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琵琶湖北部の森林流域から流出する硫酸イオンの動態と起源解析

中津 暦 1)・堀江清悟1)・永淵 修 1)・尾坂兼一 1)・西村拓朗 1)

Exploring the sources of sulfur ion deposition and runoff in forest watersheds on the 

northern side ofLake Biwa， central Japan 

Koyomi Nakazawa， Seigo Horie， Osamu Nagafuchi， Ken ' ichi Osaka， Takuro Nishimura 

Abstract 

We aimed to determine the sources of sulfur ions in precipitation in forest watersheds and runoff from the 

watersheds by collecting and analyzing bulk deposition and streamwater samples from the small Kutsuki and 

Surumi forest watersheds， which are on the northem side of th巴 LakeBiwa basin in central Japan. The major ions 

and the 8 34S values in the samples were analyzed. Samples were continuously coll巴ctedfrom 1990 to 2010， and 

the average :t standard deviation (minimum， maximum) SO/' concentrations were 1.60 :t 0.31 (0.76，3.58) mg 

L-' in the streamwater samples from Kutsuki and 6.58 :t 1.54 (3.68， 16.1) mg L-' in the stream water samples 

from Surumi. Th巴 concentrationsin the stream water samples from the di妊'erentwatersheds were significantly 

different (t-test， pく 0.01).How巴V巴r，the average SO/ーconcentrationsin the bulk deposition samples from the two 

watersheds were similar， being 2.16 :t 1.30 (0.20， 10.2) mg L-' in Kutsuki and 2.27土1.27(0.35，6.07) mg L-' 

in Surumi (t-test， p > 0.05). The average non-sea-salt (nss-) 834S values in the bulk deposition samples were +5.28 

%0 in Kutsuki and +5.89 %0 in Surumi. The average nss-o34S values in the streamwater samples from Kutsuki and 

Surumi wer巴significantlydi百'erent(t-test， pく 0.01)，at +2.14 and -3.97 %0， resp巴ctively.It has been found that the 

8
34
S values in coal products from north巴mChinav紅ybetween -3 and -1 %0 and that the 834S values in Japanese oil 

V紅 ybetween+5叩 d+ 18 %0・

Our findings suggest that the significant differences between the nss-o34S values in th巴 streamwatersamples from 

the different for，巴stswere caused by differences in the abilities of the forest c組 opiesto catch dry SO/・deposition.

The Kutsuki wat巴rshedforest consists of young conifers and deciduous broadleaf trees and has a relatively open 

canopy， whereas the Surumi watershed forest consists of mature conif，巴rtrees packed tightly together and has 

a less open canopy. There are no domestic sources of air pollution to the north of the Kutsuki watershed，組dit 

appears that the Kutsuki watershed was only affected by SO/-deposition from the Asian contin巴nt.In contrast， the 

dense canopy of the Surumi watershed was a征'ectedby local SO/・pollutionfrom national roads (which are.l km 

northwest of Kutsuki) rather than contin巴ntalsources. Overall， our results suggest that the differences in the SO/' 

concentrations in the stre釘nwaterfrom the two watersheds ar巴 causedby吐ledifferences in the forest c如 opiesin 

the two watersheds. 

1)滋賀県立大学環境科学部(〒 522-8533滋賀県彦根市八坂町 2500) Department of Ecosystem Studi回， School of Environmental Science， The 
University of Shiga Prefecture， 2500 Hassaka cho， Hikone Shiga Prefecture 522-8533， Japan 

11 



中海暦ほか
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摘要

近年，越境大気汚染が大きな社会問題となっているが，森林生態系における物質循環，渓流水質形成

過程を解明するには，その発生源の推定が重要な課題の一つである。ここでは，硫黄酸化物について

中国大陸に近い琵琶湖北部の 2森林流域を選定し流域に沈着し流出する硫酸イオン (so/-)の起源を

検討するために降水と渓流水のso/と硫黄安定同位体比(U 34S) を測定した。 1990年以降の降水中の

so/， nss-U 34Sは，朽木 (2.16mgL-'; +5.28 %0)，摺墨 (2.27mg L-'; +5.89 %0)共に差はなかったが，渓流

水中のso/，nss-U 34Sは朽木 (1.60mg L-'; +2.14 %0) と摺墨 (6.58mg L-'; -3.97 %0)では大きく異なった。

これは，森林流域で、は大気降下物中の成分が渓流水中に至る聞には樹冠と土壌があるが，そこに捕捉さ

れる乾性降下物の多寡により渓流水質に差が生じた結果と考えられた。樹冠の乏しい朽木渓流群では中

国大陸からの汚染物質，針葉樹の密な樹冠をもっ摺墨渓流群では中国大陸からの汚染物質の影響よりも

近傍を通過する道路からの影響を強く受けた渓流水中 nss-u34Sの値となったと考えられた。

キーワード:硫黄安定同位体比，硫酸イオン，現場捕集法，琵琶湖流域，長距離輸送

(2013年 10月28日受付;2014年 8月20日受理)

はじめに

森林流域への物質のインプットは降水から，アウト

プットは渓流水として，その関係を継続的に把握するこ

とは，流域生態系における物質循環や流域生態系そのも

のの変化，あるいは水域生態系の変化を特徴づけるのに

役立つものであり，今後の環境モニタリングの要であ

る。特に，大気環境の変化は，直接的には降水としての

インプットの変化をもたらし，間接的には渓流水として

のアウトプットの変化をももたらす。

大気環境の変化をもたらす要因としては，広域的な

ものと地域的なものがある。広域的な要因としては中

国大陸(以下，大陸と略記)からの長距離輸送(永淵，

2000) ，地域的な要因としては固定発生源や移動発生源

からの大気汚染物質の排出に由来があげられる(環境省，

2013a，松本ら， 2010;吉門， 2006)。それらの中で硫黄

酸化物(特に硫酸イオン)は，その大部分が化石燃料の

燃焼により大気中に排出された S02であり，大気で反

応し硫酸イオンとなり湿性および乾性降下物として沈着

する。そのたaめ陸水や土壌の酸'性化，森林衰退などの生

態系影響や建造物の劣化などを引き起こす物質として、注

目されてきた。

これまでに，大気環境の変化が渓流水に与える影響に

ついては，多くの研究がなされてきた(青井， 2010;海

老瀬・永淵， 2000;環境省， 2013b)。生態系物質循環や
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渓流水水質形成過程を解明するには，広域的および地域

