落（左）と出現しない植物群

落（右）の特性
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で生育が認められたが、優占種の庇陰により生育は

不良であった。

ｂ　事例地域の自然立地区分と指標植物が分布

する流域単位の抽出

対象地域は、①河原・河川湖沼域、②改変地域、

③谷底平野（低地）－灰色低地土域、④自然堤防

－褐色低地土域、⑤湖岸低地域、⑥谷底平野（台地）

－多湿黒ボク土域、⑦台地－黒ボク土域、⑧崖斜

面－多湿黒ボク土域の８つの自然立地単位に区分

された。このうち、水辺環境として重要な立地は、

①河原・河川湖沼域、③谷底平野（低地）－灰色

低地土域、⑤湖岸低地域、⑥谷底平野（台地）－

多湿黒ボク土域の４タイプと考えられた。指標植

物として選定されたタコノアシは谷底平野（台地

域）－多湿黒ボク土域の自然立地単位に最も多く

出現したが、河原・河川湖沼域、湖岸低地域でも

分布が確認された（図 B2�2�-�）。さらに、流域解

析により、タコノアシが分布する単位流域として

概ね３つのグループ（利根川・桜川・恋瀬川グルー

プ）と ��サブグループを抽出した（図 B2�2�-8）。

ｃ　指標植物の遺伝的多様性の解析

タコノアシで観察された AFLP の有効なバンド

数は �22、� 個体あたり平均 �5.2 であった。これ

を元に算出した、各集団中における個体間の類似

度は 0.25 ～ 0.4 であり、集団間での個体間類似

度の平均は 0.34�（表 B2�2�-6）であった。

エ　考　察

（ア）　土地利用変化による生物生息地変化

地形は異なりながら、�880 年代の恋瀬川と小

野川の各流域において草地・灌木地が集落から遠

い水田間の領域に配置されていた。この多くは入

会の採草地であったと推測される。樹林地は主に

松林であった。草地・灌木地の多くは後に開拓さ

れたり、他の土地利用へと変わったために、大面

積の地目としては地図からその姿は消えた。恋瀬

川流域の山地では森林が拡大した。両流域の平地

では樹林地は徐々に縮小し、傾斜地に集中する傾

D 0.363 0.313 0.354 0.276 0.315 0.317

D 0.317 0.282 0.212 0.338 0.304 0.399

D 0.298 0.268 0.384 0.28 0.242 0.257

D 0.265
0.341

表B2121-6　各調査集団における集団内の平均類似度と全集団間の平均類似度

D は Dice の類似度を、カッコの中は各集団において AFLP 分析を行った個体数を表す。

図B2121-7　自然立地単位とタコノアシの分布

の関係

図B2121-8　小流域圏・単位流域とタコ

ノアシの分布の関係
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向を見せていた。したがって、生物生息地の観点

から考えると、明治期以降、草地・灌木地のよう

な開けた生息地は減少しながら、樹林と水田の連

鎖からなる谷津田型の生息地は存続した。しかし、

後者も都市化の拡大や樹林地の減少、あるいは水

田の耕作放棄などによって近年は減少していると

考えられる。

（イ）　トンボの生息に及ぼす環境変化の影響

ａ　環境要因とトンボの種構成との関係

トンボの種構成に基づき溜め池を類型化し、環

境要因との関係を解析した。両者の関係に関する

従来の研究は、少数の要因だけを扱ったものが多

く、とくに土地利用など周辺の環境を扱ったもの

はほとんどない。本課題では、土地利用を含む多

くの要因を総合的に解析した結果、環境変化の影

響予測に結びつけることができた。類型化した中

で、グループ 2は樹林に囲まれ水底堆積物の多い

特徴をもち、グループ 4は周囲に開放地が多く池

面積が大きい特徴をもつ。トンボの保全にとって、

このような二つのタイプの溜め池の環境をそれぞ

れ維持することが重要である。

ｂ　環境変化の影響

現在は過去の年代よりトンボ指標種数が少ない

傾向があり、これは樹林の減少およびコンクリー

ト護岸の増加が原因であると考えられる。モデル

の変数値を変えた場合には、これらに加えて池面

積の縮小が種数の減少に影響することが示され

た。これらの環境変化は、今後都市化によって起

こることが予想されるものであり、溜め池そのも

のの消失とともにトンボや水生生物の生息にとっ

て重大な影響を及ぼす恐れがある。

生物と共生できる農村環境を維持し止水性の水

生生物を保全するためには、好適な溜め池を残し

その環境を保全する必要がある。本課題は、トン

ボの生息にとって重要な環境要因を明らかにし、

また異なるタイプの池が必要なこと、さらに池の

配置が重要な種があることを示した。これらの結

果は、溜め池を含む集落の管理計画やビオトープ

の造成計画に役立つ情報を提示するものである。

（ウ）　水系ネットワークの変動が指標植物に及

ぼす影響

指標植物に選定したタコノアシの観察される植

物群落は、いずれも湿性立地で、自然遷移の初期

段階の群落構造を示した。したがって、この植物

は、湿性遷移が進んでヨシ・ガマが密生する植物

群落では持続できないと考えられる 9)。また、そ

の種子発芽は、光要求性・変温要求性が高く �0)、

水に浮いて分散し、かく乱によって他の植物が排

除されたギャップに到着できた種子が発芽して集

団を維持していることが報告されている ��)。こ

れらの特性は、タコノアシが、かく乱に依存し

た遷移初期相の構成種であることを示唆する �2)。

したがって、本種は、水辺環境の中でも、かく乱

によって一時的に発生する競争圧の低い環境を指

標すると考えられる。こういった環境は、タコノ

アシ以外の湿性の絶滅危惧植物にとっても重要な

生育適地になっていると予想される。

タコノアシは谷底平野（台地域）－多湿黒ボク

土域の自然立地単位に最も多く出現した。この立

地単位の群落の多くは、谷津田枝谷部の休耕田・

放棄水田に成立していた。大規模水田が分布する

谷底平野（低地）－灰色低地土域にタコノアシが

分布しなかったことは、農業活動の影響により分

布が制限されていることを示唆する。タコノアシ

は、現在広く使用されているスルホニルウレア系

除草剤に強い感受性を示す �3)。また、その立地

として、水深が 0-��cm の水位条件での成長は良

好だが、それより水位が深くても、乾燥していて

も、成長は抑制されることが報告されている �4)。

したがって、農薬の施用と基盤整備による乾田化

はタコノアシの現在の分布を制限する要因になっ

ている可能性が高い。また、河原・河川湖沼域の

立地では、洪水等のかく乱により多くの生育地が

消失していることが確認されたため、この立地に

おける集団の持続は期待できない。したがって、

本種の保全のためには、谷津田枝谷部の休耕田・

放棄水田において自然遷移を過度に進行させない

管理（例えば、水稲作のローテーション 2) など）

を施すことが重要になると考えられる。

DNAフィンガープリントを用いて推定された野

生植物の遺伝的類似度は、集団内で 0.�～ 0.8 程

度の数値を示すことが知られており �5)、タコノア

シの集団内の遺伝的類似度（0.25 ～ 0.4）は極め

て低いと考えられる。また、タコノアシの集団間

の類似度が集団内のそれと同様に低く、かつ、そ

の値がほぼ同等であるという結果は、小貝川・桜
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川水系におけるそれぞれのタコノアシ集団が高い

遺伝的な多様性を有していること、さらにそれら

の集団間で分化が起こっていないことを示唆する。

したがって、AFLP法を用いてタコノアシの移動･分

散範囲を推定することは困難であると考えられた。

また、この植物は、水系ネットワークが分断され

たとしても、それまでに集団中に蓄積してきた遺

伝的多様性があるため、急激な遺伝的多様性の減

少による集団の衰退は起こりにくいと考えられる。

オ　今後の課題

（ア）　土地利用変化の解析

溜め池間における地形情報と土地利用の特徴と変

化を定量的に指標化する。さらに、土地利用変化と

地形の関係の解明を含めて、生物生息地の時系列変

化の解析対象を樹林地だけではなく、草地、水田、

その他農村土地利用へ拡張し、日本の農業環境にお

ける生物生息地に関する空間指標を発展させる。

（イ）　トンボの生息に及ぼす環境変化の影響

本課題では、溜め池を対象として扱った。昆虫

など止水性の小動物は、溜め池のほかに水田も生

息地として利用するものが多い。水田、とくに現

在大多数を占める乾田は、潅水期間が限られた一

時的水域であり、水田に対する依存度は生物種に

よって大きく異なる。今後、水田まで範囲を拡張

し、水田生態系の生物保全機能を解明し、その管

理計画を提示する必要がある。

（ウ）　水系ネットワークの変動が指標植物に及

ぼす影響

タコノアシ集団の遺伝的多様性は、野生植物で

これまでに報告されたものより著しく高いことが

わかった。このことは、水系ネットワークの分断

の効果を研究する上では障害となったが、生物学

的には興味深い問題が提起されたと言える。今後、

本種の遺伝的多様性の成立機構が解明されれば、

水田が育む新しい生物多様性保全機能が発見され

る可能性がある。

カ　要　約

（ア）　農業環境における生物の潜在的生息地の

変化

農業の変化にともない土地利用が変化し、その

結果、農業景観の持つ生物多様性を育む潜在的生

息地も変化しつつある（武内ら �6））。生物生息環

境として見た農地・水域等の利用の歴史的変遷を

地図資料をもとに GIS により解明した。茨城県南

部には明治初期まで広大な草地が存在していた

が、これは �950 年代から �960 年代にかけて失わ

れていた。水田と樹林地は �950 ～ 60 年代後にも

かなり残されていた。小野川流域では平地林の存

在を確認することができたが、恋瀬川流域では樹

林地の多くは山地に集中していた。しかし、両流

域において、少しでも傾斜がある地域に樹林地が

より多く残されていた。平坦な台地を含む小野川

流域では都市化が特に顕著であった。恋瀬川流域

では果樹園の増加率が高かった。このような土地

利用の変化はトンボの潜在的生息地である溜め池

の周辺にも見られた。

（イ）　トンボの生息に及ぼす環境変化の影響

環境変化がトンボの生息に及ぼす影響を明らか

にするために、恋瀬川南部地域において、溜め池

の環境とトンボ群集の調査を行い、多変量解析に

より解析した。トンボの種構成より、溜め池を、

周囲の土地利用などが異なるグループに類型化

し、各グループの指標種を抽出した。過去の推定

および将来予想される環境変化のもとで指標種数

を予測した結果、樹林の減少、コンクリート護岸

の増加、池面積の縮小がトンボの生息に悪影響を

及ぼすことが明らかになった。池の環境とネット

ワークの影響を分離して評価する手法を開発し、

ネットワーク分断の影響がトンボのグループに

よって異なることが示された。

（ウ）　水系ネットワークの変動が指標植物に及

ぼす影響

利根川水系の中で茨城県南部地域を事例地域と

し、湿性の絶滅危惧植物が利用する生育環境を指

標する植物としてタコノアシを選定し、本種がか

く乱によって成立する湿性遷移初期段階の植物群

落に出現することを明らかにした。この植物は、

谷底平野（台地域）－多湿黒ボク土域の自然立地

単位で、谷津田枝谷部の休耕田・放棄水田に良く

分布することを解明し、谷津田の休耕田・放棄水

田において自然遷移を過度に進行させない管理を

施すことの重要性を示唆した。また、タコノアシ

集団の遺伝的多様性は、普通の野生植物で見られ

るよりも著しく高いことを明らかにし、本種が水
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系ネットワークの分断による移動・分散の縮小の

影響を受けにくいことを示唆した。
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１　頭首工周辺における生態系多様性の保全、向上

技術の開発

　（平成 17 年度以降は、C1120「農業水路系におけ

る魚類の生息・移動のための技術開発」にて実施。）

ア　研究目的

河川から農業用水を取水するために頭首工が建

設されると、その周辺の物理的環境は大きく変化

し、生態系はこの人為的撹乱によって新たな平衡

点へと移行する。本研究では、頭首工周辺におけ

る生態系多様性の保全、向上技術を、その周辺の

河川流況、土砂移動特性並びに付帯施設からの影

響を考慮して検討し、利水と生態系の双方に配慮

した施設設計手法を開発することを目的とする。

具体的には、下記の通りである。

（ア）　ゲート操作による頭首工上流側の砂州形

成制御

非灌漑期の頭首工上流域において、安定した砂

州の形成による生物生息域の創出、みお筋の固定

化による水生生物の通路の確保、河川断面の複雑

化による生態系多様性の向上を目的とする。

（イ）　水制工による取水口および魚道下り口の

前面における堆砂抑制

取水口および魚道下り口の前面における堆砂の

抑制を目的とする。

（ウ）　水理面と生態面からの階段式魚道の機能

診断

本研究項目については、上記の C��20「農業

水路系における魚類の生息・移動のための技術

開発」に関連が深いため、同課題において記載

する。

イ　研究方法

（ア）　ゲート操作による頭首工上流側の砂州形

成制御

滋賀県野洲川に建設が予定されている頭首工

をモデルに、縮尺 �/50 の移動床水理模型を製作

した。頭首工は、中央に径間 45.6m の洪水吐ゲー

ト（ゴム引き布製ゲート）を 4 門、両岸に径間

20m の土砂吐ゲート（鋼製引き上げゲート）を 2

門もつ全可動堰である。洪水時における頭首工

のゲート操作は、原則として洪水吐、土砂吐ゲー

トともに全開が基本であるが、本研究では洪水

終末期に治水に影響しない範囲で洪水吐ゲート

を操作し、これによる人工的な砂州形成の可能

性について探る。

まず、流量条件については、平均年最大流量

の �,000m3/s を採用した。これは、平均年最大流

量は発生頻度が多く、低水路がほぼ満水となる流

量であることから、河道の低水路を形成するのに

もっとも影響が大きいと解釈されているためであ

る。したがって、模型に �,000m3/s を連続通水し、

河床が安定した状態を中長期的な低水路の河道地

形とみなす。

ゲートの設定は、洪水時における通常操作とさ

れている洪水吐、土砂吐ゲートともに全開状態を

１ケース、洪水吐ゲートの堰高を調整した状態を

２ケースとする（表 C���0-�）。なお、土砂吐ゲー

トは、取水口付近の堆砂を避けるため、いずれの

第１編　生態系の機能再生・向上技術の開発及び流域圏環境
の管理手法の開発

第１章　水物質循環、生態系の機能再生・向上技術の開発

Ｃ　機能再生・向上技術及び管理チーム

2 2 2 h
CASE 1 81
CASE 2 48
CASE 3 48

表C1110-1　砂州形成実験の条件
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ケースでも全開状態とする。

（イ）　水制工による取水口および魚道下り口の

前面における堆砂抑制

平成 9 年から �� 年にかけて建設された荒川の

頭首工では、平成 �0 年と �� 年の洪水によって堰

周辺および堰上流の河道湾曲部内岸側に大規模な

堆砂が発生した。調査によれば、この主な原因は、

頭首工建設に伴う河道拡幅と堰下流の河道蛇行部

に起因する背水によって、堰周辺の掃流力が低下

したことにあると推察された。

図 C���0-� に実験に用いた頭首工付近の移

動床水理模型の平面図を示す。縮尺は、河床材

料、粗度係数、水深を考慮して �/50 とした。堆

砂の抑制のため、本模型に群水制工を付設した。

群水制工のうち主水制工は堰直上流左岸側の

No.60+�5m 地点に付設し、補助水制工は、長さが

群水制工先端の法線形状が滑らかになるように、

主水制工の上流側に 25m 間隔で 2 基布設した（表

C���0-2）。

ウ　研究結果

（ア）　ゲート操作による頭首工上流側の砂州形

成制御

野洲川の頭首工では、土砂吐および洪水吐ゲー

トの操作において、全開操作を行った CASE � に

比べ、制限水位を超えない範囲でこれらの開度を

調整した CASE 2 では、砂州をある程度人工的に

形成することができた（図 C���0-2）。このよう

な河川中央部における砂州の形成に伴って両岸付

近ではみお筋が形成され、河川断面が複雑化して

生態系多様性の向上が期待できる。

（イ）　水制工による取水口および魚道下り口の

前面における堆砂抑制

荒川の頭首工では、頭首工周辺および頭首工上

流の河道湾曲部内岸側に大規模な堆砂が発生した

が、CASE B の群水制工の付設により、取水口前

面における過剰な掃流砂の堆積を抑制し、さらに、

浮遊砂の堆積の原因となる淀みの発生を解消でき

た（図 C���0-3）。

表C1110-2　堆砂抑制実験の条件

図C1110-1　堆砂抑制実験の模型の平面図
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図C1110-2　堆砂抑制実験による頭首工上流60m

