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霞ヶ浦の水質汚濁（ ll) 

一一流入負荷と汚濁源一一

団関俊 雄

第I報では霞ヶ浦の水質汚濁の実態について述べたが，本報では湖の汚濁の原因と

なる河川｜から流入する負荷を中心に話を進めたい。河川により運ばれる窒素やリンな

どの負荷は一種の流域からの流出問題であり，それは水文学的な性格を強くもった現

象である。しかし未だ研究が十分になされているとはいえず，その方法論も確立して

いない現状である。私達は環境問題や水質の専門家ではなく農業土木の分野で農地水

文を扱ってきた者で、あるが，その立場から新しい解析方法を試みてみた。ここに紹介

するのはそのー結果であるが，皆様の御批判を乞う次第である。

4. 流入負荷

(1) 河川による流入負荷

湖にとっては河川により流入する汚濁物の量（負荷）がし、くらであるかは重要な意

味をもっており，それを実際に測定することが大切である。しかし河川による流入負

荷量は時々刻々変動するので，それを連続的に実測して年間の負荷量を算出するのは

容易なことではない。また湖へ流入する河川は一般に一つではなく，かなりの数にな

るから，このような湖への流入負荷量のきちんとした実測はあまり多くは行なわれて

いない。どうしても少数の限定された河川で，しかも少数回の測定になりがちであ

る。

第14図は霞ヶ浦へ流入する主な12河川の河口で濃度と流量を測定して，その積から

負荷量を求めた結果で、ある。ここに示した負荷量は12河川の各々で隔月に実測した負

荷量を月ごとに合計して，それを12河川の全集水面積で割った値，すなわち「比負

荷Jの値で示してある。これは5年間の測定期間中に河川改修工事などの影響で欠狽u

や測定地点の変更に対する補正のためであるが，こうすることによって他の水系の値
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第14図 霞ヶ浦へ流入する負荷量の変動（12河JI!)
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（資料〕 茨城大学農学部による。

との比較にも役立てることができる。

この図を一見してわかることは，COD，窒素（N), リン（P）のいずれもが相当に大

きな変動を示していることである。これは河川の流量と水質濃度がその時々によって

大きく変動するからであるが，特に流量の方の影響が大きい。梅雨期や秋の長雨の時

期が一般に負荷が大き く，また測定日の前に大雨があった時なども負荷は大きくなっ

ている（測定は特別な洪水時にぶつからない限れ天候とかかわりなく実施した）。

CODの負荷量のグラフを見ると1975年 5月の排水規制の強化 （点線）の影響が現

われてし、る。特別に大きな値の時を除くと，規制強化前は5～15g/sec, 100km2 （以下

単位省略）であったのが，強化後はその 2分の l以下に下がっている。最近では5よ

りも下回っている。窒素も同様の傾向にあり，規制強化前の6前後から 3前後へと低
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第3表 霞ヶ浦へ流入する負荷量（1973～75年） 2) 