的な要因からそれぞれの影響を分離して評価することが

望まれる。しかし，これらの要因を満足する流域が近

くに存在することは稀であり，あってもさまざまな制約

があるため(例えば比較する流域面積が大きく異なるな

ど)このような研究は非常に少ない (Celle-J巴anton.et.al.，

2009)。一方，大陸からの越境汚染や，国内においては

依然として交通量の多い道路近傍における自動車の排

ガス汚染問題等があり，これらの要因からそれぞれの影

響を分離して評価した研究の蓄積が益々重要になってい

る。

この課題にアプローチするには，比較的長期にわたっ

て降水と渓流水を観測している日本海側の流域試験地が

適している。なぜなら日本海側の地域は大陸に近く，工

場など日本国内での人為由来大気汚染の排出源が少ない

ことが多い。たとえば琵琶湖の北部に位置する朽木と摺

墨の両試験地は，いずれも森林試験地であるが，直近に

大気汚染の排出源が存在しない試験地(朽木)と存在す

る試験地(摺墨)というコントラストがある。このよう

な試験地において，降水と渓流水の水質の関係，及び降

水と渓流水に含まれる物質の起源について解析し，結果

を比較することで，広域的な汚染と地域由来の汚染が渓

流水に与える影響を分離して評価できる可能性がある。

本研究では，大気汚染物質として硫黄酸化物をター

ゲ、ツトに研究を進めた。降水と渓流水中の濃度，動態に
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関しては硫酸イオン (sot)を用い，so/-の起源解析

には硫黄安定同位体比(8
34
S) を用いて検討した。大気

中に放出される硫黄化合物は，火山や海塩，化石燃料の

燃焼等，様々な起源に由来し，それぞれが特有の 834主，34

を持つ。この特徴を利用し，発生源ごとの 834Sと試料

中硫黄化合物の 834Sを比較することで，その硫黄化合

物の起源を推定するこ とができる(向井， 1994)。

本研究の目的は，これらの試験地を使って次の点を

明らかにすることである。すなわち 1)両試験地の渓流

水中の so/-濃度の違いは，降水(インプット)の濃度

によるものであるか， 2) 大陸からの越境汚染と地域的

'.‘・ah拘胆脇.
何時

な大気汚染が降水に与える影響はどちらが大きいか， 3) 

大陸からの越境汚染と地域的な大気汚染が渓流水に与え

る影響はどちらが大きいか，という課題を検討する。

方法

試験地概要

琵琶湖北部の 2森林試験地(朽木試験地，摺墨試験地)

をFig，lに，各々の概要を Tablelに示す。

調査は 2つの試験地の全 5流域(朽木 2流域， 摺墨 3

流域)で実施した。朽木試験地は滋賀県高島市朽木麻

....~\ 吋余
叫a
L
U
'
J

Surumi 

Fig. L Topographic maps of the study area (A: thermal power station，・:study site) . 

図 1試験地 (企は火力発電所， eは試験地を示す)• 

Table 1. Land use， vegetation， and soil characteristics in巴achwatershed. 

表 l実験小流域の土地利用形態と植生.

Site Kutsuki L Kutsuki R Surumi A Surumi B Surumi C 

Carchment area (ha) 1.10 1.92 10.8 13，1 7，1 

Forest紅白(%) 100 100 100 100 100 

Paddy or Field紅白(%) 。 。 。 。 。

15 years cedar tree 
Deciduous 30-40 years cedar 30-40 years cedar 30-40 years cedar 

Vegitation 
forest 

broadleaf and deciduous and deciduous and deciduous 
secondary forest broadleaf forest broadleaf forest broadleaf forest 

Peleozoic strata， Peleozoic strata， 
P巴leozoicstrata Peleozoic strata Peleozoic strata 

Soil clays late， clays late， 
Sedimentary rocks Sedimentary rocks Sedimentary rocks 

Brown earth Brown earth 

13 



中津暦ほか

生に位置し (35
0

22' N， 135
0 

54' E)，本研究では互

いに隣接する 2つの流域(朽木 L，朽木 R) で調査した

(Fig.1)。

2流域のいずれも丹波・美濃帯に属する古生層粘板岩

を基岩とする標高 230'"300 mの林地で，土壌は褐色

森林土壌である。朽木 L (流域面積:1.10 ha) は風化が

進んだ粘板岩が露出しており，朽木 R (1.92 ha) の流域

末端には強固なチャートの岩盤が露出している。母岩は

泥岩，頁岩，チャート(宗宮編著， 2000) であり，パイ

ライトを含まない。そのため両試験地の母岩に由来する

so/の供給はない。植生をみると朽木Lは樹齢 15年程

度の若年性スギ人工林であり，冬季でも樹冠はあるが貧

弱である。朽木Rは落葉広葉樹のシバグリ (Ch巴stnut，

Castanea crenarta SIEB.et ZUCC) とコナラ (Whit巴oak，

Quecusserrata THUNB) を主体とした二次林・薪炭林で

あり，冬季には落葉するため樹冠がほとんどなくなる

(Tab1e 1)。

降水は朽木試験地の流域末端から南西方向に直線距離

で750mにあるオープンスペースで採取した。 2004年

'" 2008年の 5年間の年降水量平均は 2，500mmである。

調査地は国土交通省が指定する豪雪地帯にある。豪雪

地帯とは累年平均積雪積算値(一冬の累積積雪量 (cm)