地点における通水後の河川横断形状

図C1110-3　堆砂抑制実験による頭首工上流 60m

地点における通水後の河川横断形状
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エ　考　察

（ア）　ゲート操作による頭首工上流側の砂州形

成制御

頭首工周辺の土砂移動を安定化させ、豊かな生

態系を形成するための砂州形成という視点で、他

に類する研究もなく、独創性が高いと考えられる。

経済的なインパクトについては評価が難しい。

（イ）　水制工による取水口および魚道下り口の

前面における堆砂抑制

群水制工の水跳ね効果を利用して取水口前面の

堆砂対策を行った例はこれまでに知られていな

い。また、この対策は現地で採用され、すでに実

用に供されている。経済的には、洪水のたびに重

機による堆砂排除を行う必要がなくなるので、一

定の経済効果があるものと思われる。

オ　今後の課題

（ア）　ゲート操作による頭首工上流側の砂州形

成制御

ゲートの操作技術として本手法を現地で実施す

るには、地域住民や河川管理行政におけるコンセ

ンサスが必要であり、今後も研究の蓄積が必要と

思われる。

（イ）　水制工による取水口および魚道下り口の

前面における堆砂抑制

本実験で想定外の洪水が到来したときには、こ

こで把握した堆砂抑制効果が発揮されない可能性

もある。今後、状況に応じて人為的な堆砂の撤去

も考慮しながら、砂州の移動形態を経年的に把握

することが重要と考えられる。

カ　要　約

（ア）　ゲート操作による頭首工上流側の砂州形

成制御

滋賀県野洲川に建設が予定されている頭首工を

対象に、みお筋の固定化による水生生物の通り道

の確保、河川断面の複雑化による生態系多様性の

向上を目的として、可動堰の人為的な操作による

安定した砂州形成の可能性を、移動床水理模型実

験により示した。

（イ）　水制工による取水口および魚道下り口の

前面における堆砂抑制

栃木県荒川に建設された頭首工を対象に、取水

口および魚道下り口の前面における堆砂を制御す

るための河川構造物として群水制工を採用し、そ

の適切な位置および規模を水理模型実験により明

らかにした。この結果は、現地の堆砂対策工とし

て採用された。

キ　引用文献

特になし。

研究担当者（浪平篤 *、髙木強治、小林宏康、後藤

眞宏、常住直人）
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C��20-�）の効果を調査する。なお ､ 本魚道の堰

板は、魚類の遡上期の他では取り外す。

（ウ）　瀬淵水路

瀬淵水路とは、魚類の生息場所となる瀬と淵、

洲（植生）を柵渠排水路に形成させるために、アー

ムに切り欠きをつけ、流れを蛇行させて土砂を移

動させる構造を有するものである（図 C��20-�）。

瀬淵水路の機能を確認するために、実務設計に適

用することを想定した水理条件のもとで室内実

験、現地実験を行い、水路床形状の形成過程につ

いて検討する。

（エ）　生態系配慮型排水路

魚類の生息環境の向上のため水制工や堰板を設置

した排水路について、魚類の遊泳行動を観測する。

（オ）　頭首工ゲート

非灌漑期の頭首工上流域において、安定した砂

州の形成による生物生息域の創出、みお筋の固定

化による水生生物の通路の確保、河川断面の複雑

化による生態系多様性の向上を目的とする。

（カ）　水制工

取水口および魚道下り口の前面における堆砂の

抑制を目的とする。

イ　研究方法

（ア）　階段式魚道

ａ　水理模型実験

実物スケールの水理模型（図 C��20-2）を用い

て流況を計測するともに、ウグイ（図 C��20-3）

を用いた遡上実験を行った。実験では、水理条件

として最上流の隔壁に対する越流水深を 5、�0、

�5、20cm の４ケース設定し、また、構造条件と

して図 C��20-3 におけるΔ H、H、Lを変化させて

魚道勾配を種々設定した。

２　農業水路系における魚類の生息・移動のための

技術開発

　（平成 17 年度に C1110「頭首工周辺における生態

系多様性の保全、向上技術の開発」と C1120「生

態系再生のための農業水路の機能修復技術の開

発」が統合して発足）

ア　研究目的

農業水路系において魚類を保全するためには、

河川－水路間、水路－水田間の移動障害を緩和

し、水路内に生息環境を形成するなどの技術が

必要であることから、実務設計に資する技術と

して、階段式魚道、排水路堰上げ型魚道、瀬淵

水路、生態系配慮型排水路に着目し、性能照査

手法を用いてそれぞれの機能を明らかにする。

また、頭首工周辺における生態系多様性の保全、

向上技術を、その周辺の河川流況、土砂移動特

性並びに付帯施設からの影響を考慮して検討し、

利水と生態系の双方に配慮した設計および操作

手法を開発する。具体的な検討対象は下記の通

りである。

（ア）　階段式魚道

階段式魚道は一般に �/�0 より緩勾配にすべき

であることが知られているが、現場の地形等の条

件により �/�0 より急勾配とせざるを得ない場合

を対象として、遡上率を向上するための方法を検

討する。また、実務設計の時点で魚道内の流況を

精度良く、かつ効率よく把握するための数値解析

手法を開発する。

（イ）　排水路堰上げ型魚道

田植え後から中干し期の間における排水路と水

田との水位差の緩和を目的として、既設の農業

支線排水路に取り外し可能な堰板を複数連ねて

設置し、階段状とした排水路堰上げ型魚道（写真

写真C1120-�　排水路堰上げ型魚道 図C1120-1　瀬淵水路の概念図
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ｂ　数値解析

　円弧型の隔壁形状を表現するため一般座標に

基づき、水面変動を表現するために VOF 法を用い、

また、乱流モデルとして、効率よく解析結果を得

るとともに激しい乱れに対しても安定して解析す

るために改良 LK モデルと Durbin モデルを適用

した標準型k-εモデルを用いた数値解析手法の

再現精度を検証をした。

（イ）　排水路堰上げ型魚道

　滋賀県長沢地区（水田 6 筆：2.�ha）内の既

設農業支線排水路を対象として、田植え後から中

干し期の間に水路内に堰板を複数連ねて設置しな

い場合と、設置する場合の水田内の魚類の繁殖状

況をそれぞれ調査した。

（ウ）　瀬淵水路

ａ　実験水路

室内実験水路は、水路工実験棟内の可変勾配水

路（幅 0.6cm、高さ 0.�cm、長さ 50m、勾配 �/25

～ �/�00）に、切り欠きをつけた木製の桟（アー

ムを模擬）を等間隔で 6 つ設置したものであり、

平均粒径 0.64mm の均一粒径砂を厚さ 20cm で敷き

均し初期形状とした（図 C��20-4）。現地実験水

路は、茨城県桜川流域の支線柵渠排水路（幅 �m、

高さ �m、長さ 30m、勾配 �/�00）のアームに木型

を取り付けて切り欠きとしたものであり、水路内

の植生などを取り除き、砂を切り欠き底（アーム

天端）から -3cm 程度の高さに敷き均し初期形状

とした（写真 C��20-2）。砂は平均粒径 �6.3mm の

混合粒径砂である。
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図C1120-2　階段式魚道の水理模型

図C1120-3　実験に使用したウグイの体長と体重
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ｂ　上流からの土砂供給条件

室内実験では、最上流の桟（桟 �）を流入境界

とし、境界における土砂供給量を①一定、②変

動に設定した。桟 � の上流 20m を土砂の供給源

とし、交互砂州を発達させ、交互砂州の第一波

が境界に到達するまでを①、それ以降を②とし

た（図 C��20-5）。現地実験では、土砂供給量は

一定であり、高水時に中礫、平水時に細砂が供

給された。

ｃ　実験条件と計測方法

室内実験では、流量を5.0l/sに設定した。また、

桟の間隔を交互砂州の半波長の長さ �.�4m と組立

柵渠に類似した製品の長さ 0.��m とした。実験条

件の一部を表 5���-� に示す。

水路床形状の計測は、室内実験では、形状が安

定するまで通水した後、通水を停止し、切り欠き

底部の中心を原点としてレーザ変位計を縦横断方

向に4cm間隔で移動させて行った。現地実験では、

月 �回、切り欠き底部の中心を原点としてトータ

ルステーションを縦横断方向に �0cm 間隔で移動

させて行った。

20m

Flow
1 2 3 4 5 6

図C1120-4　室内実験水路

写真C1120-2　現地実験水路

図C1120-5　境界（桟 �）における土砂供給条件

表C1120-1　室内実験の実験条件（一部）

(l/s) (mm) τ*(m/s) τ*c

Case 1 1.74 λ/2 1/50 5.0 2.0 0.64 0.38 0.03
Case 2 0.77 1/50 5.0 2.0 0.64 0.38 0.03
Case 3 1.74 λ/2 1/50 5.0 2.0 0.64 0.38 0.03
Case 4 0.77 1/50 5.0 2.0 0.64 0.38 0.03

(cm)(m)
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（エ）　生態系配慮型排水路

アクリル製模型水路（幅 0.26m ×高さ 0.32m ×

長さ 6m）の底部に、①流下方向の断面形状が異

なる 3 種の水制工（図 5���-6）8 個を 0.5m 間隔

で 3パターン（全幅、片側、千鳥）配置した場合

（図 C��20-�）、②下方向の断面形状が異なる 2種

（長方形型、切り欠き型）の厚さ 0.0�m の堰板（図 

C��20-8）8 枚を 0.5m 間隔で配置した場合、③何

も設置しない場合について、流況観測および遊泳

行動撮影を実施した。流量と水深は③の状態で平

均流速 0.35m/s、水深 0.�4m となるように設定し

た。供試魚には、タナゴAcheilognathus tabira

（体長 25mm ～ 40mm 程度）を使用した。

（オ）　頭首工ゲート

　滋賀県野洲川に建設が予定されている、中央

に径間45.6mの洪水吐ゲート（ゴム引き布製ゲート）

を 4門、両岸に径間 20mの土砂吐ゲート（鋼製引

き上げゲート）を 2門もつ全可動堰の頭首工を対

象に水理模型実験を行った。洪水時における頭首

工のゲート操作は、原則として洪水吐、土砂吐ゲー

トともに全開が基本であるが、本研究では洪水終

末期に治水に影響しない範囲で洪水吐ゲートを操

作し、これによる人工的な砂州形成の可能性につ

いて探る。流量条件については、平均年最大流量

の�,000m3/sを採用した。ゲートの設定は、洪水時

における通常操作とされている洪水吐、土砂吐ゲー

トともに全開状態を１ケース、洪水吐ゲートの堰

高を調整した状態を２ケースとする（表C��20-2）。

（カ）　水制工

平成 9 年から �� 年にかけて建設された荒川の

頭首工（図 C��20-9）では、平成 �0 年と �� 年の

洪水によって堰周辺および堰上流の河道湾曲部内

岸側に大規模な堆砂が発生した。調査によれば、

この主な原因は、頭首工建設に伴う河道拡幅と堰

下流の河道蛇行部に起因する背水によって、堰周

辺の掃流力が低下したことにあると推察された。

その解消の手段として群水制工の効果を水理模型

実験により検証した。群水制工のうち主水制工は

堰直上流左岸側の No.60+�5m 地点に付設し、補助

水制工は、長さが群水制工先端の法線形状が滑ら

かになるように、主水制工の上流側に 25m 間隔で

2基布設した（表 C��20-3）。

図C1120-6　水制工の断面図 図C1120-7　水制工を配置した実験水路の平面図

図C1120-8　堰板の形状
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表C1120-2　砂州形成実験の条件

2 2 2 h
CASE 1 81
CASE 2 48
CASE 3 48
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ウ　研究結果

（ア）　階段式魚道

ａ　水理模型実験

階段式魚道を標準的な勾配 �/�0 より急勾配と

せざるを得ない場合を想定し、構造条件である

Δ H、H、L（図 C��20-2）を表 5���-4 のように変

化させ、勾配 �/�0（TYPE A）に対してΔ Hが 2倍

となるように勾配 �/5 とした場合（TYPE B）と、

勾配 �/�0 に対して D+L が �/2 倍となるように勾

配 �/5 とした場合（TYPE C）のウグイの遡上特性

の違いを観測した。この結果、TYPE C では越流水

深 0.�0m 以下では高い遡上率が期待できるが、越

流水深 0.�5m 以上では遡上はほとんど期待できな

いことが明らかとなった（図 C��20-�0（a）、（b））。

また、流況の観測結果から最上流のプールにおけ

る流速が他のプールより早く、ウグイの遡上行動の

観測結果から最上流のプールにおける遊泳および定

位が他のプールより困難であることが確認された。

この結果をもとに、TYPE Bにおいて最上流の隔壁の

み0.�m短くし、最上流のプールのみ勾配�/�0とし

たTYPE Dでは、TYPE Bより高い遡上率が期待でき

ることが明らかとなった（図C��20-�0（a）、（c））。

表C1120-3　堆砂抑制実験の条件

図C1120-9　堆砂抑制実験の模型の平面図
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表C1120-4　構造条件に関する実験ケース

図C1120-10　遡上実験の結果

D m L m H m H m
TYPE A 0.2 0.8 0.4 0.1 3 1/10
TYPE B 0.2 0.8 0.4 0.2 3 1/5
TYPE C 0.2 0.3 0.4 0.1 6 1/5

TYPE D 0.2 0.8
0.3

0.2 3
1/10

0.4 1/5

a TYPE B b TYPE C c TYPE D
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ｂ　数値解析

本課題で開発した数値解析手法により、越流水

深の違いによるプール毎の流況の変化を精度よ

く再現できることを確認した（図 C��20-��、図

C��20-�2）。なお、水理条件や構造条件がこれら

の図とは異なる場合においても再現精度が十分高

いことは確認している。

（イ）　排水路堰上げ型魚道

水路内に堰板を複数連ねて設置しない場合には

水田内で稚魚が観測されなかったのに対し、設置

した場合には多数観測された（表 C��20-5）。

（ウ）　瀬淵水路

ａ　水路床材料が均一粒径砂で上流からの土砂

供給条件が一定の場合

淵は切り欠き直下の段落ち流によって形成され、

洲は桟と桟の間で前縁を張り出す形で形成された。

淵の深さや洲の波高は大きい（図C��20-�3）。

ｂ　水路床材料が均一粒径砂で上流からの土砂

供給条件が変動する場合

通水初期は交互砂州が桟や切り欠きを乗り越え

て移動し、淵や洲の形状は明確に現れなかったが、

通水後期になると水路床形状が安定し、深さや波

高は小さいが淵や洲が形成された。水路床を安定

させるためには、桟の間隔を交互砂州の半波長の

長さ程度に設定するのが望ましい。桟の間隔が狭

い場合、交互砂州の影響が卓越するため、水路床

は安定しない（図 C��20-�4）。

ｃ　水路床材料が混合粒径砂で上流からの土砂

供給条件が一定の場合

高水時に水路床材料の分級が起こり、水みち

付近に礫が分布し、桟（長辺）の下流部分に砂

が堆積した。平水時に桟の下流部分に砂がさら

に堆積し、洲が形成された。切り欠き直下の段

落流によって生じる淵は形成されなかった（図

C��20-�5）。

（エ）　生態系配慮型排水路

水制工を配置した実験水路におけるタナゴの遊

泳行動として、流速 0.5m/s 程度でも遡上可能で

あること、平面移動で �.0 ～ �.2m/s（体長 0.04m

換算で 25 ～ 30 BL/s）の突進速度で遊泳可能で

図C1120-11　TYPE A で越流水深 0.�0m のときの流況
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図C1120-12　TYPE A で越流水深 0.�5m のときの流況
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表5111-5　排水路堰上げ型魚道の設置前後の水田内の魚類の繁殖状況（滋賀県長沢地区）
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図C1120-13　均一粒径砂・一定の場合の水路床形状 (Case �)

図C1120-14　均一粒径砂・変動の場合の水路床形状 (Case 3)

図C1120-15　混合粒径砂・一定の場合の水路床形状 (現地実験開始から 6ヶ月後 )

あることを確認した。また、水路底方向へ移動す

る傾向があること、水制工上流部および下流部の

低流速領域において定位する傾向があること等も

確認した。

堰板を配置した実験水路におけるタナゴの遊

泳行動として、より流速の小さな領域（底部、

壁際）を選択的に移動すること、流速大の領域

では突進すること、堰板下部に遡上のための切

り欠きが無い場合には停留する傾向にあること

（図 C��20-�6）、堰板下部に切り欠きのある場合

には上流への遡上が導かれること（図 C��20-��）

等を確認した。

（オ）　頭首工ゲート

野洲川の頭首工では、土砂吐および洪水吐ゲー

トの操作において、全開操作を行った CASE � に

比べ、制限水位を超えない範囲でこれらの開度を

調整した CASE 2 では、砂州をある程度人工的に

形成することができた（図 C��20-�8）。このよう

な河川中央部における砂州の形成に伴って両岸付

近ではみお筋が形成され、河川断面が複雑化して

生態系多様性の向上が期待できる。

（カ）　水制工

荒川の頭首工では、頭首工周辺および頭首工上

流の河道湾曲部内岸側に大規模な堆砂が発生した

が、 CASE B の群水制工の付設により、取水口前

面における過剰な掃流砂の堆積を抑制し、さらに、

浮遊砂の堆積の原因となる淀みの発生を解消でき

た（図 C��20-�9）。

エ　考　察

（ア）　階段式魚道

勾配 �/�0 より急勾配とせざるを得ない場合、

越流水深を 0.�m 以下に制御可能であればプール

の長さ L を TYPE C のように短くした構造とし、



― 2�6 ―

Line 3 (Y = 0cm)

0

5

10

15

20

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

25.0 cm/s

Line 1 (Z = 2.5cm)

-15

-10

-5

0

5

10

15
-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

25.0 cm/s

0

-10

10

0

-10

10

(cm)
50 60 70 80 90 100 110 120 130-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130-30 -20 -10 0 10 20 30 40

Line 4 (Y = 5cm)

0

5

10

15

20

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

25.0 cm/s

Line 1 (Z = 2.5cm)

-15

-10

-5

0

5

10

15
-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

25.0 cm/s

0

-10

10

0

-10

10

(cm)
50 60 70 80 90 100 110 120 130-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130-30 -20 -10 0 10 20 30 40

図C1120-16　長方形堰板を配置した水路の流速分布および遊泳行動

図C1120-17　切り欠き堰板を配置した水路の流速分布および遊泳行動
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図C1120-18　堆砂抑制実験による頭首工上流 60m 地