＼ ＼＼  12河川流入負荷 （ton/year) j 比負荷表示（ton/y肌 100凶）

＼＼＼  総負荷 ｜面源負荷 ！大点源負荷総負荷 ｜面源負荷 ！大点源負荷

COD l, 300 356 211 145 

無機態窒素 1,300 490 810 144 54 90 

全室素 1,900 880 l, 020 211 98 113 

PO, P 49 9 40 5.4 1. 0 4.4 

全 リ ン 94 28 66 10.4 3. 1 7.3 

流 量 46 45 1 5. 1 s.o o. 1 

〔注〕 排水規制強化前の結果で，洪水を含まない。涜最は×107γ3/yea：。

下している。窒素やリンは未だ規制jの対象になっていないのであるが，有機物の処理

に付随して減少している ものと思われる。

次にこのデータから年間の流入負荷量を求めた。 第14図の値を平均して年間の値に

換算したが，この時に時刻変動の補正と土浦市の下水負荷の追加を行なった。こうし

て求めた排水規制強化前の西浦12河川の総負荷量は CODで3,200tつn/year，全窒素で

1, 900ton/year，全リンで・94ton/yearになった（第3表）刊 この負荷量を全流量で割

れば平均濃度が求まるが，これは CODで7ppmでかなり高い濃度である。

なお，この年間負荷量の算出に当っては洪水流出の問題が残されている。我々の測

定には普通の雨の時の流出は含まれているが，洪水は含まれていなし、。したがって実

際に湖へ流入する負荷量は上記の値よりも大きくなる。第15図は月雨量と我々の実測

した12河川流量の関係である。比流量単位で O.5 (fill/ sec, lOOkmりから 7.6もの変動

幅を示しており，水質の測定が色々の流量の時に行なわれたことがわかるであろう。

これをもとに求めた年間流入水量は水収支から求めた流域からの流出水量に比べて小

さく，その78%に相当した。残りの22%は洪水時の増大分と地下水流入分と推定され

る。もしも洪水時の濃度がそれ以外の時と変りない値であれば，負荷量も水量と同じ

く22%増とすればよいのであるが，洪水時の濃度については未だよくわかっていな

L、。

第16図は4年間にわたって実測した各河川の比負荷量と比流量を汚濁の少ない農業

河川 （桜，恋瀬，天ノ，梶無，一ノ瀬，菱木）についてプロットしたものである。濃

度が流量にかかわらず一定であれば， 比負荷量は比流量の増大に比例して増大するか

ら 各点は斜めの直線上に並ぶ。その直線の勾配が濃度を示す。比流量はo.1から10

まで100倍くらい変化しているが，それに対して比負荷はほぼ比例的に変化している。

かな りのパラツキはあるものの窒素で＇・2ppm, リンでO.lppmの線の近傍に位置してい

ることが多L、。しかし図にプロットしなかった本地域で、相対的に汚れている都市河川
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第15図 月雨量と比流量（12河川｜）
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（資料）茨城大学農学部による。

第16図 窒素とリンの比負荷と比流量の関係
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1977年

（山王，園部，花室，境， 清

明，小野）の値は相当に激し

いパラツキをみせており，規

則性が弱い。雨後の流出解析

は水文学において大きな課題

となっているが，水量だけで

なく，色々な物質成分につい

ての流出解析が必要である。

(2) 比負荷について

「比負荷」とは，流域から

河川により流出してくる負荷

量を， その流域面積で除した

もので，単位流域面積当りの
9 10 
m3 /sec, !OOkm' 流出負荷量である。比流量に

類推させて水文学的立場から

考えた値で，流出負荷に関す

る流域の特性を示す。湖沼学や下水道の分野では負荷量をそのまま使うこ とが多い
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第4表 各河川の比負荷と流域条件（1973～75年）

＼＼ 
比流量

比負ook荷m' 
流域状況口町的

(g/sec, 1 ) 

交； I~議l施肥N I 大事業所数〈回；~gk~2〕cooJT-NIT-P 〉 き同 (1, OOOm3／日以上〕

1 桜 Jll 1.6 8.8 4.6 0.10 352 353 5.37 1し尿処理場

2. 小 野川 1.7 10.4 9.5 0.44 319 268 5.13 2し尿処理場

3.恋 瀬川 1.9 9.2 7.8 0.19 233 430 4.34 。
4 園部 川 1.5 18.3 7.4 0.47 284 606 5.34 1し尿口口口処理場

食工場
5. 天ノ川 1.2 9.0 5.7 0.17 223 264 5.72 。
6.花 室川 1. 8 19.5 9.9 1. 22 585 322 5.39 4食品工場

7. 一ノ瀬川 1.3 7.7 3.2 0.10 170 833 9.44 。
8. 菱木川 1.7 8. 1 4.0 o. 13 303 791 5.40 4化学，金属

工場
9 梶無 川 1.5 5.7 2.8 0.10 188 312 5.36 。
10.清 明川 2.4 21. 7 9.7 1.47 291 225 5.43 3食品工場他