×一冬の冬日日数(日最低気温が OOC未満の日))が

5，000cm・日以上の地帯(国土交通省， 201Oa)である。

また，朽木試験地の東側，約 2kmに国道 367号線(高

島市朽木，市場交差点付近の交通量， 3，241台 d-
I
) と約

12 kmのところに 161号線(高島市今津町酒波付近の

交通量， 14，639台 d-I
) が走っている。また北側には国

道 303号線(高島市今津町上弘部付近の交通量 9，029台

d-I
) (いずれも，国土交通省， 2010b) が走っている。ま

た直線距離で 62kmと， 54kmの西北西の地点に宮津火

力発電所(原油および重油)と舞鶴火力発電所(石炭)

が存在する。宮津火力発電所は 1989年に操業を開始し

たが， 2004年 10月までに，中長期的な需要状況や経済

性を踏まえて当面稼働する見通しがない発電機を計画的

に停止する運用(長期計画停止)となっている(関西電

力， 2010)。

摺墨試験地は滋賀県長浜市余呉町摺墨に位置し (35
0

34' N， 136
0 

12' E)， A， B， C (摺墨A，摺墨B，摺墨C)

の3つの流域で、構成される。摺墨 A，B， C流域は互い

に隣接している(流域面積はそれぞれ 10.8，13.1，7.1ha)。

摺墨試験地の基岩は古生層堆積岩であり，宗宮ら(宗宮

編著， 2000) も母岩は，泥岩，頁岩，チャート主体で

あると報告しており，したがってパイライトを含まない
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(Tab1e 1)。試験地の標高は 260'"473 mで，植生は樹齢

30-40年のスギの人工林である。

降水は摺塁試験地の流域末端から北西方向に直線距

離で 820mにあるオープンスペースで採取した。 2004

'" 2008年の 5年間の摺墨試験地の平均年降水量は 2，700

mmである。摺墨試験地は，上述した朽木の豪雪地帯よ

りもさらに過酷な特別豪雪地域(累年平均積雪積算値が

約 10，000'" 15，000 cm・日)に指定されている(国土交

通省， 201Oa)。

また，摺墨試験地の直近には人為的汚染源がある。す

なわち西約 1km付近には北陸自動車道(敦賀一木本間

の交通量 19，825台 d-
I
) と国道 365号線(滋賀県余呉町

椿坂付近の交通量 1，122台 d-
I
) (国土交通省， 201Ob) が

南北に走っている。さらに直線距離で 16kmの北西の

地点に敦賀火力発電所(石炭)が存在する(北陸電力，

2013)。

試料の採取および分析

渓流水は朽木試験地 (1990年 5月'"2010年 12月)， 

摺墨試験地 (1996年 1月'"2010年 12月)の全 5流域

で 1990年以降， 1週間に l度から 1か月に l度の間隔

で観測した。また，本研究で詳細な検討を行った 2009

年 2月以降の採水間隔は，原則 1週間に l度の採水で、あ

るが，一部， 1か月に 1度と 2週間に 1度の間隔で採水

することもあった。降水は朽木，摺墨の各試験地で，渓

流水と同様 1990年以降原則として林外雨をバルクサン

プラーで 1か月に 1度の間隔で採取した (Fig.1)。中海

ら(中津ら， 2009)および橋本ら(橋本ら， 2010) の報

告と同様，各試験地に口径 21cmのポリエチレン製漏斗

を20L容角型ポリタンクに直結して採取した。漏斗内

に，葉や昆虫の混入を防ぐための金網を設置した。前記

したように両試験地は豪雪地帯であるが，融雪のための

ヒーターの取り付けは行っていない。そのため，降雪量

が多い場合には本採取装置ですべての湿性降下物を採取

できなかった可能'性があり，冬季の降雪期における沈着

量は過小評価されている可能性がある。そこで，朽木調

査地で採取した試料の成分については，調査地の東，直

線距離で 12凶にある高島市今津合同庁舎屋上にて滋賀

県が実施する酸性雨調査観測結果(滋賀県， 2013;三田

村ら， 2012) と比較し，確認を行った(摺墨については

付近に滋賀県が実施する酸性雨調査観測点がないため，

比較できなかった)。

渓流水および降水中のイオン成分 (Nぶ， cr， NOJ-， 

SO/") は，イオンクロマトグラフ法 (Metrohm社製 761
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Compact IC) で分析した。分析には現場で採取した試水

をガラス繊維櫨紙 (ADVANTECGS-25，保留粒子径 0.6

μm) で櫨過した後の櫨液を用いた。

降水および渓流水中の SO/の海塩由来以外の非海塩

性硫酸イオン (nonsea salt， nss-SO刀の濃度は以下の式

で求めた。

降水中の海塩に由来する SO/は，測定されたナトリ

ウムイオン倒的がすべて海塩粒子起源であり，海水

中の Na+とSO/の濃度比が同じであると仮定して， (1) 

式で算出した。降水で Na+を用いたのは，焼却など燃焼

系排出源に由来する C1の大気への放出があるため，海

塩粒子起源の指標として C1が不適であるためである。

nss-SO/'= SO/ -(SO/. / Na+) se. X Na+ )
 

咽
B
A

r-
、、

ここで，

nss-S042.:降水中非海塩性硫酸イオン濃度 (mgL.1
)

SO/':硫酸イオン濃度 (mgL.1
) 