点における通水後の河川横断形状
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図C1120-19　堆砂抑制実験による頭首工上流 60m 地

点における通水後の河川横断形状
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越流水深が 0.�5m 以上となる可能性が高ければ

プール間落差Δ H を TYPE B のように大きくした

構造とすればよいと考えられる。

TYPE B と TYPE D の比較より、プール間落差

Δ H を TYPE B のように大きくして急勾配とする

場合、最上流プールのみ標準的な勾配とすればよ

いと考えられる。

（イ）　排水路堰上げ型魚道

降雨が �0mm/d を超えて排水路内の流量が大き

くなると、ナマズ、ニゴロブナ、ギンブナ、コイ、

ドジョウの各成魚が堰を遡上し、さらに水田へも

進入する様子が観測された。このため、田植え後

から中干し期の間の降雨状況も水田内の魚類の繁

殖に大きな影響を及ぼしていると考えられる。

（ウ）　瀬淵水路

瀬淵水路の機能が発揮されるための水路構造、

水路床材料の条件を以下に示す。�) 柵渠または

二面張り水路、2) 水路幅は 50 ～ �50cm 程度、3)

水路勾配は �/25 ～ �/�00 程度、4) 水路床材料の

平均粒径は 0.�mm 以上（掃流砂として流れる）、5)

水路床材料の掃流力が限界掃流力より大きい（平

水時）、6) 上流から土砂の供給がある。

（エ）　生態系配慮型排水路

高流速領域において、タナゴは、水路底部方向

および左右方向（壁際）へ移動する傾向がある。

水路底部に移動したタナゴは、水制工や堰板直下

流の低流速領域で停留する傾向がある。切り欠き

の無い場合は、そこに停留し続ける傾向にある。

一方、切り欠きがある場合は、流速の速い切り欠

き部から遡上する行動が取られる。以上より、タ

ナゴの遡上を導く水路構造は、底部に低流速領域

があり、かつ、底部に呼び水的な流れを生じさせ

る構造であると推察される。

（オ）　頭首工ゲート

頭首工周辺の土砂移動を安定化させ、豊かな生

態系を形成するための砂州形成という視点で、他

に類する研究もなく、独創性が高いと考えられる。

経済的なインパクトについては評価が難しい。

（カ）　水制工

群水制工の水跳ね効果を利用して取水口前面の

堆砂対策を行った例はこれまでに知られていな

い。また、この対策は現地で採用され、すでに実

用に供されている。経済的には、洪水のたびに重

機による堆砂排除を行う必要がなくなるので、一

定の経済効果があるものと思われる。

オ　今後の課題

（ア）　階段式魚道

本課題の遡上率は、延長が非常に短い魚道で得

られた値なので一般性が乏しい。このため、タイ

プ間の比較をより正確に行うためには、延長がよ

り長い魚道で得られた値を用いる必要がある。

（イ）　排水路堰上げ型魚道

本魚道により排水路と水田の水位差を緩和する

には、約一ヶ月に渡り排水路を満水状態にし、か

つ仔稚魚の成育のために水田を深水にする必要が

あるため、農家や周辺住民の理解と協力が不可欠

である。

（ウ）　瀬淵水路

瀬淵水路の機能を照査する手法として、実務設

計に柔軟に対応できる数値解析を取り入れる必要

がある。

（エ）　生態系配慮型排水路

遊泳行動に関する詳細な分析を進め、魚類の移

動が容易な、あるいは、移動を導く流れ場を既存

の水路環境の中で創出する構造についての検討を

進める必要がある。

（オ）　頭首工ゲート

ゲートの操作技術として本手法を現地で実施す

るには、地域住民や河川管理行政におけるコンセ

ンサスが必要であり、今後も研究の蓄積が必要と

思われる。

（カ）　水制工

本実験で想定外の洪水が到来したときには、こ

こで把握した堆砂抑制効果が発揮されない可能性

もある。今後、状況に応じて人為的な堆砂の撤去

も考慮しながら、砂州の移動形態を経年的に把握

することが重要と考えられる。

カ　要　約

（ア）　階段式魚道

階段式魚道を標準的な勾配である �/�0 より急

勾配とせざるを得ない場合、越流水深を 0.�m 以

下に制御可能であればプールの長さを短くした構

造、越流水深が 0.�5m 以上となる可能性が高けれ

ばプール間落差を大きくした構造とすれば、ウグ
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イの遡上率の低下は比較的緩和できることを明ら

かにした。また、後者の構造では最上流プールの

み標準的な勾配とすれば遡上率の向上が期待でき

ることを明らかにした。さらに、実務設計の時点

で魚道内の流況を精度良く、かつ効率よく把握す

るための数値解析手法を開発した。

（イ）　排水路堰上げ型魚道

田植え後から中干し期の間における排水路と水

田との水位差の緩和を目的として、既設の農業支

線排水路に取り外し可能な堰板を複数連ねて設置

した結果、設置しない場合には水田内で稚魚が観

測されなかったのに対し、設置した場合には多数

観測された。

（ウ）　瀬淵水路

魚類の生息場所となる瀬と淵、洲（植生）を柵

渠排水路に形成させる瀬淵水路について、実務設

計に適用することを想定した水理条件のもとで室

内実験、現地実験を行い、水路床形状の形成過程

について検討を行った。その結果、水路床材料（均

一粒径砂、混合粒径砂）や土砂の供給条件の違い

によって、さまざまな形状の淵、洲が形成される

ことが明らかになった。

（エ）　生態系配慮型排水路

水制工を配置した実験水路のタナゴの遊泳行動

では、流速 0.5m/s 程度でも遡上可能であること、

平面移動で �.0 ～ �.2m/s（体長 0.04m 換算で 25

～ 30 BL/s）の突進速度で遊泳可能であることが

示された。また、水路底方向へ移動する傾向が

あること、水制工上流部および下流部の低流速領

域において定位する傾向があること等が確認され

た。堰板を配置した実験水路のタナゴの遊泳行動

では、より流速の小さな領域（底部、壁際）を選

択的に移動すること、流速大の領域では突進する

こと、堰板下部に遡上のための切り欠きが無い場

合には停留する傾向にあること、堰板下部に切り

欠きのある場合には上流への遡上が導かれること

等が示唆された。

（オ）　頭首工ゲート

滋賀県野洲川に建設が予定されている頭首工を

対象に、みお筋の固定化による水生生物の通り道

の確保、河川断面の複雑化による生態系多様性の

向上を目的として、可動堰の人為的な操作による

安定した砂州形成の可能性を、移動床水理模型実

験により示した。

（カ）　水制工

栃木県荒川に建設された頭首工を対象に、取水

口および魚道下り口の前面における堆砂を制御す

るための河川構造物として群水制工を採用し、そ

の適切な位置および規模を水理模型実験により明

らかにした。この結果は、現地の堆砂対策工とし

て採用された。

キ　引用文献
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― 2�9 ―

３　里山における生態系の機能の再生・向上技術の

開発 

ア　研究目的

人の資源利用により維持されてきた里山は、農

地や市街地と山地森林の移行・緩衝地帯として、

流域圏において重要な位置を占める。しかし里山

は、近年の土地利用の急激な変化・停止により、

その移行緩衝地帯としての機能や健全性に大きな

変化を起こしつつあると考えられ、何らかの保全

的管理が必要である。本研究は、流域圏環境の管

理手法開発のパーツとして、里山林の再生・向上

技術の開発を目的とする。具体的には、人の森林

管理が里山生態系に与える影響を明らかにし、そ

れをランドスケープスケールでコントロールする

ための技術を開発する。

イ　研究方法

（ア）　里山林の最も代表的な樹種であるコナ

ラ属樹種の繁殖早熟性を明らかにするために野

外調査を行い、その結果をもとに林齢‐林分種

子生産量の変化を推定する。コナラ属樹種の萌

芽更新能力の加齢に伴う変化を明らかにするた

めに野外調査を行い、その結果をもとに林齢‐

林分あたりの萌芽更新成功率の変化を推定する。

以上の情報を元に、コナラ属種種を主体とする

放置され高齢化した里山林の新たな更新体系案

を作成し、その実施可能性を労働投下量の面よ

り評価する。

（イ）　琵琶湖湖西に３小水系を含む約 800ha の

調査地を設定し、対象域の森林において毎木調査

を行い、里山林植生の類型化と、各類型と立地要

因との関係解析を行なう。

（ウ）　上記の調査地域内での過去の土地利用や

そのための作業投下状況について、聞き取りおよ

び文書資料の収集と解読を行い、近代化以前の人

為撹乱様式を復元する。

（エ）　コナラ属樹種の更新技術開発の資料とす

るため、コナラ属稚樹の初期成長パターンや、光

合成、水分生理特性のスクリーニングを行う。

（オ）　「ナラ類の集団枯損」が里山コナラ林の

健全性を低下させてきた経過を明らかにすると共

に、NPO などボランティアが実施できるような、

簡易な里山林の健全性調査手法を整備する。

（カ）　里山落葉樹林の指標種となるミヤコアオ

イ、ミツバツツジを対象に、その繁殖構造の劣化

と、里山林の変化の関係を解析する。

ウ　研究結果

コナラ林の林齢‐林分種子生産量のモデルを

作成した。短伐期管理がコナラの優占度を増加

させることを予測し（図 C��30-�）、野外調査

で実証した。また、高齢化したコナラ林では萌

芽更新が困難になることを予測した。以上の情

報を元に、高齢化した里山林を一旦種子更新に

戻し、刈り払いの繰り返しによりコナラの優占

度を高めるという更新体系案を検討した（図

C��30-2）。里山林を萌芽更新で維持するための

技術的シナリオの実施には、里山林１ha あたり、

年間で数人～ �0 人以上の作業投下が必要である

と推定した。
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図C1130-1　加齢にともなう林分の健全

種子生産量推定値の変化

図C1130-2　コナラ

の更新特性を組み

込んだ更新体系案
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（イ）　里山林の主要樹種の分布は地形などの自

然的要因や、集落からの距離などの人為的要因に

よって異なり（図 C��30-3）、その結果、里山林

は立地により多様であることを明らかにした（図

C��30-4）。

（ウ）　20 世紀前半の里山の資源利用は、柴薪、

緑肥用草、マツ材などの資源の分布に応じた空間

パターンを持っていた。明治後期の柴の採取量は

350 束 / 戸 / 年程度であり、柴採取にかけた日数

は 42 日 / 戸 / 年であった。（図 C��30-5）

（エ）　無施肥で植栽したコナラ属4種の当年生

実生は、根系など各部位への資源分配率にも種間差

を示し、根系への配分はナラガシワが最も大きかっ

た。コナラ、ミズナラは落葉性広葉樹20種のうちで、

耐乾燥性が高いグループに属していた 6)。コナラ属

樹種の初期成長パターンや、光合成、水分生理特

性の結果をリストにまとめた（図C��30-6）。

（オ）　「ナラ類の集団枯損」の発生の拡大が、

�950 年代以降ナラ林の薪炭利用の消滅と連動す

ることを示した（図 C��30-�）。里山林の健全性

が社会的要因で変化していることを示唆した。人

工林を含む里山林の健全性調査方法を京都府らと

共同で検討し、調査票で使用する指標を提案した。

図C1130-3　主要樹種の分布に対する立地の影響

図C1130-4　琵琶湖西岸における里山林の植生

パターン

図C1130-5　琵琶湖湖西集落における明治後期の土地利用と資源利用様式

図C1130-6　コナラ属樹種の種特性リスト（部分） 図C1130-7　ナラ類の集団枯損発生地域の変遷
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（カ）　里山の指標種であるミヤコアオイ �) や

ミツバツツジ 8) の繁殖形質や繁殖構造が、里山

林の変容により劣化することを明らかにした（図

C��30-8）。そして、開花・結実に関わる諸量が

個体群の盛衰を判断する指標となることを示し

た。

エ　考　察

（ア）　ナラ類を主体とする里山林は、資源利用

に伴う人為撹乱が一定の様式を持って繰り返され

る中で成立したものであり、単なる伐採とその後

の放置によって成立したものではない。

（イ）　「ナラ類の集団枯損」の発生の拡大が、

薪炭利用の消滅にともなう里山林の成長と連動し

ていることから推察されるように、里山林を放置

したり、あるいは近年里山林保全活動でひろく採

用されている、下層刈り払いのみで上層木を高林

化させる管理方法を採ることは、里山林の持続的

保全という点でリスクがある。今後は、本研究で

提案した更新体系案などを改善して、林分を若返

らせることが必要であろう。しかし、更新体系の

実施には、多大な労働投下が必要であると推定さ

れるので、その実施には社会経済的課題の克服が

必要である。

（ウ）　生物多様性という視点に立った里山林の

健全性は、いくつかの指標種の繁殖量を指標とし

て評価することが可能である。

オ　今後の課題

（ア）　本研究で提案したコナラ類の更新体系

案を実用化するためには、今後、種子生産の年

変動などを組み込んで改良するとともに、実地

試験により、技術的有効性の検証を行っていく

必要がある。

（イ）　里山コナラ林の更新管理を推進するため

に、社会的支援策や制度の検討と開発が必要であ

る。

カ　要　約

コナラ属樹種を主体とする里山林の持続を図

るために、新たな生態学的知見を基にした更新

施業体系を提案し、その実施に必要な労働投下

量を試算した。推定された労働投下量は多大で

あった。里山林管理に多大な労働力が必要なこ

とは、過去の伝統的な里山管理においても確認

された。里山の資源利用が経済的価値を失って

いる現代では、里山管理の実施には、なんらか

の社会的支援策、制度の整備が必要であると考

えられた。
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４　汽水域生態系の健全性指標の開発

ア　研究目的

汽水域は塩分が変動しやすく常在する生物種は

限られているが、潮汐や季節に応じて淡水種から

海水種まで様々な生物が去来するため、豊かな生

物多様性を示している。本研究では、我が国に特

徴的なヤマトシジミを優占種とする汽水湖である

涸沼を対象として、流動・物質循環・生物浄化・

個体群動態等の総合的な診断を行い、特に汽水湖

と海洋を結ぶ感潮河道の機能を検討することで、

汽水環境と生物多様性の向上を目指す指針を確立

する。

イ　研究方法

（ア）　調査地の概要

涸沼は茨城県水戸市の南に位置し、湖岸延長約

20km、面積約 9km2 の比較的小さな汽水湖である

（図 C��40-�）。涸沼川の下流が膨らんだ形状をし

ており、約 8km の感潮河道を介して那珂川河口に

繋がり、さらに鹿島灘に開口している。湖内と感

潮河道ではヤマトシジミやウナギを対象とした汽

水域特有の漁業が営まれており、特に感潮河道は

ヤマトシジミの安定した漁場として利用されてい

るが、湖内での稚貝の発生と資源形成は年次的に

不安定であることが知られている。

（イ）　涸沼における水質の季節変化に関する調査

調査水域における水質変動の特徴を把握するた

め、2002 年 4 月～ 2005 年 � 月に涸沼湖岸の 5 地

点（A～ E）及び涸沼川感潮河道の 2地点（F～ G）

において、表層水の水温・塩分・溶存酸素濃度の

測定及び採水試料のクロロフィル・フェオ色素濃

度と栄養塩濃度の測定を月 � 回の間隔で行った。

また、貧酸素化の抑止機構として底生藻類による

光合成に注目し、湖底における光供給と溶存酸素

濃度の関係を把握するため、2003 年 5 月～ 2005

年 3 月に自動観測器を涸沼湖心部に係留し、中層

の水温・濁度・クロロフィル濃度・照度、底層の

水温・溶存酸素濃度・照度を連続的に測定した。

さらに 2004 年 �2 月 4 日と 2005 年 � 月 2� 日に水

温、塩分、溶存酸素濃度の鉛直プロファイルの測

定を行った。

（ウ）　涸沼湖岸域における底生動物相及びヤマ

トシジミ個体密度の定期調査

涸沼東部の松川船溜北側の浅場（水深約 �ｍ）

に地点 E を設け、2002 年 �� 月 �� 日～ 2005 年 �

月 2�日に底生動物の定量採集と水質測定を定期

的に実施した。採集にはエクマンバージ型採泥器

（縦 �4.5×横 �4.5×高さ �8cm）を用い、�回の調

査で 5回ずつ反復して採泥した。採集した堆積物

は調査地で目合 0.5mm のふるいで濾し、残った試

料を �0％ホルマリンで固定して実験室に持ち帰っ

た。実体顕微鏡を用いて試料から生物を分別し、

底生動物の同定と計数を行った。また、地点 Eの

底層における溶存酸素濃度の変動特性を明らかに

し、湖中央部（地点 H）と比較するため、2003 年

図C1140-1　涸沼及び調査地点の位置

1 km

N

S
1 km
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� 月 29日～ 2005 年 4月 22日に記憶式測定器を設