11. 境 Jll 2. 1 14.1 8.1 0.64 629 421 4.60 8工場団地

12. 山 玉 川 3.0 150. 1 22.0 4.08 469 3.64 4工下場水， 食品

が，窒素などの負荷量は流量と同じく流域面積の大きな川ほど大きくなるのが普通な

ので，流域の性質を調べるには比負荷の方が適当である。

比負荷＝皇___N_〔g／蹴， 100凶〕
集水面積

排水規制j強化前の12河川の実測比負荷の値を第4表と第17図に示した。比負荷の値

は流域の状況を反映して河川による差が大きく ，たとえば CODでは山玉川の比負荷

は150（単位省略）で，最小の梶無川の26倍も大きい。窒素で約8倍， リンで41倍で

ある。このように山王Jllの単位流域面積当りの流出量は著しく大きし、。この比負荷の

値で各河川の流域の汚濁物を排出する状況を知ることができる。

次に比負荷が流域のどのような要因と関係があるかを調べてみよ う。 COD,N, P 

の排出量と関係あるものとして普通考えられているのは，大規模事業所、工場など），

家庭雑排水，し尿，家畜ふん尿，農地排水などである。したがって流域内の工場排水

量，人口密度，家畜頭数密度および地目などと比負荷の関連が頭に浮かぶ。そこで人

口，家畜ふん尿量，施肥窒素量を調べ（第4表）， それと比負荷との関係を調べてみ

た。この中から人口密度と窒素の比負荷の関係を示すと第四図のようになる。人口密

度が大きくなると比負荷も大きくなる傾向があり一つの斜線が引ける。しかし，小野

川，清明川などはそれを大きくはみ出しており，これらの川に人口密度と関係ない窒

素排出源（工場やし尿処理場など）が存在することを反映している。家畜ふん尿につ



いてもこのような図を描く

と，もっと値はパラパラに

なり相関性はなくなる目。

たとえば一ノ瀬Jllは家畜ふ

ん尿密度は最大であるが，

その比負荷は小さい。施肥

窒素量についても同じで，

施肥密度の大きい流域の川

の比負荷は必、ずしも高くな

い。 相関をとるとマイナス

になってしまうこともあ

る九これらのことは家畜

ふん尿や施肥窒素の要因よ

りも， 5JIJの要因の影響が支

配的であったことを意味し

てしみ。大規模事業所や大

きな町がある河川の比負荷

が大きく，これら大点源と

比負荷との関係が強かった

のである（第4表）。

全リン

各河川の平均比負荷（1973～75）口

男子~
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(3) 比負荷による解析

霞ヶ浦，琵琶湖，瀬戸内

海など，湖や内湾の富栄養

化の問題では，そこに流入

する有機栄養物質の量を知

るだけでな く，その汚濁源

別の分類が重要になる。そ

の場合に良〈用いられるの

は「発生負荷からの算 出

法」である。すなわち汚濁

物質を水系へ放出すると考

500 1,000 えられるもの（発生源）を

人口密度 人／km' 列記して，それらの各々に

ついて原単位を基礎に計算で求めていく方法である。たとえば人間 1人当りの発生負

0 
桜恋小園 天花 ＼一菱梶 j青境山

瀬 野 部 ノ室 j頼木無明 王
Jll Jll Jll Jll Jll Jll Jll Jll Jll Jll Jli. Jll 

10210 4  040384  

L一日排水量1,000m3以上の事業所数ー」

~~ 
第18図 人口密度と窒素比負荷の関係1)
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荷量（原単位）に人口を乗じるといった具合である。