(SO/' / Na+) se. :海水中の Na+とS04
2ーの濃度比で，0.252 

(環境庁大気保全局大気規制課， 1993) とした。

また，渓流水の nss-SO/は，測定された塩化物イオ

ン (Cr)がすべて海塩粒子起源であると仮定し (2)式

で求めた。渓流水で海塩由来に C1ーを用いたのは，化学

風化により岩石や土壌から Na+が溶出するため，海塩粒

子起源の指標として Na+が不適で、あるためである。

nss-SO/'= SO/ -(SO/ / cr) se. X cr (2) 

ここで，

(SO/' /cr)醐:海水中の C1とSO/'の濃度比で， 0.14(環

境庁大気保全局大気規制課， 1993) とした。

渓流水中の/)34Sについては前報(土井ら，2011) と

同様の方法で調査した。すなわち， SO/を捕集するた

めの強塩基性陰イオン交換樹脂 (cr型，ダウケミカル

カンパニ一社製， 100-200メッシュ)約 5gを入れたナ

イロン製メッシュバッグを朽木 L，R，摺墨 A，B， C 

の各流域の流域末端の渓流水中に設置した。設置した

メッシュバッグは次の調査時に回収した(原則 1週間と

した)。調査は渓流水では 2009年 2月から 2011年 1月

の間に実施した。降水中の/)34Sについては，降水試料

を実験室に持ち帰り，樹脂を充填させたカラムに降水試

料を約 15L通水し，試料中の SO/ーを回収した(各試験

地， 2009年 12月， 2010年 1月の合計4サンプノレ)。

以上の方法で試料中の SO/を回収した樹脂に硝酸カ

リウム溶液 50mLを加えて展開後，飽和塩化ノミリウム

を沈殿が生じなくなるまで添加した。沈殿が少量の場合

はメンブレンフィノレター (ADVANTEC，保留粒子径 0.45

μm) に，その他は沈殿をガラス繊維鴻紙 (ADVANTEC

GF-75 ，保留粒子径 0.3μm) に櫨別後乾燥させ，捕集し

た SO/ーを硫酸バリウムとして回収した。本研究で用い

た樹脂を 5g使用すると，硫酸バリウムとして 1g回収

可能である。

S042 の /)34Sの分析を外部に委託し測定した。測定に

は， dua1-in1et試料導入部を持つ SIRA-10質量分析計 (VG

Isogas， UK)，あるいはガス化前処理装置 (ThermoFisher 

Scientific社製， Flash EA1110) を連結した安定同位体

比質量分析計 (ThermoFisher Scientific製， De1ta P1us 

Advantage)を用いた。 /)34Sの測定精度はそれぞれ :t0.15 

~:t 0.18 %。であった。

降水中もしくは渓流水中 SO/ーの非海塩性 /)34S値 (nss-

/)34S)は (3)式で算出した。

nss_/)34S; = (/)34SsamPle X SO/"mPle -/)34Ssea X ss S042. ;) /nss-SO/'; 

(3) 

ここで，

nss-/) 34S :降水水中もしくは渓流水中 sotの非海塩性

/)34S 値 (%0)

/) 34Ss♂海水中のsotの/)34S値 (+20.3%0) 

nss-S04
2
一:降水中もしくは渓流水中非海塩粒子由来の

SO/の値，

ss-SO/，:降水中もしくは渓流水中海塩粒子由来の SO/ー

のイ直， (SO/'s.mPle-nss -SO/) 

i 降水もしくは渓流水

である。

ここで，硫黄安定同位体比とは，以下に示すとおり

である。硫黄には 4種類の安定同位体 e2S= 95.02， 33S 

= 0.75， 34S = 4.21， 36S = 0.02 %，ここで%値は存在比)

が存在し，硫黄安定同位体比は最も存在比の高い 32Sに

対する 34Sの比 e4S/2S)を用いることが一般的である。

硫黄安定同位体比(/) 34S)は (4)式で求めた。国際標

準物質である CanyonDiab10鉄蹟石中の Troilite(CDT) 

に対する千分偏差(ル)の形で表す。

/) 34S = { e4s / 32S)咽 mple/ e4s / 32S) std-1} X 1000 (4) 

ここで，

/)34S:硫黄安定同位体比 (%0)
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935) ，摺墨 A (n = 322)，摺墨 B (n = 206)，摺墨 C (n 

= 227)) を示した。各試験地の渓流水中 SO/-濃度，平

均値±標準偏差(最小値，最大値)は朽木 Lで l.58:t 

0.34 (0.76， 3.58) mg L-1，朽木Rで1.63:t0.27 (0.94，2.93) 