置して溶存酸素濃度を 30 分毎に記録した。測定

器の感知部が湖底から 20cm ていどの位置になる

ように係留し、定期的に保守点検とデータの読み

取りを行いながら観測を継続した。地点 Eと Hの

データが共に取得された 2003 年 �月 30日～ 2004

年 �2 月 23日について、溶存酸素濃度が 2mg/L 未

満の貧酸素状態が連続して記録された回数によっ

て貧酸素化の時間スケールを分類し、時間スケー

ル毎の発生頻度を求めて 2地点を比較した。

（エ）　ヤマトシジミの成長モデルの作成

文献値を基に水温・餌濃度（クロロフィル濃度）・

殻長による摂餌速度の違いを成長にに反映させ、

自然死亡率やサイズ規制に従った漁獲による減耗

率を与えてヤマトシジミの殻長組成の変動を予測

する成長モデルを試作した。上記の定期調査から

得られた殻長組成データを再現できるように係数

の調整を行い、5000 個体 / ㎡の稚貝が新規加入

した場合の漁獲量と窒素除去量を試算した。

（オ）　感潮河道における流動の観測とヤマトシ

ジミ幼生の輸送に関する数値計算

2002 年 � 月 23 日～ 8 月 2� 日に涸沼川感潮河

道の涸沼湖口、大貫橋上流、涸沼川橋下流に水

温塩分計・流向流速計・水位計を係留し、連続観

測を行った。また、感潮河道の河床の詳細地形を

明らかにするため、DGPS 魚群探知機による船上

からの測深を行った。観測結果と測深結果をもと

に、マルチレベルモデルによる流動の数値計算を

行った。測深調査から得られた河床地形を基に涸

沼川感潮河道を上下流方向に 50m、鉛直方向に �m

間隔で分割し、連続観測結果と河床地形を境界条

件として与え、流速、水温、塩分を計算した。ま

た、ヤマトシジミ浮遊幼生の塩分に対する選択的

行動について明らかにするため、塩分勾配を与え

た鉛直シリンダー内に卵から飼育した浮遊幼生を

放ち、分布パターンが安定したときの個体密度の

分布を塩分層別に計数した。実験は上方から光を

照射した場合と暗条件の場合について行った。さ

らにマルチレベルモデルで計算された鉛直流速に

上述の実験から求めたヤマトシジミ幼生の塩分選

択行動に沿った移動速度を加え、オイラー＝ラグ

ランジェ法による粒子モデルにより幼生の移動位

置を求めた。

ウ　研究結果

（ア）　涸沼湖内における水質の季節変動の特徴

涸沼湖岸での栄養塩の測定結果のうち、湖の中

央に近い広浦（D 地点）における溶存態無機リン

(DIP) と溶存態無機窒素（DIN）の濃度の季節変

動パターンを示す（図 C��40-2）。DIP 濃度は �年

の大部分は �μM 未満であるが、夏季または秋季

に一時的に高濃度を示すことがあった。DIN 濃度

は主たる成分である硝酸態窒素濃度が季節的に増

減し、秋季に増加し、春季に減少する規則的な変

動パターンを示した。DIN/DIP 比は、� 年の大部

分においてレッドフィールド比を上回っていた。

一方、同所の同期間におけるクロロフィル濃度

は 2002、2003 年 4 ～ 5 月に顕著に増加するスプ

リングブルームを示したが、2004 年の春季には

そのようなクロロフィルの顕著な増加がみられな

かった（図 C��40-3）。しかし、クロロフィルの

分解産物であるフェオ色素は 2～ 4月にやや高い

濃度で推移していたことから、�ヶ月間隔の調査

ではクロロフィル濃度の一時的な増加を記録でき

なかった可能性がある。

涸沼湖心部（H 地点）における連続観測結果

を基にした湖底での光量子量と溶存酸素濃度の

関係（図 C��40-4）を示す。光量子量は南中時

の１ヶ月平均値、溶存酸素濃度は日間最低値の

１ヶ月平均と標準偏差を示す。南中時光量子量が

20μmol/m2/hを上回っている月に底層での溶存酸

素濃度が顕著に増加し、過飽和レベルに達してい

ることが示された。また、2005 年１月 2� 日に別

途行った水温、塩分、溶存酸素濃度の鉛直プロファ

イルの測定では、表層から底層にかけて減少した

溶存酸素濃度が、湖底直上で増加していたことか

ら（図 C��40-5）、湖底からの酸素の供給が起こっ

ていたと考えられる。

（イ）　涸沼湖岸域における底生動物相の季節変動

地点 E、H の湖底における溶存酸素濃度の連続

観測結果から、2003 年 � 月 30 日～ 2004 年 �2 月

23 日について 2mg/L 未満の貧酸素状態が連続し

て記録された回数によって貧酸素化の時間スケー

ルを分類し、時間スケール毎の発生頻度を求めた

ところ、調査地点 Eと Hでは長時間の貧酸素状態

が出現する頻度に顕著な違いがみられた。調査地

点 Eでは貧酸素状態の全出現回数のうち 50％は �
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図C1140-2　涸沼湖岸（D地点）における DIP・DIN 濃度の季節変動

図C1140-3　涸沼湖岸（D地点）におけるクロロフィル・フェオ色素濃度の季節変動

図C1140-4　涸沼湖心（H地点）底層における南中時光量子量（月間平均値）と日間

最低溶存酸素濃度との関係。

　　　　　 エラーバーは標準偏差を示す。
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時間未満で解消する一時的な溶存酸素濃度の低下

であったのに対して、地点 Hでは貧酸素状態の全

出現回数のうち 50％は 3 時間以上持続するもの

であった。

地点 E で採集された底生動物の中で個体密

度が高かったのは、多毛類のヤマトスピオ

Prionospio japonica と Potamila sp. であった

（図 C��40-6）。前者は、2003 年夏から翌年初夏

まで高い個体密度を示したが、2004 年夏以降は

後者が高い個体密度を示すようになった。ヤマ

トシジミの個体密度は調査開始時には �000 個体

/ ㎡前後であったが徐々に減少し、2 年後には殆

ど採集されなくなった。これらのヤマトシジミは

200� 年の繁殖期に形成された卓越群であり、そ

の後の卓越群の形成はみられなかったことから、

ひとつの卓越群が 3年余りでほとんど消滅したこ

とになる。また、その間、短期間での大量斃死は

みられなかったこと、漁獲対象サイズである殻長

図C1140-5　涸沼湖心（H地点）における水温・溶存酸素濃度・塩分の鉛直プロファイル

図C1140-6　涸沼東岸の浅場（E地点）における底生動物相の季節変動

Chironomidae spp.
Cyathura sp.
Nippoleucon hinumensis
Neomysis sp.
Harpacticoida
Corophium sp.
Grandidirella japonica
Melita shimizui
Deiratonotus cristatus
Tubificidae sp.
Hediste spp.
Notomastus sp.
Potamilla sp.
Prionospio japonica
Pseudopolydora sp.
Assiminea lutea japonica
Corbiaula japonica
Iravadia elegantula
Potamocorbula sp.
Stenothyra japonica
bivalve juvenile
Nemertinea
Turbellaria
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20mm 以上の個体が出現するようになってから減

耗率が増大したことから、遊漁（涸沼では漁業者

以外でも入漁料を払うと徒手採取をすることがで

きる）や漁獲による個体数の減少が大きいことが

示唆された。

（ウ）　ヤマトシジミの成長モデルの作成

漁獲サイズ規制の殻長を変えた場合に、単一の

年級群から得られる漁獲量を計算したところ、殻

長 20mm の場合が最大となり、涸沼における現行

のサイズ規制が漁獲量最大の観点からは妥当であ

ることが示唆された（図 C��40-�）。また、毎年

5000 個体 / ㎡の稚貝が新規加入し、個体群の齢

構造が安定していると仮定した場合、ヤマトシジ

ミの濾水・排糞によって水柱から堆積物に転送さ

れる窒素量は平均 9mgN/h/ ㎡と試算された。

（エ）　涸沼川感潮河道におけるヤマトシジミ幼

生の輸送

ヤマトシジミ幼生は発育段階に従って特定範囲

の塩分を能動的に選択することが、実験によって

示された（Saito et al., 2005）。受精後 4� 時間

の初期 D 型幼生は �5.2 ～ �9.2psu の汽水として

は高い塩分を選択して集まったのに対し、受精後

68 時間の後期 D 型幼生は �3.4 ～ �4.3psu といっ

た中程度の塩分を選択した。さらに、受精後 �4�

～ 2�3 時間の後期幼生は 6.4 ～ ��.4psu の低い塩

分を選択した。以上のような塩分選択性を考慮し

た粒子モデルによって、涸沼川感潮河道における

ヤマトシジミ幼生の移動について計算したとこ

ろ、高い塩分の水が感潮河道を遡上するときに幼

生は浮上し、反対に低い塩分の水が流下するとき

に下方に泳いで河床近くに集まり、特に上げ潮時

に塩分が大きく増加する場合には、上流の涸沼方

向に多くの幼生が輸送されることが予測された。

計算終了時において着底状態にあった幼生の個体

数を河床形状と対応させて集計したところ、起伏

が顕著な区間に多くの幼生が集積しやすいことが

示された。（桑原、藤，2003）

エ　考　察

（ア）　涸沼における水質の変動要因

涸沼湖内ではクロロフィル濃度と硝酸塩濃度が

逆パターンの季節的増減を繰り返しており、冬季

における硝酸塩の蓄積とスプリングブルームを始

点とする高水温期の光合成の活性化による硝酸塩

の消費の増加がこのような季節変動の要因のひと

つであると考えられる。しかし、本課題終了後に

涸沼川上流で継続した採水調査では、涸沼川の硝

酸塩濃度にも顕著な季節変動がみられ、冬季に濃

度が高く夏季に低くなっていた。このことから、

流入水の硝酸塩濃度の季節変化も、涸沼湖内にお

ける水質の季節変動を支配する要因として重要で

ある。涸沼湖内の表層水の DIN/DIP 比は、�年の

大部分においてレッドフィールド比を上回ってお

り、植物プランクトンの増殖は窒素よりもリンに

よって制限されている可能性が高い。涸沼表層の

リン酸塩濃度は夏～秋の一時期大きく増加するこ

図C1140-7　漁獲サイズ規制と漁獲量と窒素排出量の関係の試算結果
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ン負荷の季節変動パターンとの関係を明らかにす

る必要がある。特に、本研究では分析対象としな

かった、懸濁態でのリン負荷の情報を取得するこ

とが必要である。

（イ）　ヤマトシジミの初期生活史における移動

機構の解明

本種は着底後の稚貝も移動することが知られ

ていることから、生活史を通じた移動・漁場形

成過程を明らかにするためには、稚貝の移動を

もたらす環境応答についての知見を集める必要

がある。

（ウ）　汽水性底生動物の生活史の解明

汽水域に生息する底生動物では、ヤマトシジミ

のような漁業対象種を除き、生活史に関する情報

が著しく少ない。生物相を基に汽水環境の評価を

行えるようにするためには、優占種や指標となる

底生動物についての生活史に関する基礎的研究の

充実が必要である。

（エ）　ヤマトシジミの摂餌特性の解明

本種の摂餌における選択性と、餌粒子濃度と偽

糞形成との関係を明らかにし、成長モデル等に反

映させる必要がある。

カ　要　約

（ア）　涸沼における水質の季節変化に関する調査

涸沼の栄養塩濃度、特に硝酸塩濃度に季節的な

変動パターがみられる。また、湖深部水底では貧

酸素化が顕著であるが、水の透明度が上昇する冬

季に、底生微細藻類の光合成によるものと考えら

れる溶存酸素濃度の増加を示した。

（イ）　涸沼湖岸域における底生動物相

涸沼では水深の浅い場所でも貧酸素化はみられる

が、多くは短時間で解消され、このような場所では

周年にわたって多くの底生動物が生息していた。

（ウ）　ヤマトシジミの成長モデル

漁獲サイズ規制の殻長を変えた場合に、単一の

年級群から得られる漁獲量を計算したところ、涸

沼における現行のサイズ規制が漁獲量最大の観点

からは妥当であることが示唆された。

（エ）　ヤマトシジミ幼生の輸送に関する数値計算

河床に起伏があることによってヤマトシジミ幼

生が感潮河道に集積しやすいことが数値計算に

よって示唆された。

とがあったが、この現象は溶存酸素濃度の低下と

同調しており、貧酸素化した底層水の湧昇による

ものと考えられる。涸沼は塩分成層が発達しやす

く、風による擾乱の弱い時期には湖底における貧

酸素化が起こりやすい。本課題では、水塊が成層

している時でも透明度が高ければ、湖底の底生微

細藻類による光合成によって酸素が供給される可

能性が示された。しかし、涸沼では湖底に光が到

達するのは冬の一時期に限られている。

（イ）　汽水湖における浅場の機能

本課題では、水深の浅い地点 Eでも貧酸素化は

みられるが、多くは短時間で解消されることが示

された。また、この地点では夏季でも多くの底生

動物が生息していることが示された。汽水湖では

富栄養化による貧酸素化が起こりやすいが、貧酸

素状態の持続時間が短い場所ではある程度の貧酸

素耐性を持つ底生動物が生き残る。このような底

生動物には漁獲対象となるヤマトシジミ、マハゼ

等底生魚類の餌となる多毛類が含まれている。貧

酸素化が長く持続する湖深部では底生動物の生

息は一時的であるが、断続的な貧酸素化しかみら

れない浅場は底生動物の避難場所としての機能を

持っている。しかし、涸沼は護岸が進んでおり、

このような浅場の規模は限られている。

（ウ）　感潮河道の機能

涸沼川感潮河道は S字型に蛇行している。その

曲がり角で水深が著しく深くなっており、�0m 近

い水深を示す場所もある。これは蛇行する河川に

特徴的な瀬と淵の繰り返しに相当する地形であ

り、このような複雑な地形があることによってヤ

マトシジミ幼生が感潮河道に集積しやすいことが

本課題の数値計算によって予測された。ヤマトシ

ジミでみられたような浮遊幼生の選択的行動は他

の底生動物においても知られており、このような

浮遊幼生を滞留させる河床の起伏は汽水域におけ

る底生動物の多様性に寄与する可能性がある。た

だし、この考察は数値計算から得られたものであ

るので、現場での実証的な調査を経て裏付ける必

要がある。

オ　今後の課題

（ア）　流入河川ごとの負荷特性の把握

汽水湖流入河川の土地利用パターンと窒素・リ
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５　汽水湖生態系における水際域の役割と管理手法

の開発

ア　研究目的

汽水域の浅場に生息する底生系の動植物は、水

域の富栄養化を緩和する効果のあることが知られ

ている。底生微細藻類などの底生植物は堆積物か

ら溶出する栄養塩を吸収し、シジミは浮遊してい

る懸濁物の除去効果がある。埋め立てや護岸によ

る浅場の喪失は、生態系に重大な影響を与えもの

と考えられる。本課題は、汽水域生態系における

浅場の機能を明らかにするため、特に底生微細藻

類について注目し検討を進めたので報告する。

イ　研究方法

（ア）　涸沼における底生微細藻類の現地調査と

その分析

砂層表面の底生微細藻類調査するため、松川漁

港（図 C��50-�）北側にある水深 0.5，�.0，2.0，

2.5m において、コア（内径 5cm，高さ �0cm）を

３本ずつ採取した。各コア表層（厚さ 5mm）の半

分は Chl.a 量と Phaeo 量の測定、残り半分は底生

微細藻類の種同定と計数を行った。礫表面に付着

する底生微細藻類を見るため、水深 0.5 ｍにおい

て、礫（直径 �0mm 程度）を �0 個体採取し、種同

定と計数を行った。

（イ）　水質・底質・動植物の連成モデルの構築

水質モデル：太陽放射による鉛直１次元熱輸送

方程式を用いて各層の水温が求まり、この水温と

塩分による密度勾配から鉛直拡散係数が求まる。

有機態のコンパートメントは植物プランクトン、

動物プランクトン、懸濁態有機物 (POM) の３種と

する。底質モデル：底質は、好気層と嫌気層を考

慮し、沈降、混合、拡散、埋没が行われ、各化学

種 (NH4,NO3,PO4) は、酸素及び温度に依存する動

力学による質量保存式から算出される。この様に

底質で無機化された栄養塩は、拡散係数と栄養塩

の濃度勾配により水中に溶出し、再び、水質モデ

ルに入り植物プランクトンに取り込まれる。③底

生微細藻類モデル：底質表面に生育する付着珪藻

を対象にモデルに組み込む。

（ウ）　チャンバー実験による底質の酸素消費速

度や栄養塩溶出速度の測定とモデルの検証

調査期間：2004年8月2日�8時～8月3日6時（暗

条件の実験）にかけて、涸沼の松川漁港北側にあ

る水深約0.5mに３つのチャンバーを設置(それぞ

れ block�、2、3と称す )した。チャンバーは、内

径 35cm、高さ �0cm の円筒型である。上面は閉じ

下面は開いており、下面から深さ20cm底質に埋め

た。チャンバー内の上面にスターラーを設置し内

部の水が均一になるように攪拌した。測定項目は、

DO(compact-dow,alec 社 )、Chl-a と濁度 (compact-

chw,alec 社 )、水温を �0 分間隔、チャンバー内

の水を約２時間間隔で採水し、その後栄養塩分析

(NH4、PO4、NO3) を行った。測定後、チャンバー内

の底質を採取して生物の種類と計数を行った。こ

のチャンバー実験と同条件で昨年開発した生態系

モデルを計算し、モデルの妥当性を検証した。

（エ）　モデルの試計算

開発したモデルを用いて、水深２ｍと４ｍにお

ける物質循環を計算し、浅場の機能を考察した。

ウ　研究結果

（ア）　涸沼における底生微細藻類の現地調査と

その分析：

底生微細藻類は、図 C��50-2 のように砂泥表

層と礫表面ともに、浮遊性種はほとんど枯死体

で、生体は付着・浮遊性種となっていた。砂層表

層では、水深 2m で枯死体と生体共に細胞数が最

も高くなっており、これより浅い領域は、波浪に

よる剥離の影響が、深い領域は、湖底面での光量

不足が考えられた。底生微細藻類（生体）は水深

2m で約 3 × �05cells/cm2 あり、同時に測定した

水中では植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ細胞数と比較して、多数存図C1150-1　涸沼の概要と調査地
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在することがわかった。湖水、礫表面及び砂泥表

層にある微細藻類（生体）の種組成についてデン

ドログラムを示したのが図 C��50-3 である。湖水

（w）、礫表面（G）、砂泥（S）表層で種組成が異なっ

ており、砂泥表層でも浅い水深と深い水深で異な

ることがわかる。涸沼の底質は大部分が砂泥で

ある。砂泥表層に見られる底生微細藻類（生体）

の種を見ると、全水深を通じて、Amphora spp.