発生負荷量＝原単位×数l人一時山家畜1頭当り負荷量×頭数

工場単位出荷額当り負荷量×出荷額

単位面積当り施肥量×面積

回日明ー 霞タi甫の；Jく質汚濁CI) 55 

さらに，処理によって減少することを考えて，実際に河川へ流出する負荷量は発生

負荷量に流出率を乗じて求める。

流出負荷量＝発生負荷量×流出率

場合によっては，河川を流下する過程での浄化を考えて，流達率を乗じる。

流達負荷量＝流出負荷量×流達率

したがって，この方法では，原単位，流出率，流達率の 3つの値が使われる。こ う

して求めた汚濁源別の負荷量を比較して，汚濁の主要原因を検討し，それへの対策を

立てるのである。ところが流出率の値に誤差があるのでこの方法に頼り切るわけには

いかなし、。流出率はいわば処理状況を反映しており，完全な処理下ではOに，無処理

では100%になる値である。実際には0と100の間にあり，処理の形態，方法が様々な

のでこれを正確におさえることは容易ではない。家庭の雑排水やし尿，工場排水につ

いてはデータ も整備され割合に精度が高い値がえられても，家畜ふん尿については処

理の状況が多様てのミつ数が多いので難しい。さらに農地排水についてはデータも不充

分で，施した肥料の何パーセントが流亡するのか良くわかっていなかった。そこで推

定値が使われたのだが＇ l, この値次第で流出負荷量は大幅に変化した。場合によって

は全休から他の汚濁源の負荷を差し引し、た残りはすべて農地負荷とするようなことも

行なわれた。したがって，現段階ではこの方法で求めた農業関連負荷の値には大きな

誤差があるとみた方が無難である。 、
これに対して，流出負荷を各汚渇源、別に実測する方法がある。すなわち，工場や下

水の排水口で実測したり，農地山林を流域にもつ河川で・実測する方法である。色々の

地目の流域で実測すれば，それらの流出負荷を求めることができる。前述した農業河

川のデータからは，農地山林の面による負荷に散在する農家や小養豚場などの小点源

の負荷が加わった「面源負荷」が求まる（第5表）。その流核に工場などの大点源がな

い梶無川や一ノ瀬川の比負荷の値がこの函源負荷に相当する。厳密にいえば，面源負

荷の値もその中の水田，畑，山林の面積比や農家数などで変化するのであるが，前述

したように霞ヶ浦地域では大点源の有無による差が激しいので，面源負荷はほぼ一様

とみなせる町。

こうして，面源負荷の値は大点、源のない梶無川や一ノ瀬川の比負荷の値に金流域面

積を乗じれば求められる。次に河川で実測した総負荷量から面源負荷を引けば大点源、
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商源負荷 （散在している〕

l大工場， し尿処理場，都市下水，大養豚場など

！小集落下水小養豚場など

源 ｜水田，畑，山林面

負荷量が求められる。これを式で示せば次のとおりである。

面古車、負荷量＝標準的面源比負荷×全流域面積

大点源負荷量＝総負荷量一面源負荷量

この方法で霞ヶ浦地域の排水規制強化前の負荷を解析した結果を第3表に示した。

CODは面源負荷量の方が大点源負荷量より大きいが，窒素や リンでは大点源、負荷量

の方が面源負荷量より大きくなった。特にリン酸における大点源、負荷量の割合が高か

った。

5. 面源負荷 （流れの過程で）

前節では農地山林などの面源の負荷を一括して扱ったが，本章では水田，畑，山林

の各々に分けて検討してみよう 。

(1) 水田町

農地には膨大な量の窒素やリンが肥料として供給されており，その一部が流出する

とすれば，その負荷量はかなり大きくなるので，水田から水に溶けて流出する窒素や

リンの量を知ることは非常に重要な課題となっている町。 しかし水田についての調査

データはほとんど無い状況であった。そこで私達は色々の条件の違う水田で調査を行

なってきたが， その中で「排出量がし、くらか」 という問題とともに，「流れの中にあ

る発生源」とし、う水田特有の性質を見出すことになった。

水田からの排出のルートを考えると第19図に示したように「排水路への地表排出」

と 「浸透水による排出」の 2つがある。一方，流入の方としては「用水路からの流

入」と「雨水による流入」がある。以上の2つの inputと2つの outputが窒素やリ

第19図 水田における流入 ・排出のルート ンの水にのった流入排出であ

排水路

雨

1
1
↓

る。この他に水と関係ないノレー

トとして，肥料や大気中窒素の

用水路 国定の inputや収穫物と脱窒の

outputがある。これらを年聞に

わたって調べた結果の窒素収支

の一例が第20図であるが，これ浸透



は各時期の水収支と水質濃

度の測定から求められた。

それぞれは時期的にかなり

変化するが，排水路への排

出は元肥期に多い。浸透排

出はこの調査水田が湿田で

浸透量が少ないために余り

多くなし、。一方，かんがし、

水として供給される窒素量

もかなり存在し，これはか

んがい水量に対応して増減

する。また雨水によ って供

給される窒素量も無視でき

ないほどであった。

この結果を年間全体につ

いてまとめると第21図のよ

問調： 震，捕の水質汚濁Cl)

第20図 水田における窒素の旬別収支の例
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うになる。窒素の地表排出 （資料〕茨減大学農学部による。

量は 13.lkg/ha，浸透排出量は4.9kg/haで，その 第21図 水田における窒素の

和は18kg/haで、ある。一方，用水で15.3kg/ha，雨 流入 ・排出の表示法

で6.4kg/ha，合計で21.7kg/haの流入窒素がある。 iftil6.4 

この結果を我々はどう理解したらよいだろうか。

排出だけを考えるのであれば 18kg/haもの窒素が

水田から排出したということとなる。しかし，雨

と用水によって流入した窒素量はそれを上回る

21. 7kg/haもある。水田は排出するだけではなく，

吸収浄化の機能も持っているのである。用水や雨

による流入室素は水田で一部吸収浄化され，残り

が施肥窒素と一緒になって排出する。そういう機

能をもった 「函」として理解する必要がある。し

たがって水系全体としては，水田を水が通過する

()) 