mgL-1，摺墨 Aで 6.79:t 1.47 (3.75， 11.3) mg L-
1，摺墨 B

で 7.21:t l.88 (3.68，16.1) mg L-1，摺塁 Cで 5.73:t0.71

(3.99， 7.95) mg じ であった。朽木および摺墨のそれぞ

れの試験地毎に平均値の差の検定を行うと統計的に有意

な差はみられなかった (t検定，p > 0.05)。

Fig.3に本研究で、詳細な検討を行った 2009年以降の各

流域の渓流水中 SO}および nss-SO/濃度の変動を示し

た。渓流水の SO/濃度は各試験地での期間変動の場合

と同様，朽木および摺墨それぞれの試験地の平均値に統

計的に有意な差はみられなかった (t検定，p > 0.05)。

渓流水中の nss-SO/濃度は朽木 L，Rおよび，摺墨 A，

B， Cで、渓流水中 SO/濃度と同様の変動傾向を示した。

また，季節変動をみると， SO/濃度，nss-S04' 濃度と

もに朽木 LおよびRでは調査期聞を通して濃度の変動

は小さく，明確な季節変動を示さなかった。摺墨 A，B， 

暦ほか中海

(ド3、/3犯2泡S)λ気叩am内叶:試料中の硫黄安定同位体比

c、/ 、)入λs引叶t
である。

後方流跡線解析

気塊の輸送経路の推定には，アメリカ大気海洋局

(NOAA:NationaJ 0印刷cAtmosph巴ricAdministration)により

ウェブ (http://ready.arl.noaa.govIHYSPLIT.php) で提供さ

れている HYSPLIτ4 (Hybrid Simple Particle Lagrangian 

Integrated Tr司ectory) モデ、/レを使用した。後方流跡線解

析より ，任意の時間と任意の場所 ・高度を出発点とし，

時間をさかのぼり気塊の通過経路を見ることが可能であ

る。本研究では 72時間さかのぼって解析した。

渓流水中 SO}-，nss-SO/-濃度の変動

Fig.2に両試験地の 5渓流水中 SO/濃度の 1990から

2010年までの経年変動(朽木 L (n = 935)，朽木 R (n = 
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Fig. 2. Annual fluctuations in SO/-concentrations in th巴bulkdeposition and streamwater s!lmples from the Kutsuki and 
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図2.琵琶湖北部 2試験地の降水中および渓流水中 SO/濃度の経年変動.
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Fig. 4. Fluctuations in the SO/ concentrations and N03"1non-sea 

salt SO}" ratios in the bulk deposition samples. 

図4.朽木と摺墨における降水中 SO/濃度と N03"1nss-SO/

比の経年変動.
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L.1，摺墨で 2.27土 1.27 (0.35，6.07) mg L Iであった。両

試験地の降水中の so/濃度の平均値の差の検定を行う

と，朽木と摺墨で統計的に有意な差はみられなかった (t

検定， p> 0.05)。

調査期間を通しての降水の変動の結果から季節による

濃度の特徴を見ると，朽木と摺墨ともに冬季に S04'濃

度が上昇し，夏季に低下する傾向がみられた (Fig_4)。

本研究での調査期間について，冬季 (12~ 2月)と夏

季 (6~ 8月)で平均値の差の検定を行うと朽木，摺墨

とも冬季に so/濃度が高く統計的に有意な差が見られ

た (t検定，pく 0.01)(Table 2)。近年の降水の特徴を明

らかにするために，Fig.3に本研究で詳細に検討を行っ

た2009年と 2010年における降水量および降水中 so/，

nss-SO/， Na+， CI濃度の変動を示した。まず， 2009年

と2010年について本研究で用いた朽木の降水中成分の

年負荷量について，滋賀県が実施する酸性雨調査観測結

果(調査地点は高島合同庁舎屋上であり，以下高島とす

る)と比較した。公表されているのは各成分の年負荷

量と降水量で、ある。図には示してはいないが年降水量

は2009年は高島と朽木で同程度であったが， 2010年は

朽木で高島よりも，1.3倍多かった。降水中 SO/，nss 

SO/， Na+， cr成分の年負荷量を朽木と高島で比較する

と0.9~ l.3倍の間であった。 前述のように冬季の沈着

9 

0 
1/1 

6 

3 

12/30 

Fig. 3. Fluctuations in precipitation and SO/ (non-sea-salt 

SO/ and sea salt SO/) ，Na+， and cr concentrations in 
the bulk deposition samples collected in the Kutsuki and 

Surumi forest巴dwatersheds from January 2009 to December 

20 l 0， and variations in the non-sea-salt SO}" and total SO/ 

concentrations in the streamwater samples 

図3.2009 年 i 月 ~20 11 年 l 月までの朽木と摺墨の降水量，

降水中 SO/，nss-SO/， Nぶ， cr濃度および渓流水 nss-

SO/.， SO/濃度変動.

4/1 12/31 10/1 

Cでも同様に明確な季節変動は見られなかった。しかし、

朽木渓流水群と摺墨渓流水群の聞では、 SO/濃度に大

きな違いがあった。

17 

降水中の sot，

特徴

朽木，摺墨試験地の降水中の SO/濃度の調査期間

を通しての変動 (n数は，朽木 (n= 263)，摺墨 (n= 
135)) をFig.3にそれぞれ示した。調査期間を通しての

各試験地の降水中の S04'濃度の平均値±標準偏差(最

小値，最大値)は，朽木で 2.16土 1.30 (0.20， 10.2) mg 

CI" 濃度の変動とそのNa+， nss-S04
2
.， 



中海暦ほか

Table 2. 10n conc巴ntrationsin the bulk deposition sarnples collect巴din Kutsuki and Sururni in th巴 winterand oth巴rseasons during th巴

experirnental period Crng L") . 

表 2.朽木と摺墨の全調査期間における冬季および冬季を除く季節の大気降下物濃度 CrngL") . 

so， nss SO.' Na+ Cl 

Average S.O. Average 

Oec.-Feb Kutsuki 2.94 1.17 2.10 

Sururni 3.22 0.96 2.37 

Mar.-Nov Kutsuki 1.91 1.25 1.65 

Sururni 1.99 1.21 1.70 

量の評価は過小になっている可能性があるが，成分につい

ては冬季の特徴を十分に代表していると考えられた。

朽木と摺墨の両試験地での降水中 SO/.及び nss-SO/

濃度の年変動は 2010 ~ 11年の冬季は顕著で、なかったが，

冬季(12月， 1月)に濃度が上昇する傾向が見られ(Fig.3)， 

本研究での全調査期間の変動結果 (Fig.4)と同様の傾

向であった。また，両試験地とも SO/ 中の nss-SO/ーの

割合をみる と(Fig.3)，調査期間を通して90%以上であっ

た。

次に降水中 nss-S04
2
.とN03・イオンの当量濃度比(NO;

/nss-S04
2
.) を検討すると (Fig.4)， 1990年代前半では朽

木試験地で l付近で推移している(摺墨試験地は 2000

年から調査を開始したため 1990年代のデータはない)。

調査開始年以降漸増傾向であり ，2000年には朽木と摺
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Fig. 5. S巴asonalpattems in the ratios of the air rnass trajectories 

r巴achingKutsuki and Surumi from the Asian continent in 

2∞9， estirnated using the back tl勾巴ctoryrnodel 

図5後方流跡線解析によって推定した，直接大陸から朽木

と摺墨の両森林流域に到達する気塊の割合数の月別変

動.
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Fig. 6. Back tr勾ectoriesfor the air masses that reached Kutsuki and Sururni in January and July 2009. 