と Malasira sp.(cf.lineata) が数多く、次に、

Pinnlaria sp. となっていた。

（イ）　水質・底質・動植物の連成モデルの構築

ａ　水質モデル

モデルは、図 C��50-4 のように鉛直１次元モデ

ルである。太陽放射による鉛直１次元熱輸送方程

式を用いて各層の水温が求まり、この水温と塩分

による密度勾配から鉛直拡散が求まる。鉛直拡散

係数は、乱流拡散型のリチャードソン数に依存す

る関数により算出される。

漂泳系モデルのコンパートメントは、植物プラ

ンクトン (Phy)、動物プランクトン (Zoo)、懸濁

態有機物 (POM)、無機態栄養塩であるアンモニア

態窒素 (NH4)、硝酸態窒素 (NO3)、無機態リン (PO4)

および溶存酸素(DO)の�種である。図C��50-5は、

図C1150-2　底生微細藻類の枯死体と

生体の細胞数

図C1150-3　微細藻類のデンドログラム

図C1150-4　水質･低湿の鉛直一次元モデル 図C1150-5　水質モデルの概要
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水質モデルを示す。各コンパートメントの定式

化は、一般的な漂泳系モデルで、例えば Kramer 

and Nixon(�9�8) に準じた。植物プランクトンの

光合成は、栄養塩および光強度を制限要因とし、

温度と植物プランクトン現存量に依存する関数し

て定式化した。栄養塩による制限は Michaelis-

Menten 型の式を用いた。窒素に関しては、アン

モニアの選択吸収性を考慮し濃度に応じて NH4

と NO3 の摂取比を変化させた (Wroblewski and 

Richman �9��)。光強度制限については Monod 型

の関数を対象セル内で積分する形で解析的に算出

した。また光消散係数については直上の植物プラ

ンクトンおよび懸濁態有機物による遮光効果を考

慮した。動物プランクトンによる捕食は、餌料で

ある植物プランクトンに依存し、動物プランクト

ンの現存量に比例するとして定式化した。また、

捕食の制限として Ivrev 式を使用した。動物プラ

ンクトンの呼吸および排泄に関して、栄養塩への

寄与を代謝率、懸濁態有機物への寄与

ｂ　底質モデル

図 C��50-6 は、底質モデルを示し DiToro(200�)

のモデル �0) を参考にした。底質活性層は、好気層

と嫌気層を考慮している。水質モデルとの結合は、

直上水からの POM 沈降堆積と底質表層での栄養塩

フラックスで与えられる。底質内の栄養塩は、POM

の初期続成作用による無機化、吸着および分解の

結果算出されるが、有機堆積物の分解速度により

3クラスに分類 (Multi G-Class model) される。

ｃ　底生微細藻類のモデル

底生微細珪藻は底質上に薄く分布し、底質から

溶出する栄養塩を光合成により吸収して成長す

る。このため水域の富栄養化の抑制効果が期待さ

れる。Cerco and Seitzinger(�99�) を参考にし

て作成した。

（イ）　チャンバー実験による底質の酸素消費速

度や栄養塩溶出速度の算定とモデルの検証

チャンバー内は、外部からの植物プランクトン

と POC の供給が無いので沈降のため、濁度は減少

し（図 C��50-�）、DO も外部からの供給が無く暗

条件のため生産されないので、水中の動植物や底

質の消費によって減少しているものと考えられ

る。実験開始 6 時間後で DO は約 0.5mg/l 以下と

貧酸素状態になっている（図C��50-8）。また、チャ

ンバー内の栄養塩濃度（図 C��50-9）は、NH4 と

PO4 は増加するが、NO3 は減少する。これは、底

質から NH4、PO4 は溶出するため増加するが、NO3

は還元状態にあるため底質で生成されにくく、嫌

気的条件にある水中の NO3 が脱窒されたものと

考えられる。今回のチャンバー実験からは、底

質の酸素消費速度は 0.5mg/l/h、栄養塩溶出速度

は NH4 が �.8μmol/l/h、NO3 が -0.32 μ mol/l/h、

PO4 が 0.25μmol/l/h 程度であることがわかった。

また、開発した生態系モデルを用いて、チャンバー

実験と同条件で数値計算を実施した。DO、NH4、

NO3、PO4 濃度の変化は、実験値と計算値で比較的

良い一致が示された。

（ウ）　モデルの試計算

図 C��50-�0 は、モデルの試計算の結果を示し

た。水深が 2m の場合、光が底層に到達し、底生

微細藻類は 2 月頃から成長し 4 月に最大となり、

その後衰退する。この衰退は、植物プランクトン

の生育と一致する。植物プランクトンは 8月に最

大となり、その後衰退する。

底生微細藻類の現存量が大きい場合、底質から

の栄養塩の溶出を吸収し、不足分は水中から吸

収する (アンモニアフラックス : FNH4 は負値 )。

また、底質での酸素要求を満たし余剰分を水中

に供給する (SOD は負値 )。このため水中の NH4，

PO4 は低く、DO は底層であっても高く保たれてい

る。底生微細藻類の現存量が小さい場合、底質か

らの栄養塩は溶出する (FNH4 は正値 )。この場合、

植物プランクトンは表層ほど多く、栄養塩を吸収図C1150-6　底質モデルの概要
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するため、水中の栄養塩濃度は下層ほど高くな

る。また底質の酸素要求量は増加し(SODは正値)、

水中の酸素濃度は下層ほど低くなる。

水深が 4m の場合、通年、光が底層に達しない

ため底生微細藻類は生育できない。このため底質

における栄養塩溶出や酸素要求量を制御できな

い。このため、底質における栄養塩溶出や酸素要

求量は、通年、正の値となっている。特に、夏場、

水中の NH4，PO4 は高く富栄養化し、底層は貧酸

素化している。

エ　考　察

浅場（水深 2m）を仮定したモデルの計算結果

では、十分な光が底層まで到達するため、底生微

細藻類による栄養塩吸収機能が発揮され、水中の

栄養塩濃度が周年にわたって低く抑えられた。さ

らに、底層においても溶存酸素濃度が高く推移し、

周年にわたって 3mg/l O2 未満の貧酸素化はみら

れなかった。

一方、深場（水深 4m）を仮定したモデルでは、

底生微細藻類の生育が悪く、底泥から溶出する栄

養塩が吸収されずに水中に過剰に溶解し、それに

よって増殖した植物プランクトンや懸濁有機物に

よる遮光効果のために底層への光供給が絶たれ、

底生微細藻類がまったく生育できない環境が形成

された。また、底層で貧酸素化がみられたこと

でも、浅場の計算結果と対照的である。本研究で

は有機物の外部負荷量に特定値を与えて計算した

ので、外部負荷量が異なれば水深による水質変動

パターンも異なると考えられるが、底生微細藻類

図C1150-9　栄養塩の変化状況

図C1150-7　濁度の変化状況 図C1150-8　DO の変化状況
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(a) 2m  (b) 4m(a) 2m  (b) 4m

図C1150-10　モデル計算結果
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の代謝活動の光依存性を考慮することで、水深に

よって水質変動パターンが顕著に異なった点は興

味深い。本モデルでは物質循環のコンパートメン

トが多岐に及び、鉛直 �次元モデルといえども大

自由度の計算系になっている。このため、現段階

で特定水域における水質変動予測に応用すること

は困難である。しかし、閉鎖性水域における浅場

の保全や造成に関するシナリオ分析に有効な手段

を提供できるだろうし、外部負荷量や各要素の諸

元について調査や実験を通して具体的な値を求め

ていけば、モデルの記述力は改善されるだろう。

水中の照度は光の消散によって、水深に対して指

数関数的に減少する。このため、多くの汽水湖のよ

うに比較的透明度の低い水域では、僅かな水深の変

化であっても水底における光供給量と底生微細藻類

の活性に大きな影響をもたらすことは、本研究の試

算結果からも示唆される通りである。護岸によって

失われた広大な浅場がどれだけの栄養塩吸収能力を

持っていたか、過去の地形データと本研究で示した

ようなモデル計算から再評価することは、今後の環

境管理目標を設定する上で有用な情報を与えるだろ

う。田口ら(200�)は諏訪湖・霞ヶ浦・琵琶湖およ

び内湖（蓮池・菅沼・神上沼・松の木内湖・西の湖）

を対象とした物質循環モデルを比較検討し、水域の

浄化容量は水域の規模に応じて増大する傾向がみら

れるものの、必ずしも規模だけが支配要因ではなく、

同じ規模でも水生植物帯を有し、かつ植生が濃密な

水域では浄化容量が大きくなることを示し、閉鎖性

水域における浅場の機能を強調している。これらの

モデル計算では、沈水植物や抽水植物に付着してい

る微細藻類による栄養塩の吸収が考慮されたが、実

際の水域では堆積物表層にも底生微細藻類が存在

し、堆積物から溶出する栄養塩を吸収している。本

研究で試算したところ、堆積物表層の底生微細藻類

だけでも水質変動に顕著な影響を与えることが示さ

れ、閉鎖性水域における浅場の浄化機能を評価する

には、大型植物やそれらに付着する微細藻類だけで

なく、堆積物表層において生育する底生微細藻類の

栄養塩吸収機能とその光依存性を考慮することが重

要である。

オ　今後の課題

本モデルに、ヨシやシジミのモデルを組み込み、

これらの生物が持つ機能を評価し、浅場の重要性

を定量的に評価する必要がある。

また、本モデルは鉛直１次元であるので、２次

元や３次元に拡張する必要がある。

本モデルを拡張し、Scheffer et al. (200�)

で示しているようなカタストロフ的な現象を再現

できるようにしたい。　

カ　要　約

汽水域生態系における浅場の機能を明らかにす

るために、従来の漂泳系モデルに堆積物フラック

スモデル及び底生微細藻類モデルを組み合わせた

生態系モデルを開発するとともに、閉鎖的環境下

の試計算を行い、水深による水質の変動特性につ

いて検討した。

水深2mと 4mの比較から、底層へ到達する光量の

差違に起因して底生微細藻類の生育の有無が生じ

た。また、これに起因して漂泳系を構成する各要素

の変動パターンに大きな差違が生じることが示され

た。このことから汽水域や内湾域の物質循環に底生

微細藻類が大きく影響することがわかった。
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１　新たな流域圏環境管理方式の解明と支援手法の

開発

ア　研究目的

流域圏環境を構成する棚田、里山、農業水路な

どの地域資源は、従来、農村コミュニティの共同

作業によって保全管理されてきた。ところが河川

の上流域にある中山間地域では過疎化や高齢化に

よって、下流域にある都市近郊地域では混住化や

兼業化によって、農村コミュニティが本来持って

いた資源管理機能は低下し、農村コミュニティだ

けでは資源保全管理を充分に行うことができな

い状況になっている。こうした中、近年、NPO や

ボランティア等が農業水路の清掃や里山の間伐作

業を行うケースが各地で見られるようになり、多

様な主体による流域圏環境管理方式への期待が高

まっている。

本課題では、多様な主体による流域圏環境管理

方式を進めていくための課題を明らかにし、都市

住民と農村住民による協働管理方式を構築するた

めの支援手法を開発し、地域の内発的努力を引き

出すための施策の提言を行う。

イ　研究方法

（ア）　アンケート調査

流域圏環境管理 NPO 法人へのアンケート調査

（回答 �23 団体）を実施して、NPO による流域圏

環境管理の実態や課題を明らかにした。

（イ）　国内外の事例調査

流域圏環境管理に関する国内の事例調査を行う

とともに、英国マージー川流域キャンペーン等の

海外事例調査によって地域の内発的努力を引き出

すための行政施策のあり方を明らかにした。

（ウ）　支援システム開発

Web 上で農家と援農ボランティアの双方の希望

を円滑にむずびつける「援農支援ネットワークシ

ステム」を試作し、東京都多摩地域で実施したモ

ニター試験に基づいて改良して、都市住民と農村

住民が協働で流域圏環境管理を円滑に行うことを

支援する「自然共生支援ネットワークシステム」

を開発した。

（エ）　実規模試験

高知県仁淀川水系、東京湾水系において、実際

に流域圏住民にワークショップを行うことによっ

て、住民の内発的努力を引き出し、住民間の連携

をはかる「流域圏環境認識共同体形成手法」を開

発した。

（オ）　組立試験

利根川水系（埼玉県松伏町、水系ネット連携チー

ム共通フィールド）を対象に、開発した「自然共

生支援ネットワークシステム」と「流域連携ワー

クショップ・プログラム」をあてはめて「非農家

と農家による協働管理シナリオ」を描いた。

ウ　研究結果

（ア）　流域圏環境管理 NPO の実態と課題

流域圏環境管理に関わる NPO は、�990 年以降

に活動を開始した団体が大半で（図 C�2�0-�）、

その活動内容は活動開始時期によって異なる

（図 C�2�0-2）。また、NPO が連携する相手とし

ては市町村が最も多く、パートナーシップの活

発さと NPO の財政規模には強い関係がある（図

C�2�0-3）。パートナーとの連携内容をみると、

民間企業とは資金面での連携が多く、自治会と

は人材・労働力面での連携が多く、大学とはノ

ウハウ・情報面での連携が多い（図 C�2�0-4）。

ただし、対象地域の自治会と関係を持たずに活

動している NPO が多く（図 C�2�0-5）、今後、NPO

と地元自治会を結びつけるための支援が必要と

なる。

（イ）　自然共生支援ネットワークシステム

農家等とボランティア・NPO を結びつけ、協働

管理を促進するためのツールとして、インター

ネットを活用した「自然共生支援ネットワークシ

ステム」を開発した（八木洋憲・福与徳文「サー

ビス調整システムおよびその方法」特許出願

2005-004523）。

携帯電話によるアクセスを前提に構築し、ホー

ムページ上で閲覧・登録・修正を行い、調整結

果をＥメールで連絡するシステムである（図

C�2�0-6、図C�2�0-�）。これによって、人員の配置、

日程調整、作業内容の調整・連絡、新たなボラン

第２章　流域圏環境の管理手法の開発
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図C1210-1　活動開始年 図C1210-2　活動開始年と活動内容

図C1210-3　財政規模とパートナーシップ

図C1210-4　パートナーによる連携内容の特徴

図C121-5　自治会との関係
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ティアの登録などが可能となる。

農家とボランティア間の連絡調整やボランティ

ア間の連絡調整は、通常、電話や FAX で行われて

いる。このシステムの導入によって、労働力の偏

在を防止したり、日程調整や作業内容の調整を効

率的に行ったり、新たなボランティアの発掘が可

能となる。

東京都多摩地域でモニター試験を行ったが、シ

ステムの意義や使いやすさに関して高い評価を得

た（図 C�2�0-8）。

（ウ）　流域連携を促すワークショップ・プログ

ラム

農家と非農家（都市住民、ボランティア、ＮＰ

Ｏを含む）の間には様々な認識のミスマッチがあ

る。たとえば、援農ボランティアは農作業の中で

は収穫作業を手伝いたいのに対して、農家は草刈

をやってもらいたいと思っている。また、都市住

民は農業水路にドジョウなどが棲息することを重

視するが、農家は管理しやすい水路を望む。

こうしたミスマッチを解消し、非農家と農家の

双方が理解し合うための方法として、流域連携を

促すためのワークショップ・プログラムを開発し

た。これらのプログラムは仁淀川水系や東京湾水

系を対象に、実際に地域づくりの支援を行いなが

ら開発したプログラムである５）。まず、農村住民

の意識醸成からはじめ、都市住民との情報・認識

の共有化、地域間の連携へとステップアップする

構成とした（図 C�2�0-9）。

図C1210-7　自然共生支援ネットワークシステムの

概要（ボランティア側）

図C1210-6　自然共生支援ネットワークシステムの

概要（農家側）

図C1210-8　援農支援ネットワークシステムの評価
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ａ　第１段階　危機意識醸成ワークショップ

住民自身が世帯数・人口・土地利用など、地域

に関するデータを調査し、コーホート要因法を応

用して地域の将来を予測する。具体的な数字で自

分たちの地域の将来像が明らかになることによっ

て住民に危機意識が芽生える。

ｂ　第２段階　擬似都市住民ワークショップ

環境点検や構想づくりワークショップの際に、

オブザーバー参加の自治体職員等に都市住民（よそ

者）の役割を演じてもらう。農村住民は抵抗なく、

よそ者の視点の必要性を理解することができる。

ｃ　第３段階　流域連携ワークショップ

流域圏住民が集まり、荒廃した流域圏環境を再

生する方法について話し合う。異なる地域の住民

が一堂に会し、一つのテーマについて話し合うこ

とによって連携の契機をつくることができる。

（エ）　地域の内発的努力を引き出す施策

地域の内発的努力を引き出すための行政施策

のあり方を、英国マージー川流域キャンペーン

（Mersey Basin Campaign 以下、MBC）の事例分析

から明らかにした。

マージー川流域の環境再生を目的とした MBC

は、�98� 年にリバプールで起きた暴動をきっか

けに �985 年に英国政府の実験事業として創設さ

れた。流域環境の汚染や荒廃を治安や人心の乱れ

の原因と考えたためである。

MBC の活動内容は、下水道網の再整備や液体酸

素注入事業といったハード事業から、ステークホ

ルダーマップづくり、トンボ賞授与といったソフ

ト事業まで多様である。

MBC の活動資金は、政府から支給される人件費

等相当分の運営費交付金、行政機関・ＥＵ・民間

企業からのプロジェクト費、ボランティア労働（金

銭換算）などである（図 C�2�0-�0）。

政府からの運営費交付金の支給は MBC の運営を

図C1210-9　流域連携ワークショップ･プログラム

図C1210-10　MBC の資金源

　　　　　　資料：MBC 事業計画書（2003 年度）
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安定させるとともに、プロジェクト費の呼び水と