( 2 ） 主←~亘書→

(3) 

同J －「一一一一一？寸 排出
過程において窒素を増大するのかまたは減少する (4) --ft→己－竺I号子→
のかが重要であり， inputと outputの差が問題 （注〉単位：kg/ha。

となる。そこで差し引き排出量とし、う値がクローズ ・アップされる。

差し引き排出量＝地表排出量＋浸透排出量一用水流入量一雨水流入量

そういう観点で水田の inputと outputを書き直すと第21図の（2）ようになる。 -'-
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第22図 水田における窒素の流入と

排出の関係

kg/ha 
80 
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の場合には用水や雨水は水田を通過する過

程で，窒素は 3.7kg/ha減少することにな

る。排出だけを考えれば水田は明らかに18

kg/haの窒素を排出するのであるが，水系

の中の水田という立場で考えれば，この水

田は窒素を減らす役割をしている。さらに

雨を別にして，水系との inputと output

の関係を描くと同図の（3）のようになる。水

系から用水分の負荷15.3kgをinputし， 水

系へは地表排出と浸透を合わせて18.Qkgを

排出している。したがって水系との出し入

れでは＋2.7kgとなる。さらにこれを簡単

に描くと第21図（4）のようになる。水田には

雨で6.4kgの窒素が入り， 一方2.7kgの窒素が用水負荷との差し引きで水系への排出と

なる。

以上のように水田は，流れの中に存在するものとしてとらえなければならなし、。こ

のような点は水文学の立場からは当然のことであるが，水質保全や下水処理の立場で

は案外に軽視されているようである。さて， こうして水田をとらえた時に，その

inputと outputが一般的にどうなっているのかとレうと， 最近得られた滋賀，愛知

長野の各農業試験場と茨城大学農学部の実測値からは第22図が描ける。横軸に窒素流

入量（用水と雨水の和）をとり，縦軸に窒素排出量（地表排出と浸透）をとったが，

各地のデータは広い範囲に分布している。一言では「水田肥料の排出」を言い表わす

ことはできなし、。

しかし一般的には流入量が増えると排出量が婚すという傾向があり，各点は 45。の

斜線の近くに分布している。これは用水量が増すと排出量が増すという水量の関係が

反映したのである。したがって漏水閏やかけ流し回，それに強制排水をする干拓地な

どの用水量の大きい水田の点は図の右の上方に位置し，節水型の水田や浸透の少ない

湿田の点、は原点に近い所に位置する。さらにその各々の中では施肥後の洛水や浸透過

多で肥料の流亡がある水田や用水がきれいな場合は排出量の方が流入量よりも大きく

斜線の上方に分布する。流入量と排出量の差は最大で 3Qkg/ha近いものもあるが，ほ

ぼ 2Qkg/ha以下である。一方，用水が汚濁している水田は斜線の下方に分布し，これ

らの水田では浄化機能が働いている。また無施肥田の点（白丸印）も斜線の下方に位

置する。



(2) 畑と山林

畑や山林では用水負荷はなく， input は「雨」だけ

になる。したがって， inputのバラツキは水田に比べ

て少ないが，その排出にはかなりのパラツキがある。

茨城県農業試験場の 3年間の調査結果によると，畑

からの室素の排出量は 20～84kg/haであった。そのほ

とんどが浸透によるもので，地表排出は少なし、。無施

肥畑では 3～5kg/haの排出で，一方，多肥区では 33

～206kg/haもの排出があった。外国の例でも，ほぼ同

程度の値がえられている。
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第23図山林 ・畑 ・水田

からの窒素排出量

~ヨコ事ト

古？亡己指7

~生137
（注〉単位： kg/ha, year。

山林では，アメリカで Likens達が林業の立場から調べたデータがある。自然林で