図6.朽木と摺墨の 2009年 1月と7月のトラジェク トリー.
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琵琶湖北部の森林流域から流出する硫酸イオンの動態と起源解析

墨でそれぞれ濃度比が 2.65，2.02に上昇した。その後，

朽木で濃度比は再び l付近まで低下するが 2005年以降

2008年まで増加傾向にある。 1999年より調査を開始し

た摺墨でも 2∞4年ごろから濃度比が増加傾向にあった。

後方流跡線解析による両試験地への気塊の進入経路

2009年の 1年間， 毎日 2回 (日本時間 9:00と21:00)， 

後方流跡線解析を用いて摺墨と朽木の両試験地に到達す

る気塊を検討した。大陸から気塊が試験地へ到達した割

合をカウン卜したものを Fig.5に示す。 摺墨では大陸か

ら気塊が到達する割合が，1月には，90 %であるのに

対し， 7月には 11%に減少し，冬季 (12~ 2月)に大

陸からの到達回数が多く，夏季 (6~ 8月)にかけて低

下した。これは朽木でも同様の傾向であった (Fig.5)。

朽木と摺墨の 2009年 1月と 7月の代表的な後方流跡線

解析(月初めの 1週間)の結果を Fig.6に示す。朽木，

摺墨ともに 1月は直接大陸から到達する気塊が多いが，

7月は必ずしも大陸から到達せず，日本国内や太平洋の

海上から飛来する割合が高いことがわかる。

考察

朽木および摺墨の渓流水群中 so/'濃度の差異

朽木 L，Rと，摺墨 A，B， Cそれぞれの渓流水群の

SO/濃度 (Fig.2) および，本研究で詳細な研究を行っ

た2009年以降の結果 (Fig.3)の検討から，それぞれの

渓流水群の SO/濃度の平均値に差がみられなかった (t

検定，p > 0.05)。そこで考察では，朽木 L，Rを朽木渓

流水群，摺墨 A，B， Cを摺墨渓流水群と して一括して

解析を行う 。

期間変動の結果から，朽木渓流水群の SO/平均濃度

は l.60:t 0.31 (0.76，3.58) mg Cl
であり，摺墨渓流群の

SO/.平均濃度は 6.58:t l.54 (3.68， 16.1) mg L"lで，朽

木渓流水群の 4.1倍であった。摺墨と朽木渓流水群の平

均濃度には統計的にも有意 (t検定，pく 0.01)な差が

みられた。本研究で詳細な検討を行った，2009年以降

の朽木渓流水群の S042一濃度は l.45:t 0.23 (0.04， 2.23) 

mg Clの範囲で濃度が推移した。 一方，摺墨渓流水群

の SO/"濃度は，6.50 :t 1.17 (3.79， 10.2) mg L"lであり ，

両渓流水群の平均値の差の検定の結果，調査期間を通し

て変動をみた場合と 同様に有意な差があった (t検定，

p < 0.01)。しかし方法のところで示したように，母岩か

らの SO/の供給はないことから，摺墨および朽木渓流

水群の SO/濃度の差は，母岩由来の硫酸イオンではな

いと考えられた。

朽木および摺墨の降水中 so/一濃度の特徴と起源

朽木および摺墨の渓流水群中のSO/濃度が異なる要

因として考えられる両試験地の降水中 SO/の特徴を検

討した。

全観測期聞における 両試験地の降水中 nss-SO/ と

N03ーイオンの当量濃度比 (N03"/nss-SO/") (Fig.4)を検

討すると， 前述のよ うに 1990年代前半では l付近で推

移したが，2000年には朽木と摺墨でそれぞれ濃度比が

2.65， 2.02に上昇した。その後，イオン濃度当量比は再

び l付近まで再び低下するが 2005年以降 2008年まで増

加傾向にある。このような傾向は，藤田(藤田， 20l3) 

の結果と同様であり ，藤田らが指摘するように，日本海

側に位置する朽木の NO，'/nss-SO/当量濃度比は，大陸

における SO，排出量の変化 と関係している可能性があ

る。すなわち，大陸における SO、排出量が 2000年代後

半には脱硫装置などの導入によって頭打ちとなった (Lu

and Steet， 2011， EANE工2011) と推定される一方で，大

陸における自動車保有台数が 2000年以降増大(株式会

社日 刊自動車新聞社 ・一般社団法人日本自動車会議所

編集， 2010) したことに伴う N01'排出量増加の影響が

示唆された。

次に，朽木，摺墨両試験地に供給される降水中 SO/

の起、源が試験地問で差があるかど うかを o'4Sから検討

した (Fig.7)。朽木および摺墨における冬季の降水中の

nss-o J4Sはそれぞれ +5.11，+5.44 "/00， +5.69， +6.08 "/00の聞

に分布し，試験地聞に差がなかった。日本国内における

石油燃焼由来の oJ4S値は平均で -3.3"/00 (大泉， 1991) 

および -0.64"/0。程度(丸山ら， 2000)と報告されており，
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Fig. 7. Non-sea-salt 8 34S and overall 84S values in the bulk 

deposition sarnples from Kutsuk.i如dSuruITU，組dthe 84S values 

in sources of sulfur eITUssions ( 834S in Japan悶 oil(Kawamura 

et al.， 2002) and 834S in coal products from northem China 

(Motoyama et al.， 2002) ) . 