なる。また EU や行政機関からのプロジェクト費

はマッチファンディング方式（補助額に見合った

資金を別途用意）を採用しており、民間企業から

の資金や金銭換算されるボランティア労働力（地

域の内発的努力）を誘導する効果がある。

中核となる団体への運営費交付金の支給、マッ

チファンディング方式、ボランティア労働力の金

銭換算は、英国ではグラウンドワーク、コミュニ

ティファースト、リーダー事業などで採用されて

おり、我が国で多様な主体による流域圏環境管理

施策を講じていく場合の参考になる。

（オ）　水系ネット共通フィールドへの適用

本課題の成果を水系ネット共通フィールド（利

根川水系、埼玉県松伏町下赤岩地区）にあてはめ

て、非農家と農家による協働管理シナリオを作成

した（図 C�2�0-��）。

下赤岩地区（混住化地域）では、幹線排水路が

生態系配慮型水路として整備されたが管理状況は

必ずしも良好ではない。また生態系配慮型水路

に対する農家の意識も低い。そこで第一段階では

農家の危機意識を醸成するワークショップを、第

二段階では農家と非農家で情報・認識を共有化

するためのワークショップを、第三段階では農家

と非農家で協働管理計画を作成するためのワーク

ショップを実施することによって、非農家と農家

の協働管理システムを構築する。構築された協働

管理システムを円滑に運営するために「自然共生

ネットワーク支援システム」を導入する。また運

営資金は農地・水・環境保全向上対策を活用する。

これによって非農家と農家の協働管理で生態系配

慮型水路が良好に管理され、しかも地元生産米が

生態系配慮米として比較的高値で非農家によって

消費されれば、当地区の農業生産も活性化するこ

とが見込まれる。

エ　考　察

本課題で開発した「自然共生支援ネットワーク

システム」と「流域連携ワークショップ・プログ

ラム」は、以下の場面での活用が期待できる。

図C1210-10　非農家と農家による協働管理シナリオ　利根川水系下赤岩地区
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まず農家と非農家の協働管理システムを構築し

ようとする場合、農家と非農家の注意を喚起し、

両者の間の情報と認識の共有化をはかり、合意形

成をはかる手法として「流域連携ワークショップ・

プログラム」を用いることが有効である。とくに

200� 年度から本格的に実施される農地・水・環

境保全向上対策の活動計画づくりにも用いること

ができる。

また「自然共生支援ネットワークシステム」は、

農家と非農家の協働管理システムが構築された場

合、それを円滑に運営していくための手法として有

効である。依頼主や活動内容の項目を自由に入力で

きるプログラムとしたため、援農ボランティア募集、

ビオトープ管理ボランティアの募集など、様々な保

全管理の調整ツールとして利用可能である。

オ　今後の課題

流域圏環境管理を考える上で、現在、最も大き

な問題となっているのが、過疎地域でコミュニ

ティ機能が著しく低下して、一部では限界集落化

していることである。そこで、今後は過疎地域の

コミュニティを再編成して、新たな地域マネジメ

ントシステムを構築する方法を開発する必要が

ある。

カ　要　約

多様な主体による流域圏環境管理を推進するた

めには、農村住民と都市住民の両者の間にあるミス

マッチを解消し、両者をむすびつけ、協働管理を促

す必要がある。本課題で開発した「自然共生支援ネッ

トワークシステム」を用いれば、人員の配置、日程

調整、作業内容の調整・連絡、新たなボランティア

の登録など、流域圏環境管理を円滑に運営すること

が可能となる。また実規模試験によって開発した「流

域連携ワークショップ・プログラム」を用いれば、

農村住民と都市住民の流域圏環境に関する認識の共

有化をはかることができる。そして、都市住民と農

村住民の協働による流域圏環境管理を支える行政施

策としては、地域の内発的努力を引き出すような資

金提供が必要となる。
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２　里山における新たな資源利用・管理システムの

開発

ア　研究目的

里山地域の森林は、旧来、農用林あるいは燃料

用材の採取など生活に密着した存在であり、その

ような利用の中で管理されてきた。これらの森林

は、現在でも水循環やアメニティ、あるいは身近

な自然生態系を保全するなど重要な役割がある

が、高度経済成長期を経て生活から切り離され、

利用されない里山林が増加したばかりでなく、そ

れまでの里山林の管理体系も崩壊するに至ってい

る。その結果、林内空間にササが繁茂するなど生

物の生息環境や人間の活動に影響を及ぼすなどの

問題が生じており、里山林の新たな利用・管理の

仕組みを構築する必要性が生じている。そのため

本課題では、人為が里山林の植生に与える影響の

解明、管理システム構築のための客観的かつ合理

的な合意形成手法の開発、及び里山林の動態と新

たな資源利用・管理の可能性の解明を行う。

イ　研究方法

（ア）　人為が里山林の植生に与える影響の解明

関東地域の主要な里山林であるコナラ二次林に

おいて、管理形態の違いが林分構造や林床植生へ

どのような影響を及ぼすかを明らかにするため林

相調査を行った。また、教育やレクリエーション

などの森林体験活動が里山林の植生にどのような

影響を及ぼすのかを明らかにするために、都市近

郊の 24 の森林体験活動事例の分析等を行った。

（イ）　里山林管理システム構築のための合理的

合意形成手法の開発

里山管理を巡る問題意識の相違や地域ニーズ

を、Cognitive Map やグラフ理論などで把握する

手法を開発するため、霞ヶ浦の保全を巡る論争を

題材に「Cognitive Map 法」と「有向線図を数学

的に簡素化する方法」を用い、両者の論理構造を

比較し見解の相違を分析する手法の有効性を検討

した。また、岩手県の「森は海の恋人」運動にお

ける連携を対象に、植樹活動以外の有機農業や産

直活動等に対象を広げグラフ分析を行い、手法の

適用性を検討した。

（ウ）　里山林の動態と新たな利用・管理手法の

解明

茨城県の平地林の量的変化を明らかにするた

め、�9�0、�980、�990 及び 2000 年の「世界農林

業センサス」等の統計資料を分析した。また、公

的資金による里山林管理の可能性の解明のため、

茨城県の平地林保全事業について行政機関への聞

き取り調査を行った。また、里山資源利用の今後

の可能性を検討するため、茨城県霞ヶ浦の「アサ

ザプロジェクト」に関連した里山の新たな資源管

理・利用実態と里山地域の有用広葉樹であるケヤ

キの流通経路と需要構造の変遷について聞き取り

調査等を行った。さらに、里山林資源の利用拡大

による管理推進を目的に、茨城県つくば市の里山

林で現地調査を行いバイオマス賦存量を明らかに

した上、この結果と既往研究成果を用い、恋瀬川

流域を対象にバイオマス資源としての里山林のポ

テンシャルを検討した。ここでは複数の平地林管

理シナリオを設定した上で、シナリオごとに年間

バイオマス収穫量、エネルギー・資源への変換可

能量、ＣＯ２削減量を推定した。

ウ　研究結果

（ア）　人為が里山林の植生に与える影響の解明

ａ　管理の有無や手法による里山林の林床植生

の変化

都市近郊林である東京都八王子市のコナラ二

次林において管理履歴と植生変化の関連を調査

した結果、更新後の年数や下刈り法で出現植物

種に表 C�220-� のような違いがあることが明ら

かになった。

また、同様に東京都八王子市のコナラ二次林

�5 ヶ所で植生調査によると、森林管理の放棄に

よって林床植生の出現樹種が、常緑低木から常緑

高木に変化する傾向がみられ、さらに伝統的管理

と非伝統的管理の違いにより林床の植物数に変化

がみられた（図 C�220-�）。伝統的管理とは、従

来の農用林等のための利用、非伝統的管理タイプ

とは、行政やＮＰＯなどにより平地林管理として

行われている、林床でのササ等の繁茂を押さえる

ための下刈を行うものである。

ｂ　教育・レクリエーション等の森林体験活動

の里山林植生への影響

都市近郊の 24 の森林体験活動の調査事例では、
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活動時間全体の 24％で人工林を、�6％で二次林

を、44％で広場を利用していることが明らかに

なった。そこで、実際に森林体験活動に用いられ

ている森林において、植生に対する体験活動の影

響を検討したところ、活動に付随する下刈りなど

の作業によって、低木層の減少とそれに伴う一部

の出現種の変化がみられた。

（イ）　里山林管理システム構築のための合理的

合意形成手法の開発

里山林を巡る利害関係者の様々な意見を調整

し、一定の合意に導くためには、各々の主張がど

のような理由にからなされているのか、どの部分

が共通の認識としてあるのか、どのような違いが

なぜ生じるのか等々を整理する必要がある。そこ

表C1220-1　八王子市のコナラ二次林における管理履歴と生活型ごとの種類数の増減

図C1220-1　管理手法等による里山林の林分構造の比較

注）上段：管理放棄林分、下段左：非伝統的管理林分、下段右：伝統的管理林分
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でまず、里山地域のニーズを Cognitive Map やグ

ラフ理論で把握する手法を試み、霞ヶ浦流域の保

全に対する行政と自然保護団体との見解の相違を

題材に分析を行った結果が下図 C�220-2 である。

利害関係者ごとに図化することにより各々のロ

ジックを整理・明確化することが可能となった。

次に、岩手県の漁業関係者を中心とした「牡蠣

の森を慕う会」と上流部の旧室根村 �2 区自治会

との連携の事例に PCM 法の適用を試みた。同法で

は、通常、関係者を集めて問題の因果関係の系図

を作るのが一般的であるが、ここでは「牡蠣の森

を慕う会」の問題意識の系図（図 C�220-3 の青い

部分）と �2 区の系図（同緑の部分）をそれぞれ

の個別調査に基づき別々に描き、これを重ね合わ

せる手法を採った。各々の問題意識を系図の形で

重ねて描くことで各々の活動が自他の目標にどう

図C1220-2　「有向線図を数学的に簡素化する方法」による旧建設省（上図左）

及び霞ヶ浦・北浦をよくする市民連絡会議（上図右）の論理構造の比較結果

図C1220-3　「森は海の恋人」運動に関するニーズの構造の分析結果
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関わっていくか辿ることが可能となり、「自己の

活動の結果、自己も他者も双方が利益を得る行動

（一石二鳥型行動）」に加え、「自己の活動の結果、

自己の利益は期待できないが、他者に利益をもた

らす行動（利他的行動）」の抽出が可能であるこ

とが示された。

（ウ）　里山林の動態と新たな利用・管理手法の

解明

ａ　茨城県の平地林の量的変化

茨城県の平地林は �9�0 年から 2000 年にかけ

て、約 30％減少した一方で、天然林に限れば３

割弱増加していた。減少の理由は用途転用が主で、

�9�5 年から 2000 年の 25 年の転用率は約 2�％と

県平均の２倍強、県内山岳林地域の４倍強に達し

ていた。そして、�980 年以降のマツ枯れ被害に

よる減少 (28.2 千 ha) も平地林減少の無視できな

い要因であった。

ｂ　及び平地林保全事業の実態

茨城県の平地林保全対策事業では、里山林整備

にかかる平均単価は、造林関係 ��5 千円 /ha、保

育関係 490 千円 /ha、作業道関係 30 千円 /ha、計

695 千円 /ha であった。また、第１期（�992 ～

98）と第２期（�999 ～ 2004）の �2 年間で整備さ

れた平地林面積は �,250ha であり、茨城県の平地

林面積の約３％であった。

ｃ　アサザプロジェクトにおける粗朶消波施設

による里山林資源の活用

アサザプロジェクトにおける霞ヶ浦の植生復

元のための消波施設は、４年間の総延長 8,600m、

使用された粗朶は約 2� 万束であり 28,000m3 の

粗朶資源が活用された。これは �00 ～ �40ha の

流域森林資源の活用につながると換算されるが、

流域外の粗朶利用があったため、実際には 60

～ 80ha の流域内森林資源が利用されたことに

なる。流域内の粗朶採取による里山整備形態に

は、①粗朶組合の単独事業 (5 ～ � 年の伐採サイ

クル )、②粗朶組合とキノコ生産業者との共同

作業 (�5 ～ 20 年のサイクル )、③粗朶組合とボ

ランティアとの共同作業の３つの形態がみられ、

②では幹部分をほだ木として利用することによ

り �ha 当たり約 �50 万円のコスト減が見込まれ、

③は普及啓蒙の面からの利点を見い出すことが

できる。

ｄ　ケヤキ材の需要構造の変化

ケヤキ原木の流通、需要に関わる調査の結果、

全体的な流通量に大きな変化はみられなかった

が、バブル崩壊以降の土地取引の減少と土地価格

下落、農家建て替え需要の減少、農家世帯の住宅

建築様式の変化などを背景に、北関東地域にみら

れる「出し桁化粧造り」農家建築が減少し、農家

建築用材から社寺建築用材へと需要のシフトが生

じていることが明らかになった。

ｅ　里山林のバイオマス資源としての可能性

まず、茨城県つくば市の里山林の現地調査及び

既往の研究成果、林分収穫表を用いて、里山林の

管理作業を行った際に発生するバイオマス量を推

定し、これを原単位とした。その際に、60 年間

に渡り①年１回の下草刈（ササ及び低木）と自然

枯死木の回収を行い見通しのよさを確保する場合

（景観重視型）、②同様に年１回の下刈を行いつつ

最終的に 600 本／ ha の立木密度を目指して毎年

一定量の間伐を行う場合（レクリエーション；急

速型）、③下刈は同様で最終成立本数 300 本／ ha

にした場合（レクリエーション；運動型）、④皆

伐も含め、林分ごとに伐期をずらすなど多様な

生育段階の林分を育成し、林床管理は適宜行う場

合（生物多様性重視型）の４管理手法を仮定し

推定している。その結果、原単位は以下のよう

な数値が得られた（単位は dry-t/yr・ha）。①広

葉樹：0.239、針葉樹：0.426、ササ：0.638、低

木：0.254、②広葉樹：0.93、針葉樹：�.�2、サ

サ：0.638、低木：0.254、③広葉樹：2.2�、針葉

樹：2.09、ササ：0.638、低木：0.254、④広葉樹：

4.66、針葉樹：3.3�、ササ：�.04、低木：0.225。

これを恋瀬川流域に適用し同流域のバイオマス発

生量を推定し、さらに既存研究に基づき資源・エ

ネルギー変換可能量（理論値）を試算した結果、

図 C�220-4 のような値が得られた。

エ　考　察

（ア）　人為が里山林の植生に与える影響の解明

コナラ二次林において管理形態の違いが林分構

造や林床植生へ大きく影響することが示されてお

り、とくに放置した場合はササの侵入が顕著であ

る場合が多いことから考えると、里山林を望まし

い状態に保つためには伝統的管理にせよ非伝統的
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管理にせよ、何らかの人為による管理を行う必要

がある。他方、森林体験活動に用いられている森

林における植生に対する体験活動の影響の検討の

結果からは、場合によっては活動に伴う下刈り等

により低木層の減少とそれによる出現種の変化が

みられており、森林体験活動の際にはその内容を

十分検討する必要がある。しかし、そのような配

慮を行えば基本的な種組成に影響を与えずに森林

体験活動等を行うことは可能であると考えられ、

このような里山林利用も今後の里山林管理のため

には活用されるべきであろう。

（イ）　里山林管理システム構築のための合理的

合意形成手法の開発

本研究では、Cognitive Map やグラフ理論、さ

らには PCM 法などを多主体間の利害関係の調整に

適用したが、各主体間の関係を構造的に分析し、

問題構造を明確化することが可能であり、合理的、

迅速かつ公開性のある合意形成手法として有効で

あると考えられる。

（ウ）　里山林の動態と新たな利用・管理手法の

解明

茨城県の平地林保全対策事業では、�2 年で

�,250haの森林が整備されたが、同時に茨城県の平

地林面積の約３％の整備に留まったことも明らか

になっている。また、アサザ基金による粗朶消波

施設の建設では、�km当たり �0ha強の里山林 (ク

ヌギ･コナラ )整備効果があったが、年数kmの施

工量なので整備される森林は数十ha/年に留まる。

また、ケヤキについても大幅な需要増は望めない

状況にある。（イ）で示したような手法を用い、里

山林を巡る利害関係者の利害の調整を行い合意を

形成し、継続して公的資金を投入したり、新たな

資源の活用を図っていくことにより里山林の管理

を進めていくことは可能であろうし、啓蒙的効果

も期待できるものの、一定量以上の継続的利用に

は限界があるのも事実であろう。したがって、今

後は里山林をバイオマス資源として里山を使うこ

とも考慮する必要があると考えられる。

オ　今後の課題

まず、生物多様性等に配慮しつつ里山林の利活

用を促進するため、動植物への影響に十分配慮し

た環境教育・レクリエーションのプログラムを開

発・策定する必要がある。また、合意形成手法に

図C1220-4　里山林管理によって発生するバイオマスの推定と資源・エネルギーへの変換可能量

　　　　　（恋瀬川流域） 
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ついては、各主体間の連携の必要性に関わる状況