o. 1～2. 3kg/haの窒素の排出が記録されている。この値は畑よりは少なし無施肥畑

よりも少なL、。また，同時に測定された雨水負荷よりも少なく，大体において雨水負

荷の 2分の l以下である。しかし，森林を伐採すると排出負荷が激増し， 9～105kg/ha

にもなることが報告され，伐採方法と排出負荷との関連が研究課題になっている。日

本では，岩坪と西村のデータがあり， 0.6～1.5kg/haと報告されている九建設省が調

べた筑波山地の値は3.Okg/haであった （まだデータが少ないので，流出調査の中でこ

のような水質調査が並行して行なわれることが望まれる）。

以上のことをまとめて第23図を描くことができる。こうして並べてみるとパラツキ

も大きいし，データも不十分なので結論を下すことはできないが，大体において面源

では山林→水田→焔の順に窒素の排出負荷が大きくなることがわかろう。山林からの

排出量は水田や畑に比べて少なく，その雨水負荷よりも少なし、。また畑の方が水田よ

りも排出が大きいのは意外なことと思われる方もあろう。水田で排出がマイナスの場

合があるのは用水負荷よりも排出負荷の方が少ないことがあるからである。雨水負荷

の値は，上述した水田，畑，山林の調査の中で記録された値にもとづいたものである

が，この中には無機態の窒素だけの測定例も含まれており，その場合には8以下のこ

とが多L、。また筆者らが日本各地の雪の中の窒素量を調べたところ，都会地と山地で

は4～5倍もの差があった。このようにバラツキの大きいものであるが，面源の排出

負荷の｛直に比べて無視できないほどの量であることは確実であるZ）。

(3) 霞ヶ浦流域における窒素の排出

窒素の排出を流れの中でとらえるという考えにもとづいて，色々の流域の排出を 1

k:m2当りで図示すると第24図のようになる日。霞ヶ浦流域では年間 2.lton/km2の窒素が

排出し，その量は雨水によってもたらされる量1.Oton/km2の2倍をこえる。琵琶湖流

域の排出はO.7ton／凶2で霞ヶ浦の 3分の lで少なく，雨水負荷と同じ程度である。 し
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第24図 いろいろな流域の窒素とリンの排出口

最多匡亙E苛→~ト

~わ→~わ

→~出十一~与→
〔注〕単位： t皿／year,km＇。上 段蜜索，下段・リ ン。

かし琵琶湖流域の中でも大

津市の市街地に限っていう

ならば， その排出量は 8.8

ton/km＇で， すこぶる大き

い。これは霞ヶ浦の中で排

出が最大の山王川流域の値

6. 9ton/km＇よりも大きい 。

琵琶湖では霞ヶ浦よりも流

域に山林が多いので，全体としては小さいが，部分的には大きい所もある。諏訪湖流

域の排出量は 1.7～2. 2ton/km2で，霞ヶ浦と同程度の大きい値を示している。

次に霞ヶ浦の流域の排出の内訳を試算したのが第25図である。第4章で面i源負荷と

大点源負荷を分離したが，その結果を使うと，全排出量2.lton/km2の内， 1.ltonが大

点源からの負荷で， 1.Otonが面源負荷量となるo aは洪水時の負荷量である。さらに

面源負荷は水田，畑，山林などの面源と散在する小点源、（小集落下水や小養豚場な

ど）に分けられる。霞ヶ浦流域では水田，畑，山林と，その他（道路，宅地など）の面

積がほぼ4分の lずつなので，各々が 1畑 Zの中で 0.25回2ずつ占めると考えよう。そ

うすると，雨水負荷 （lton/km2）は各々に対し O.25tonとなる。排出量は前述した面

源の排出量を参考にして推定しよう。霞ヶ浦流域の水田は湿田で節水型が多いので雨

水負荷と釣合っているとして O.25ton，山林は雨水負荷の 3分の lに相当するとして

0・08ton，畑は雨水の 2倍として O.5ton，「その他」は一応雨水負荷と同じとみなして

0. 25tonとする。そして，残りが小点源、負荷の分になる。ところで面源負荷は 1.o＋庄
であるが，洪水負荷による増大分を水量と同じ割合とみなせば面源負荷は1.3tonにな