図 7. 朽木と摺墨の降水中 so/ 中 nss~34S と 834S の値，およ

び発生源 8汚の値(日本国内石油の値は川村ら (2002)， 

中国北部石炭の値は本山ら (2002)の分析による). 

19 



.Surumi A 
OSurumi B 

OSurumi C 
IlSurumi K 
ロKutsukiL 

ロKutsukiR 。

1LI:lDJ'tiロ

a
 

A
A
 

也

A

∞
A. 

-
0
0
.
 

ロ

。

ロ

.・0
• 

0
 

ハ
υ

唱
E
E
A

4 

。

8 

6 

2 

暦ほか

(-14
∞E
)

E

N
寸

C
∞
沼
口

ハ
υ

唱
E
E
A5 。-5 ハU

唱
E
E
A

nss O34S(%o) 

Fig. 8. Relationships between th巴 non-sea-saltSO/ and non-sea 

salt 03.S values in the streamwater samples from Kutsuki and 

Surumi. 

図 8摺墨，朽木の各流域で、の渓流水中の nss-SO}ーとnss_o34S

の関係.

度問では統計的に有意な差が見られず，両試験地には広

域大気汚染の影響を受けている可能性が示唆された。そ

のため，摺墨渓流水群の高濃度 SO/の要因は，両試験

地にもたらされる降水に含まれる SO/濃度が原因では

ない。では，一体なぜ朽木，摺墨渓流水群の S04
2濃度

に違いがみられたのであろうか?降水中の nss-SO/濃

度，nss-15、 に大きな差がないにも関わらず，渓流水中

の nss-S04
2濃度が異なる原因を評価するため以下の解

析を行った。

朽木と摺墨渓流水群の nss-SO/ とnss-I5J4Sの関係を

Fig.8に示した。朽木渓流水群の nss-15J4Sは-4.77~ +4.57 

(平均 2.14)%0，摺墨渓流水群の nss-15J4Sは 6.99~ +1.28 

(平均 一3.97)仙の範囲で異なっていた。平均値の差の検

定を行うと統計的に有意な差が見られた (t検定，p < 

0.01) 0 nss-d J4Sの結果から，朽木渓流水群では，降水中

の SO/がそのまま渓流水に流出している可能性が高い

が，摺墨渓流水群ではそうではない。したがって，別

のSO/ ソースがないと nss-I5J4Sの値が矛盾したものにな

る。別のソースとして，地質由来の S04
2 が考えられる

が，前記したように 2試験地を構成している母岩からは

それは考えにくい。残る可能性としては，乾性降下物

の関与が示唆される。朽木渓流水群の nss-15汚は，中国

北部で使用されている石炭中の d34S の値 (+5~+18%。

程度(本山ら， 2002)) に近い。 一方，摺墨渓流水群の

nss-15 34Sの値は朽木と比較して小さく ，前記したように

日本圏内における石油由来 1534Sの影響 (-3および -0.54

両試験地の降水中の硫黄化合物は日本国内の石油燃焼由

来とは考えにくい。そこで石炭燃焼由来の d34Sについ

て検討を行った。敦賀および，舞鶴火力発電所の石炭輸

入先を見ると，敦賀火力発電所は，オーストラリア，イ

ンドネシア， 中国(北陸電力，2013) である。また，舞

鶴発電所を所管する関西電力の石炭調達先は 2012年度，

オーストラリア，アメリカ，インドネシア産(関西電力，

2013) である。両火力発電所で使用される石炭輸入国の

割合は明らかでないが， 日本国内で使用される石炭の

71%を占め，敦賀および舞鶴火力発電所でも調達され

ているオーストラリア産石炭中の 15J4S値は +0.2~ +3.0 

%0 (丸山ら，2000) である。一方，中国北部で使用され

ている石炭中の 1534S 値は +5~+18 %。程度である(本

山ら， 2002) ことから朽木，摺塁試験地の降水中の nss-

6、は，敦賀，舞鶴火力発電所からの影響より中国北部

で使用されている石炭燃焼由来による硫黄化合物の影響

を受けている事が示唆された。

朽木 (1990年から)と摺墨 (2000年から)の降水の

長期観測および， 2009年からの降水の特徴を検討する

と，冬季に SO/-及び nss-SO/濃度が上昇し，Nぶ， CI 

(Figム Fig.4， Tabl巴 2) 濃度でも同様の傾向であった。

さらに SO/濃度のうち nss-SO/一濃度が 90%以上を占

めた。nss-SO/成分の起源のひとつである火山が近傍に

はないが，前述したように朽木の西北西には，舞鶴火力

発電所，摺墨の北西には敦賀火力発電所が存在する。そ

のため両試験地の冬季に増加した nss-S04
2
-は，両火力

発電所と大陸起源の化石燃料燃焼由来である可能性が示

唆された。大陸由来の根拠として，後方流跡線解析を利

用して大陸から気塊が試験地に到達した割合を検討する

と，冬季に大陸から気塊が到達する割合が増加したこと

があげられる (Fig.5，6)。すなわち，冬季降水中の nss-

SO/濃度が上昇したのは大陸で大量に使用された化石

燃料燃焼により排出された SO、が一つの要因であると

推察できる。

以上，降水中 SO/，nss-SO/-， Na+' Cl 濃度の冬季

における上昇，後方流跡線解析，NOJ' /nss-SO/比の検

討結果及び 1534Sの結果から，両試験地における降水中

の nss-SO/ーは広域大気汚染の影響を受けた nss-SO/が

主成分であることが示唆された。

中津
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朽木，摺墨渓流水群の sotの起源

摺墨渓流水群の S04
2濃度は朽木渓流水群と比較して

高濃度であり統計的にも有意な差であることが明らかに

なった。一方，降水では朽木，摺墨の降水中の S04
2濃
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ル)も受けていることが示唆された。一般に，渓流水中