の変化や、連携の結果生じた利益の分配に不均衡

が生じた場合の対応等にも着目して分析を行う必

要がある。さらに、里山林管理を面的、量的に進

めるためのバイオマス資源としての利用も踏まえ

た方策を検討していく必要がある。

カ　要　約

代表的な里山林であるコナラ二次林において

は、望ましい状態に保つためには何らかの人為的

管理を行う必要がある。里山林利用の主な形態の

ひとつである森林体験活動等においては、植生に

対する影響を考慮し活動内容を検討する必要が、

そのような配慮を行えば基本的な種組成に影響

を与えずに森林体験活動等を行うことは可能であ

ると考えられる。Cognitive Map やグラフ理論、

PCM 法などを多主体間の利害関係の調整に適用し

各主体間の関係を構造的に分析し問題構造を明確

化することは合理的、迅速かつ公開性のある合意

形成手法として有効であると考えられる。

里山林を巡る利害関係者の利害の調整を行い合

意を形成し、継続して公的資金を投入したり、新

たな資源の活用を図っていくことにより里山林の

管理を進めていくことは可能であるが、一定量以

上の継続的利用には限界もある。今後は里山林を

バイオマス資源として里山を使うことも考慮する

必要がある。
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３　土地改良区を中心とした水環境管理体制の将来

像の検討

ア　研究目的

農村地域の水管理は、農業用水を中心として土

地改良区などの農業水利管理組織が担ってきた。

農村住民の大部分が、均質的な自作農であった時

代には、土地改良区などによる水管理は有効に機

能していた。

しかし、農業の衰退、過疎・混住化による農家

の減少、集落機能の低下が進行することにより、

土地改良区の財務状況の悪化、集落にゆだねられ

ている末端水路の管理水準の低下などの問題に直

面している。

一方、環境保全への関心の高まりとともに、農

業用水に対して地域用水としての機能、地域公共

財としての役割が求められるようになってきた。

しかし、農家は農業用水利用、管理の自由度の向

上、省力化を求め、パイプライン化などの整備は

必ずしも地域公共財としての地域用水の機能向上

に結びついていない。また、地域用水としての機

能を提供するために、水利施設の維持管理の増大、

地域用水の質、量の確保などの問題が生じている。

農村地域の水環境の管理において、今後とも土

地改良区が中心的な役割を果たすことは疑いない

が、農業用水・地域用水に関する利害関係者（ス

テークホルダー）の多様化、求められる機能の多

様化に対応し、新たな管理体制、財源確保の手法

の再構築が求められている。また、今後の水環境

管理のあり方は、農業形態、水利施設の状況、水

資源の需給状況、周辺の自然環境などの条件によ

り、地域ごとに異なるものとなる。

本研究では、このような背景を踏まえ、農村地

域における土地改良区が果たしてきた機能を経済

的に評価するとともに、同組織を中心とした多様

な利害関係者（ステークホルダー）の参画を得た

水環境管理体制のあり方を検討する。

イ　研究方法

（ア）　土地改良区の維持管理業務の現状と課題

土地改良区の抱える構造的問題点の維持管理業

務に与える影響の実態について文献をもとに整理

した。

（イ）　課題解決のための土地改良区の分類

土地改良区の水利施設等維持管理業務に係る問

題解決検討のため、主な土地改良区等の実態につ

いて文献調査を行い、課題解決の取り組みを把握

した。これをもとに、(3)(4) において、より一

般的な課題解決策検討を行うため、土地改良区の

分類を行った。

（ウ）　用排水施設が持つ多面的機能

土地改良区を中心として管理されている農業用

水・地域用水が持つ機能について、既存文献など

を参照しつつ体系的な整理を行うとともに、事例

整理とその類型に基づいて発揮する機能について

整理した。

（エ）　新たな水環境管理体制のあり方

農業用の用排水施設が持つ機能の発現に対する

関係者の期待度を踏まえ、水環境管理組織・体制

の方向性（性格づけ）について検討するとともに、

関係者を巻き込んだ協働実現の関連・参考事例を

念頭に、協働実現のためのステップを整理した。

ウ　研究結果

（ア）　土地改良区の維持管理業務の現状と課題

土地改良区とは土地改良法に基づき設立された

農業者の団体で、灌漑や悪水排除・農地整備を行

い、そのために必要な施設管理を行う等の農業生

産基盤整備を支える土地改良事業を行うことを目

的としている。ここでは土地改良区の施設管理業

務に焦点をあて現状と課題について既存文献をも

とに整理した。

ａ　土地改良区の課題

土地改良区の現状について、長濱は、次のよう

な �9�0 年代の都市化の影響と農家の構造変化に

よる管理業務の拡大と費用増の流れが止まらない

ことが大きく影響しているとして、以下のような

具体的な問題を指摘している。

・農業用水路は用水路としての機能に加え、用

水や家庭排水の排水路としての機能を有してい

た。その結果汚水・悪水の流入や汚物の流入、

排水量の増大などによる経費の増加分の全部或

いはほとんどを土地改良区が負担する事態と

なった。

　　一方で農業用水は上水道等の整備の進展や

�964 年の河川法改正に伴い慣行水利権の明確
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化を契機に農業生産のための水と位置づけられ

地域用水機能が排除された。実際に農業用水路

は維持管理の容易化や水量の安定確保という観

点からパイプライン化やコンクリート三面張り

に変身し、農業者が灌漑用水として独占したと

いう流れがある。

・都市化の進行は水路への転落死亡事故の増加を

もたらした。賠償請求支払い事例もあり保険へ

の加入割合が高まっているが、農業者負担によ

るフェンス等の安全施設の設置、見回りの実施、

事故者の発見のために配水の中止なども発生し

維持管理費が増加した。

・都市化の進行により水田が工業用地や宅地に転

用されると水害が発生するようになり農業用水

や水利施設の管理が困難になる。そのために更

新・改修が必要となり費用の増加にもつながり、

さらには転用による受益地面積の減少すなわ

ち賦課面積の減少となって財政難となっていっ

た。（淀川左岸土地改良区）

・兼業農家の農業用排水路に対する関心の希薄

化が農業用排水路の維持管理にあり方に大きな

影響を与えた。例えば末端施設の維持管理は少

数の専業農家に過重な負担を強いたり、施設の

維持管理が放棄されその荒廃を招いた等であっ

た。そこで従来は集落水利組織が行っていた管

理を土地改良区が肩代わりし、直接管理する

範囲の拡大が求められ、直轄管理区域の拡大

(�9�� 年に �00ha の水系単位以上を 20ha 以上

に拡大 )となった。

近年では環境配慮による維持管理労働の増大と

いう問題もある。生態系保全型水路の場合には維

持管理に関しても手作業による草刈りや残すべき

草を選別しながらの草刈など、従来の三面張り水

路では不要であった作業が加わり負担が増える。

湿地や溜池などを残すとその維持管理作業が増加

する。

過疎化、少子高齢化が先行する農村地域におい

ては特に労働力不足と人件費高騰との関連で維持

管理費の増大を招き、新規事業意欲の減退、施設

管理に対する意識の欠如、さらには末端管理組織

の衰退が進行し、運営に重大な支障が生じつつあ

るとされている。

都市化が進んでいるところでは水質汚濁の進

行、土地持ち非農家の増加等により末端水路の

管理状況は悪化する傾向にある一方、過疎化が進

行する地域では管理が行き届かず同じく末端水路

の管理状況は悪化する傾向にあるといえる。具体

的には、末端ほ場に水が来ないやゴミが堆積して

困っているなどの苦情が挙げられ、水路が詰まっ

て使いものにならなくなり、営農面、居住環境面

の両面で問題を引き起こすことになる。「生産調

整による耕作放棄→水路管理放棄→末端水路機能

不全」という問題が発生している。

このように現在の集落に依存した体制は行き詰

りつつある。都市的地域では非農家の出役を求め

るのは非常に困難なこと、山間農業地域では集落

や水利組合などの強制力が働きやすい状況にある

が、過疎化による農家戸数の減少、高齢化により、

作業出役が困難になってきている。さらに末端施

設の維持管理において素人の作業では困難になっ

てきたという状況もみられ非農家を含めた「頭数」

の確保のみならず技術的な支援体制も必要になっ

てくることも予想される。

こうした集落管理体制の弱体化は必然的に業者

請負という外部委託を増加させ維持管理費増の悪

循環を生む可能性を秘めているといえよう。さら

に用排水路が下水道化しているところは組合員の

機会費用が高く、その対策として末端管理組織へ

の助成金が交付される傾向にあり、さらに土地改

良区が全ての維持管理を担い切れなくなる場合に

は市町村管理に移行する傾向がみられる。都市的

地域を中心に、あるいは農村地域であっても市街

地を流れる開渠水路において今後増加していく可

能性があると指摘されている。

ｂ　土地改良区を取り巻くニーズ

農業用水の受益者は農家であるが、近年では環

境意識の高まりを背景に農業用水の地域用水とし

ての機能を見直す動きがでてきている。農業サイ

ドにおいても灌漑用水としてのみでなく地域用水

としての機能を主張するようになり、土地改良事

業で行えない地域用水に関する部分については、

農業農村整備事業を活用して親水機能を兼ね備え

た用水路整備を実施する等の取り組みが進んでい

る。地域用水としての利用は上水道の普及や周辺

の都市化等に伴う水質の悪化等によりいわゆる台
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所用水としての役割は消えつつあるが、防災面で

の活用や戦車・清掃などのための中水道的な利用

は増加している。さらに生物相の保全、親水空間

の創出や水辺の景観形成等、農業用水が流れる場

や関連施設が位置する空間の機能へのニーズが高

まっている。水辺を活用した子供たちを対象とし

た環境学習や歴史的な水利施設の建造や水路開削

に当たった偉人を郷土学習の素材としている例は

各地で見られる。また、洪水防止に寄与する用水

の制御や管理操作は地域を越えた共通機能として

今後も期待が高いものと考えられる。

農家以外の主体による、農業用水および水利施

設の維持管理の方向性として、このような多様な

ニーズに応えていくことが考えられる。

（イ）　課題解決のための土地改良区の分類

日本全国の土地改良区が抱える一般的な問題点

は前章で見たとおりであるが、ここでは具体的な

土地改良区の事例をもとに課題解決検討のための

分類を試みる。土地改良区の用水施設管理に関す

る課題や取り組みについて、文献等に基づき整理

した。

ａ　土地改良区の状況と活動内容等

対象とした土地改良区は以下のとおりである。

・胆沢平野（岩手県）

・見沼代用水土地改良区（埼玉県）

・印旛沼土地改良区（千葉県）

・千葉県上総地区（千葉県）

・日野市（東京都）

・庄川沿岸用水土地改良区連合（富山県）

・中濃用水地域（岐阜県）

・愛知用水（愛知県）

・琵琶湖湖北土地改良区（滋賀県）

・甲良町グランドワーク（滋賀県）

・立梅用水（三重県）

ここでは各々の事例について地区の特徴・問題、

取りくみの内容（地域ニーズ）、効果、問題点な

どを整理した。

それらをふまえると、土地改良区の抱える課

題は、農業の担い手不足、非農家住民との混住

化による施設負担の増加、生活雑排水混入によ

る水質悪化など共通する事項が多い。課題解決

の方向として、地域資源の有効活用（観光資源、

環境学習の教材など）、イベント開催による非農

家住民と農家とのコミュニケーション確保など、

個別の取り組みがなされているが、効果的な課

題解決には土地改良区の属性を踏まえて方策を

展望する必要があると考えられる。このため、

ここでは、土地改良区の地域属性をもとに分類

し、そこで取り組まれている事業について整理

を行う。

（ａ）　属性の分類

　①　所在地（地域特性）

まず、土地改良区分類の軸設定に際して、改良

区の施設維持に関係する人がどのような人かに着

目した、梁らの研究がありこれを参考にした。こ

の研究では千葉県上総地区を対象に「農民型」、「地

域内ボランティア型」、「混合型」に分類している。

ここではこの分類を参考に、今後の改良区の問題

解決の方向性と考えられる、便益の享受者の明確

化を勘案し、以下の分類を設けた。

　・純農村型

　・都市住民アクセス型

これらは、人を動員できるポテンシャルが大き

いかどうかという観点を意識したものでである。

ポテンシャルが大きければ、それを活かした問題

解決方法を検討し得ると考え田茂のである。

さらに、現状混住化が進んだ地域では、農家と

非農家の混在による、用水路施設への維持負担が

増加しており、課題解決の大きなニーズがあるた

め、これを一つの分類とした。

　・非農家混住型

　②　課題解決の取り組み（機能の発揮）

土地改良区の抱える課題解決を大まかに分類す

ると、改良区の組織改編や機能強化による対応、

地域用水としての多目的な利用の促進、地域住民

（非農家含む）を巻き込んだ住民参加による活動

促進等の方向性がみられる。

　③　土地改良区事例の分類

このような所在地と取り組み例の軸によって分

類を試みた。もちろん、地域固有の歴史、関係主

体間の関わりとも大きく関係するため、子細には

いろいろなバリエーションがあり得るが、機能的

な分類としてはおおまかにこのようなものに分類
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できる。表C�230-�に上記で見た事例の分類を示す。

次章では、この分類を参考に、用排水施設の多

面的機能のあり方、ひいては、新たな水環境管理

体制のあり方について検討する。

（ウ）　用排水施設が持つ多面的機能

ａ　日本学術会議の答申

農業には、国土の保全、水源の涵養、自然環境

の保全、良好な景観の形成、文化の伝承など農村

で農業生産活動が行われることにより生ずる、食

料やその他の農産物の供給の機能以外の多面的機

能を有しているといわれており、食料・農業・農

村基本法における基本理念の一つとして位置づけ

られている。

農林水産省が平成 �3 年に提示した「農業・森

林の多面的機能に関する日本学術会議からの答

申」では、農業の多面的機能が示されている。こ

のうち「洪水防止」「水資源涵養（河川流況の安定、

地下水涵養）」「土砂崩壊防止」「土壌浸食（流出）

防止」の各項目については答申本体に貨幣評価が

盛り込まれている他、「有機性廃棄物処理」「気候

緩和」「保健休養・やすらぎ」についても、答申

の関連付属資料のなかで貨幣評価が盛り込まれて

いる。これらの評価項目については、いずれも平

成 �3 年の答申を期に、従来の評価方法や算定に

対する考え方の見直しを行い、次のような新たな

評価額を提示しているが、特に水に関わりのある

機能としての「洪水防止」「水資源涵養」及び農

村地域外の一般住民に関わりのある機能としての

「保健休養・やすらぎ」については、極めて大き

な評価額となっている。

ｂ　既存の事業における機能・効果の表し方

（ａ）　地域用水環境整備事業の概要

土地改良区が中心的な役割を果たすと考えられ

る農業用用排水施設が持つ機能について、地域用

水環境整備事業における効果の体系に基づき、見

てみることにしよう。

地域用水環境整備事業の目的は、農村地域に広

範に存在する水路、ダム、ため池等の農業水利施

設の保全管理又は整備と一体的に施設の有する水

辺空間等を活用し、豊かで潤いのある快適な生活

環境を創造するための事業である。

地域用水環境整備事業は農村生活環境整備関連

事業の一事業であり、�998 年 �2 月の「農政改革

大綱」において「生産基盤整備に加え、費用対効

果分析を順次導入する」ことが述べられて以降、

費用対効果分析の試行的導入が検討されている。

これらの事業は、農業生産性の向上を主目的と

する生産基盤整備とは異なり地域の生活環境の改

善・向上を主目的としていることから、費用対効

果分析の実施に当たっては市場では評価されない

外部経済効果の適切な評価が求められている。

（ｂ）　地域用水環境整備事業の効果体系

効果項目の体系化に当たっては、効果が発現す

るセクターに着目し、土地改良施設の更新や維持

管理費の節減等からなる農業効果と農村地域の生

活環境の改善による地域アメニティの向上などか

らなる地域用水環境整備効果の 2区分からなって

いる。

農業効果については、水質改善による農業生

産の増進（生産・品質向上効果）、農業生産費の

表C1230-1　主な土地改良区等の抱える問題点と取り組み
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節減（維持管理費節減効果）及び農業生産基盤