り，小点源、負荷は O.22tonになる。

さて，汚濁原因を論じる際によく行なわれるのは各汚濁苦手、別の排出量を比較するこ

とであるが，それは第25図でいえば，発生源の右側に書カ通れている排出量だけを比較

することである。それは果して正当であろうか，水系の中に存在する面源は inputと

output の関係で評価するべきで，点源と面源、の負荷量の単純な比較は誤解を招き，

対策を誤りやすいことを理解していただきたい。

s. 富栄養化の防止に向けて

(1) 流域での多様な方策

霞ヶ浦の急激な富栄養化の主たる原因が大点源にあったことは私達の調査によって

明らかにされ，それは排出規制強化後の負荷の減少によっても証明された。今後は

COD負荷のみならず，窒素やりンについても抑制することが必要で、ある。大競模事

業所や都市下水での処理をしなければならないが，そのためには法律による排水規制
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第25図 霞ヶ浦流域の窒素排出の流れ

かんがし、水

（注〉単位 ton/year, km2。数値は排水規制強化前の内訳試算。

や下水業の整備が必要である。しかし，窒素やリンについては，完全に，しかも低価で

処理するのはかなり難しいので，排出されてきたものを処理するという態度だけでは

不十分で，排出を減らすこともあわせて考えねばならない。たとえば，家畜ふん尿や

し尿の肥料としての活用や， I）ンを含む中性洗剤の使用禁止である。これらのことは

色々と難しい問題を含んでいるが，とにかくその方向へ踏み出すことが大切である。

さらに第二段の対策として，面源負荷の方にも手をつける必要がある。霞ヶ浦流域

のように山林が少ない地域では，大点源を抑制しでも第25図に示したように雨水負荷

を上まわる負荷が排出する。これをOにすることは窒素が雨水にも含まれている状況

では不可能であるが，霞ヶ浦の富栄養化を防ぐためには面源、負荷が雨水負荷を少しで

も下まわることが望ましし、。そのためには，山林面積の比率が大きいことが必要であ

り，野放図に山林を伐採しないようにしたし、。また，畑や水田からの肥料の流亡を防

ぐことも重要である。そのためには節肥とともに，浸透や地表排出の防止や，流亡し

たものを再び農地へ戻すといった方策を考えねばならなし、。そこで節水とか反覆，循

環利水が必要になり，結果は「利水」の問題と同じことになる。さらに湖の中で行な

われているコイの養殖も問題になる。その飼料の残りやふんの中に含まれている栄養

塩類が湖を汚すので，この面の対策も必要で‘ある。これら一連の対策に共通するのは

放出源での節約，禁止およびリサイクノレの考えで、ある。

このようにとるべき対策はまことに多様であり，下水処理場を作ればそれで済むと

いうわけにはいかなし、。それだけ霞ヶ浦の富栄養化問題は深刻であり，流域における

工業，農業，畜産業，漁業などの各産業に関係し，し尿や洗剤の問題では一人一人の

住民の生活にかかわっている。この流域のすべての人達が霞ヶ浦の汚濁を自分達の問

題として真剣にとらえ，その防止のためにかなりの犠牲を覚悟して立上らなければ，
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ここに書いた方策は机上の空論になろう。

(2) 水質汚濁と水利用

上述した様々な対策を実行しなければ水質が保全できないという ことになると， 島

津氏8〕や筆山氏的が指摘するような工業用水や都市用水の無駄な使い方はとても許さ

れないものである。水利用側に対して節水と再利用を強く要請したい。それは水質保

全への努力に応える姿勢とし、うだけでなく，そのことが水質汚濁を救う強力な手助け

になるからである。節水すればそれだけ水質汚濁を減らすことができる。今まで国は

水資源を開発し，大量の水を供給して水需要の増大を支えてきたが，そのことも水質

汚濁の面から再検討する時機にきたのではないか。「水の消費量は文明のノLロメータ」

とし、う言葉も空しい。水質汚濁の規制jを厳し くすれば，利用者側は処理の強化とと も

にコストの点からも節水を考えざるをえなくなろう。そして処理した水は再利用でき

るから二重に需要量は減少する。このように水質汚濁と水利用は密接に絡み合ってお

り，水質汚濁を防止するためには水利用にも手を打たねばならないと考えるのであ

る。

おわりに

霞日南の汚濁問題の中で流域からの流出に重点をおいて述べ，その中で 「単位流域

面積当り」と「水の流れの中で」の二つの視点を強調してきた。データが少ないので

数量的に断定できない点が多いが，水文学的立場からの環境問題へのひとつのアプロ

ーチとみていただければ幸いである。

終りに，多くの資料を提供して下さった高村義親氏を初めとする共同研究者の方々

と，各農業試験場の方々に厚く感謝する。
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