のo34Sは硫酸還元細菌による異化的硫酸還元がない限

りは比較的保存性の良い指標とされている(永田・宮島

編著， 2008) ため，降水中と渓流水中 so/の 034S値が

異なることは考えにくい。しかし，降水中の S04
2ーが渓

流水群に至る聞には樹冠と土壌がある。本研究で朽木と

摺墨試験地の降水はオープンスペースで、バルク採取をし

ている(林外雨)が，朽木および摺墨の試験地は森林流

域であり渓流水群には降水が樹冠を通過した林内雨が供

給されている。したがって，両試験地聞のso/-濃度の

差は両試験地における乾性沈着量の多寡が影響している

ことが推測された。そこで，両試験地の植生 (Table1) 

を見ると，朽木L流域では 1997年3月に皆伐が行われ

たため，樹齢が 15年以内で樹冠が貧弱なスギの植林で

あり，朽木 R流域は落葉広葉樹で冬場には落葉する。

したがって朽木試験地では，冬季に樹冠にトラップされ

る乾性沈着量は少ないと考えられる。一方，摺墨試験地

は樹齢 30-40年程度の針葉樹で覆われ，樹冠が発達して

いる。加えて，摺墨試験地では，人為的な影響として，

近傍に北陸自動車道が通っており，自動車から排出され

る排ガスが乾性沈着として樹冠に捕捉され摺墨試験地の

渓流水質に影響している可能性が推察される。

すなわち，大気からのso/インプット量は朽木に比

べ摺墨で大きくなり，その結果，乾性沈着として捕捉さ

れたso/が降水時に林内雨として摺墨試験地に負荷さ

れたと考えられる。

このような降水採取場所の違いによる降水中 so/濃

度の変動は，屋久島の西部地域のごく狭い範囲で、パノレク

方式で、降水を採取した結果が参考になる。著者らは屋久

島西部の林内の谷部に設置した観測タワー(高さ 13m)

上での林外雨(タワー上林外雨)，タワー横の谷部林内

雨(谷部林内雨)，タワーから 50m上の尾根部の林内

雨(尾根部林内雨)を採取している。 2012年 12月から

2013年2月の硫酸イオンの平均濃度 (n=3) を比較する

と，尾根部林内雨で 16.9mg L-1，谷部林内雨で 5.63mg 

C
1，タワー上林外雨で 3.73mg L-1 (永淵，未発表)であり，

タワー上林外雨で濃度が低く，尾根部林内雨，谷部林内

雨で濃度が高くなった。本結果は，湿性および乾性沈着

を含む結果である。同様に朽木および、摺墨渓流水群への

インプットは林内雨からであり，両渓流水群近傍のオー

プンスペースで採取している林外雨には大きな差はない

が，林内雨となると近くに移動発生源をもっ摺墨試験地

の林内雨>朽木試験地の林内雨なることが推測される。

その結果，直近に自動車道がある摺墨試験地の林内雨は
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朽木試験地よりもかなり濃度が高かったと想像できる。

本仮説が正しいとすれば，摺墨渓流水群中 so/濃度が

朽木渓流水群よりも高濃度であることと，付近から排出

される移動発生源としての化石燃料(ガソリン排ガス)

の影響を受けていそうだという両方の結果を矛盾なく説

明できる。

企士 圭会
叩同 日町百

本研究では，広域的な汚染および地域由来の汚染が渓

流水にどのような影響を与えるかを滋賀県北部の朽木と

摺墨の 2試験地で検討した。その結果，次の知見や仮説

が得られた。

1)降水によって試験地に供給される so/の負荷量は

朽木と摺墨で同程度であり，降水中 so/及びnss-SO/

濃度， nss-o 34Sの値もほぼ同じであった。

2) 一方，渓流水のso/濃度は摺墨渓流水群で、高く，

朽木渓流水群で、低い。しかし両試験地の渓流水中 so/-
濃度は土壌や地質の影響を受けている可能性は低い。

3)降水中の nss-034Sおよび nss-SO/-;N03比から両試験

地とも中国大陸由来等の広域的な汚染の影響を受けてい

る可能性が示唆された。一方，摺墨試験地では，渓流水

中nss-o34Sから広域的な汚染に加え，地域由来の汚染の

影響も考えられた。

4) 自動車道のように近距離に供給源があり，かっそ

こからの排出物質を補足しやすいような森林である場合

には，それぞれの森林に捕捉される乾性降下物沈着量の

差の影響がみられる。その結果，定性的ではあるが渓流

水の濃度形成に対して地域由来の汚染の影響が目立つと

いう仮説を得た。

本仮説は広域的な汚染の影響が渓流水に及ばないとい

う意味ではない。朽木試験地のように降水も渓流水も広

域的な汚染の影響による物質の寄与が大きいと思われる

試験地があることから判断すると，広域的な汚染の渓流

水へのso/ーの供給が実際にあり，それが今後どのよう

に変動していくかを林外降水の観測を通じて継続的に把

握することの重要性を示していると考えられる。さらに

より詳細な影響を見るために，本研究で用いた装置と湿

性降下物のみを採取できる装置を並列させたり，林内雨

の採水を行うなど，乾性降下物による影響の検証を行う

ことが今後の課題である。
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