の保全（更新効果）を内容とした効果項目となっ

ている。一方、地域用水環境整備効果については、

農業用水の消雪・防災利用（地域用水効果）、水

路等の安全施設整備による事故防止等（安全性

向上効果）、水環境施設に関する維持管理費の変

化（維持管理費節減効果）のほか地域の景観や

生態系、教育、コミュニティ等に関する効果（地

域アメニティ効果）が評価対象として挙げられ

ている。

このうち農業効果については、主たる受益者は

農家（農業従事者）であると言えるが、地域用水

環境整備効果については、農業従事者だけでなく

地域内の住民（非農家を含む）のほか地域外の住

民（都市住民）を受益者として想定している項目

も含まれている。

このように、既存の事業効果の体系を見ると、

組合員である農家住民だけでなく、広く一般住

民に対して発現する効果が含まれていることが

分かる。

ｃ　農業用用排水施設が持つ機能

（ａ）　機能の体系化

　①　3つの視点による機能の体系化

このような既存の多面的機能や事業効果体系に

基づき、農業用用排水施設が持つ機能について以

下のとおり整理した。整理に当たっては、機能を

享受する主体を念頭に置いた。

まず、農業用用排水機能が持つ機能の区分につ

いては、辻（2006）による農業用水の多面的機能

の分類例を参考にした。ここでは、農業用水が持

つ機能を「用水自体の機能」「用水の制御や管理

操作がもたらす機能」「用水や水利施設が位置す

る空間の機能」の 3つに分類している。この 3区

分に基づき、既存の多面的機能や事業効果体系を

踏まえつつ、以下のとおり農業用用排水施設がも

つ機能について整理・分類した。

　②　用水自体の機能

用水自体の機能は、まず大きく「農業利用」と「多

目的利用」の 2つに分けられる。前者は灌漑用水

としての活用であり、具体的には農業用水の維持・

確保により農作物の生産量や品質が向上する「作

物生産向上」、農業生産に係る施設更新や管理体

制の変化等に伴う維持管理費が節減される「維持

管理費節減」のほか、農業用水の活用による地下

への浸透が行われる「地下水涵養」といった機能

が挙げられる。これらの機能の直接的な受益者は、

農家となる。

一方、後者については灌漑用水以外としての活

用であり、「防火用水」、「環境用水」、「消流雪」

といった地域用水としての機能が挙げられる。こ

れらの機能は、用途が農業利用に限られている場

合など必ずしも通年通水を行わない水路では、常

に発揮されるとは限らない。また、「消流雪」は

積雪地域にのみ見られる機能である。このような

機能は、農家に限らず当該地域に居住する地域内

の住民も享受していると考えられる。

　③　用水の制御や管理操作がもたらす機能

用水の制御や管理操作がもたらす機能として

は、地域を越えた共通の機能として国土の保全

に貢献する等の機能であり、洪水防止に対する

寄与といった機能が挙げられる。この機能は地

域を越えた共通の機能であることから、享受す

る主体として農家を含む地域内住民にとどまら

ず、地域外住民（下流域の住民等）も受益者とし

て想定される。

　④　用水や水利施設が位置する空間の機能

用水や水利施設が位置する空間の機能は、地域

ごとの特徴を有する機能として様々な機能が挙げ

られ、それぞれの機能を享受する主体についても

非農家を含めた従来からの地域内住民だけでな

く、新たに当該地域に居住してきた新規住民の他、

機能によっては地域外住民が主体的に享受する機

能など多岐に渡ることが想定される。

具体的には、主に地域内の住民が享受する機

能として、整備された農業水利施設の利用を

通じて集落間の交流が盛んとなり地域コミュニ

ティを活性化させる「地域コミュニティ醸成」

のほか、農業水利施設における安全施設の整備

による事故防止や精神的な安定が図れる「安全

性向上」といった機能が挙げられる。また、地

域における農業農村体験や農業施設開削などを

行う「環境・農業教育」については、地域内住

民だけでなく地域外住民も機能を享受する主体

として想定される。

また、「景観維持・形成」、「生態系保全」、「歴史・

文化保全」といった各機能については、近隣住民
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など施設が存在する空間に実際に接することがあ

る主体のみならず、こういった機能が地域に存在

することで感じられる価値を享受する主体も想定

した機能となっている。

一方、日常的な居住空間としてではなくレクリ

エーションや休養としての機能を享受する「保健

休養」については、地域外の住民が主な受益者と

して想定される（図 C�230-�）。

（ａ）　事例に基づく機能の分類

前章で取り上げた事例に基づいた以下の 3 分

類に基づき、農業用用水路施設が発現する各

機能についてそれぞれ関係者から見た機能の

発現に対する期待度として重みをつけた（図

C�230-2）。

事例に基づいた 3分類としては、機能を主に享

受する主体、非農家の関わり方、非農家の関わり

図C1230-1　農業用用排水施設が持つ機能と主として機能を享受する主体のイメージ図

図C1230-2　各分類における関係者から見た各機能に対する期待度
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度合いの 3つの視点を整理し、「純農村型」「都市

住民アクセス型」「非農家混在型」の 3 つの分類

を置いた（表 C�230-2）。

（エ）　新たな水環境管理体制のあり方

土地改良区に関わる地域や住民のニーズや、土

地改良区の果たす公共的な役割の経済価値に鑑みる

と、大きな課題を抱える土地改良区の維持管理業務

に関しては、当該地域の実情に応じ、農家のみなら

ず、非農家を加えた地域住民や都市住民などの理解

と参画を求めつつ遂行していくことが期待される。

ａ　新たな水環境管理体制構築の基本的な方向

性

土地改良区をめぐる新たな水環境管理体制を見

出していくに当たっては、既述のように、農業用

水の市場経済化による効率性向上と水環境保全と

の調和が最大の問題であり、それを主に担う土地

改良区自身には、財政の弱体化ならびに末端施設

管理の粗放化といった課題がある。

それゆえ、新たな水環境管理体制構築の将来的

な方向性としては、農村資源の総合的な管理主体

の確立や公的支援を含む財政基盤の強化を指摘で

きようが、とりわけ、土地改良区の維持管理業務

に関しては、当該地域の実情に応じ、農家のみな

らず、行政はもとより、非農家を加えた地域住民

や都市住民などの理解と参画を求めつつ遂行して

いくことが期待される。

「純農村型」については、関わりを持つ主体に

ついて大規模な対象を想定することは難しく、発

揮される機能については公共財的要素を持つ機能

が中心であるものと考えられることから、「自然

を産業的に利用する空間」であるとともに、「景

観維持・形成」「生態系保全」「歴史・文化保全」

などといった機能の存在についても適切な評価を

行った上で、積極的な公的支援のもと、維持管理

業務の主体として極めて公的性格を備えた組織・

体制を模索していく必要がある。

また、「都市住民アクセス型」については、関

わりを持つ主体について大規模な対象を想定でき

る一方で、個々の接し方は必ずしも密接ではない

可能性が想定され、発揮される機能についても公

共財的要素を持つ機能が比較的中心であるものと

考えられることから、「アクセス可能で人々がエ

ンジョイできる自然空間」としての位置づけのも

と、維持管理業務それ自体に、NPO やボランティ

アなど広く都市住民の参画を期待できる組織・体

制を模索していく必要がある。

さらに、「非農家混住型」については、関わり

を持つ主体についてある程度限定された対象を想

定する一方で、その対象は発揮される機能に対し

て密接に関わりを持っており、地域内で限定され

た公共財的な要素を持つ機能が比較的中心であ

るものと考えられることから、「非農家の住民も

含んだコミュニティを支える居住環境としての空

間」としての位置づけのもと、非農家の住民の受

益を明確なものとし、維持管理業務それ自体に、

受益者として地域住民全体の参画を期待できる組

織・体制を模索していく必要がある。

ところで、これら 3つの方向性に加え、観光資

源としての有望性をはじめ、その立地条件によっ

ては、例えば、グリーンツーリズムの展開やマイ

クロ水力発電の導入など、いわば「地域ビジネス

展開型」としての組織・体制を模索していくこと

も考えられる（図 C�230-3）。

土地改良区の維持管理業務に関して、非農家を

加えた地域住民や都市住民などの理解と参画を求

めていくためには、当該地域の実情に応じ、これ

ら関係者を巻き込んだ協働の枠組みと、参画・協

力によって期待される成果（多面的機能発現の効

果）の提示が必要である。

ｂ　関係者を巻き込んだ協働実現の関連・参考

事例

農村地域における住民参画の事例は増加しつつあ

表C1230-2　事例に基づいた 3分類
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るが、土地改良区をその中心とし、本格的な協働組

織・体制による水環境管理の事例は稀少である。

既述の事例から、改めて関連・参考事例を再掲

すると、例えば、次のようなものを指摘し得る。

○　日野市「水路清流課」

土地改良区の機能を担う。自然保護活動を行う

ＮＰＯ法人の協力で無図管理を実施。一般市民が

農業用排水路の環境保全活動に積極的に参加し、

もはや市民の参加なしには維持管理もできない状

況になっている。

○　立梅用水土地改良区の環境、景観復元運動

三重県勢和村立梅用水土地改良区は、地域住民

主体の「ふるさと水と土の保全」活動を行ってい

る地域として著名で土地改良区主導となってい

る。定款に、土地改良区の事業目的として多面的

機能の発揮のみならず、教育機能まで盛り込んだ。

地域住民との協働による多面的機能の増進管理の

成功を受けて地域外からの見学者が絶えない状況

にある。ただし、国の地域用水機能増進事業の補

助金と勢和村からの助成金を地域住民のための機

能増進経費に支弁し、地域住民の負担はなく課題

は残っている。

○　埼玉県見沼田圃の行政・住民一体型環境保全

運動

さいたま緑トラスト協会が中心となりトラスト

地のボランティアを募集し、基金の拠出のみなら

ず保全管理労働まで地域住民が参加している。

○　甲良町のグラウンドワーク型環境・景観再生

運動

滋賀県甲良町が日本型グラウンドワークの先駆

的活動を実施し、親水事業の実施に当たって講習

や学習会等を開催して、後の地域住民参加による

景観整備などの計画作成に貢献した。

エ　考　察

以上を踏まえると関係者を巻き込んだ協働実

現の関連・参考事例などを踏まえると、土地改

良区の維持管理業務に関して、非農家を加えた

地域住民や都市住民などの理解と参画を求めて

いくためには、当該地域の実情に応じて、次の

ようなステップを具体化していくことの必要性

が示唆される。

図C1230-3　多面的機能の発現に対する関係者の期待度に応じた組織・体制の方向性
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（ア）　合意形成・協力の枠組みの構築

多くの土地改良区の現状において、協働組織・

体制の構築に向けたプラットフォームが成立して

いないことから、土地改良区のみならず、先に述

べた関係者の広がりについても十分考慮しつつ、

地元行政や NPO などのリーダーシップの発揮を実

現していくことが望まれる。先の関連・参考事例

においては、地域に残された貴重な環境資源の劣

化・喪失に対する人々の危機感が、そうしたリー

ダーシップ発揮と組織・体制構築の契機となって

おり、それが、フォロワーとなる人々の共感と参

画意識を醸成するに至っている。

合意形成・協力の枠組みの構築に当たっては、

「土地改良区の維持管理業務」ありきの議論を起

点とすることは必ずしも得策ではなく、例えば、

報道を含む内外からの問題・課題の提起、有識者

らによる地域資源の第三者評価などを通じ、まず

もって、地域をめぐる重要課題としての共通認識

の広範な形成が必要である。

その上で、土地改良区の維持管理を含め関係

者の多様なニーズを俎上に乗せ、それに関わる

関係者を過不足なく想定・具体化し、初期段階

から積極的な参画を求めていくことが望ましい。

多様なニーズの調整・合意には労力を要するが、

その組み合わせによっては、より良好な協力関

係を構築し得る潜在的可能性もあり、何よりも、

地域としての資源管理の一体性が高まる効果も

期待されよう。

（イ）　ニーズの把握・整理

合意形成・協力の枠組みをもとに、引き続き、

関係者の多様なニーズの具体的な把握に努め、当

該地域における関係者の構成にも留意しながら、

土地改良区の維持管理を含め、如何なる関係者の

ニーズの間に、如何なる合意・協調の可能性があ

り得るのかについて整理することが必要である。

さらに、そうした整理結果については、すべての

関係者間で理解を深め、協働実現のための基礎と

して共有していくことが極めて重要である。

関係者の多様なニーズを具体的に把握していく

手法として、時として、アンケート調査の実施が

選択される場合があるか、同手法は、具体的ニー

ズの把握のみならず、結果として、地域課題の再

認識など協働実現のための PR の役割を果たす場

合も多く、また、新たな参画者が見出されること

もあり得る。

（ウ）　目標・ビジョンの共有化とマスタープラ

ンの作成　＜評価の実施＞

こうした一連の活動を通じて、関係者が合意・

協調し得る目標・ビジョンの明確化を図り、当該

地域における土地改良区の維持管理、水環境管理

の必要性についても共通認識を得た上で、マス

タープランとして取り纏めていくことが期待され

る。その際、関係者のニーズに応じて、取組効果

の提示や多面的機能の経済評価の実施に努め、受

益と負担への納得を得ていくことが望まれる。

なお、関係者を巻き込んだ協働実現に向けた一

連の取組は、既存の関係者の参画動機を維持・向

上する上でも、また、さらに多くの参画者・支援

者を獲得していく上でも、時宜に応じ、広く地域

内外に発信していく必要がある。また、こうした

広がりを念頭に、協働への参画水準は柔軟に設定

しておくことが望ましく、適切なステップアップ

を図り得るプランであることが理想的である。

（エ）　取り組み体制の構築（ヒト・モノ・カネ）

農村地域の水環境の管理において、今後とも、

土地改良区が主要な役割を果たすことは間違いな

いが、農業用水・地域用水に関する関係者の多様化、

求められる機能の多様化に対応し、新たな管理体

制、財源確保の手法の再構築が求められている。

ここでは、先に述べた多面的機能の発現に対す

る関係者の期待度に応じた組織・体制の方向性を

念頭に、該当する展開の方向性に応じた適切なリ

ソースの確保について検討し、持続可能な管理体

制の構築を図っていくことが期待される。なお、

とりわけ「都市住民アクセス型」などにあっては、

その後の、関係者の自発的な取り組みをも喚起し

得るような、緩やかなネットワークの形成に配慮

していくことも、今日的には妥当であろう。

（オ）　取り組みの実施（管理作業・ハード整備）

＜モニタリングの実施＞

先に明確化された目標・ビジョン、取り纏めら

れたマスタープランに応じ、管理作業の実施や必

要なハードの整備を行う。むろん、個別の水環境

管理のあり方については、例えば、農業形態、水

利施設の状況、水資源の需給状況、周辺の自然環

境などの条件により、地域ごとに異なったものに
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なろう。

なお、関係者のニーズに応じた取組効果達成水

準のモニタリングや分かり易いフィードバックな

ど、当初の合意・協調を持続させるための仕組み

を予めビルトインしておくことが、継続的な協働

の実現ならびに関係者のモティベーションの維持

に大切である。

オ　今後の課題

（ア）　今後の研究の方向性（プロジェクト終了

後の取組）

水環境管理組織・体制のあり方についての方向

性を踏まえて、具体的な施策展開メニューをつく

るとともにその効果（費用対効果）を分析しつつ、

及び利害関係者の意識向上方策などの関連支援ス

キームなどの検討が求められる。

特に関係者の参加、協調、合意、形成方策のあ

り方については他分野（エネルギー、公共インフ

ラ導入等）のスキームも参考としつつ検討可能で

ある。

カ　要　約

（ア）　今年度の研究成績の概要

ａ　土地改良区の維持管理業務の現状と課題

土地改良区の抱える構造的問題点の維持管理業

務に与える影響の実態について文献をもとに整理

した。担い手不足による改良区組織の脆弱化、非

農家住民との混住化によるゴミ投棄問題や水質悪

化、施設管理の多様化等に伴う維持管理負担の増

嵩等の課題は全国各地で共通して見られるもの

の、住民を巻き込みながら水利施設の特性を活か

した多様な機能発揮（防火・消流雪用水、環境学

習、親水性等）による、対応の方向性があること

がわかった。これにより、改良区の属性を分類し

た上で、それぞれの特性に応じた効果的な対応が

必要なことを示唆される。

ｂ　課題解決のための土地改良区の分類

いくつかの個別土地改良区に着目し、かかえて

いる具体的課題および取り組み事例を概観した。

これらをもとに今後の課題解決の方向性検討のた

め、地域の属性および取り組み（水利施設の機能

発揮のさせ方）により分類することを検討した。

結果として①純農村型、②都市住民アクセス型、

③非農家混住型の 3分類を設定した。

ｃ　用排水施設が持つ多面的機能

土地改良区が中心として維持管理している農業

用水を巡る機能・役割の分担について、既存の文

献や事業評価制度などに基づく経済評価項目に基

づき、従来の用排水施設が持つ機能だけでなく多

様化した機能について体系化を行い、事例収集に

基づいた①純農村型、②都市住民アクセス型、③

非農家混住型の3つの類型について、関係者（機能

を享受する主体）と機能の発現可能性を整理した。

ｄ　新たな水環境管理体制のあり方

土地改良区に関わる地域や住民のニーズや、土

地改良区の果たす公共的な役割の経済価値に鑑み

ると、大きな課題を抱える土地改良区の維持管理

業務に関しては、当該地域の実情に応じ、農家の

みならず、非農家を加えた地域住民や都市住民な

どの理解と参画を求めつつ、多様な関係者の期待

度に応じて遂行していくことが望まれる。

土地改良区をその中心とし、本格的な協働組織・

体制による水環境管理の事例は稀少であるが、当

該地域の実情に応じて、①合意形成・協力の枠組

みの構築、②ニーズの把握・整理、③目標・ビジョ

ンの共有化とマスタープランの作成、④取り組み

体制の構築、⑤取り組みの実施、といったステッ

プを具体化していくことの必要性が示唆される。

（イ）　５年間の研究成績の概要

土地改良区の用水の水管理に関しての具体的成

功事例はまだ少ないが「非農家混住型」では地域

の非農民を加えて受益者の組織・法人等の枠組み

を作っていく方向性、「都市住民アクセス型」で

はボランティア・ＮＰＯなどの協力・育成など、

「純農村型」では公的部門の協力というやや従来

型のアプローチなどという方向性などが示されて

いる。これらの方向性を踏まえて各地域のビジョ

ン・プランを具体化することで、市民（農家含む）

の意識向上をもたらしつつ望ましい形での水管理

を行うこと、さらには公的部門から見てもリソー

ス配分の適切化・効率化などの余地も存在し得る

のではないかということが示唆されている。
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