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資 料

根釧地方の酪農開発が自然環境に与える影響

佐々木章靖*

北海道当別高等学校 (061-0296北海道石狩郡当別町春日間 84番地)

受付日:2008年5月19日/受理臼 2009年6月4E3 
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Influences of Land Development for Dairy Farming on Nature of Konsen District， Hokkaido 
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Hokkaido Tobetsu High School， 84 Kasugamati， Tobetsu， Hokkaido 061-0296， Japan 
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はじめに

北海道東部に位置する根針[1地方は， おおよそ北緯 43
0
から

44
0
の潤に位置し，北が知床火山列に，東が根室海l峡に，南が

太平洋に，芭が白糠丘陵に囲まれている広大な丘陵地帯であ

る。根釧地方南の太平洋は，日本海流と千鳥海流がぶつかる

海域であり，夏季は海霧の発生が多し、。さらに，根釧地方は

jじから西にかけて山地に盟まれており，発生した海霧が南よ

りの風に乗って流入すると，滞留しやすい。そのため，年間

海霧日数 108E3であり， 6月から 8月の1/2-2/3は霧日とな

り，日照時間の少ない冷涼な気候となっている。地震として

は第四紀層である阿寒・屈斜路カルデラ由来の火砕流土佐積物

と火山灰に広く覆われており，河)[1周辺や沿岸低地には湿原

が発達している。池形は一般に平坦または段丘状，波状であ

り，沿岸部には内湾や海跡湖が見られる(佐々木ら 1979;北

海道立地下資源調査所 1980)。

冷涼な気候であることから，日本でも貴重な北方躍の自然

と野生生物が残存している土地である。

現在，根釧原野には， 340種以上の鳥類が確認され(高田

2000)， 400種以上の草花が確認されている(フィールドガイ

ド根室制作委員会 1976;粟野・粟野 1994)。これらの野生生

物比根釧原野独特の景観を創り出す担い手となっている。

一方，根釧地方は明治以来，開拓の歴史を持ち，現在では

日本有数の草地酪農地帯となっている。

明治 30年代の殖民地区画解放によって本格的な開拓民の

移住と開柘が始まり，雑穀，馬鈴薯，甜菜の生産が行われた。

しかし，昭和 6-7年の大冷害により畑作は壊滅的な打撃を受

け，草地酪農地帯への転換が模索された(出宮 2007)。

第二次世界大戦後の昭和 20年代より，パイロットファー

ム計画，それに続く昭和 40年代からの新酪農村開発事業，構

* koezo@smile.odn.ne.jp 

造改善事業が実施された。これらの事業により，現在根室地

方は酪農戸数約 1，500戸，乳牛調主主頭数約 169，000頭，年間乳

生産量 732，000tの一大車地酪農地帯となっている(北海道

農政事務所 2007)。

しかしながら，特に第二次世界大戦後の草地開発事業によ

り，根釧地方の森林・原野・湿原は縮小の一途をたどり，現

在では，沿岸部の防霧林を除けば，草地の辺縁部や汚)[1周辺

に残存する形となった。草地開発は，自然環境や水産業に少

なからぬ影響を与えてきたとされる(油津 2001;山田・中村

2003)。
この報告では，特に戦後の酪農開発が根錦地方の植生，河

川，水産業，野生生物(鳥類)にどのような影響を与えてい

るか実態を把握するO その実態を踏まえ，問題点を整浬し，

酪農と告然環境・水産業との共存の道筋を明らかにする。

材料と方法

1. 根釧地方の酪農開発と植生の変化

植生の変化を把援するために，明治期弱拓以前の植生と，

現在の様生を比較することとした。比較する地域としては，

1911年頃の明治開拓期の殖民地誌滋である「卜ウポロ原野J，

「チライワッタワ原野j，['モサ原野」とした。それぞれの原野

のおおよその位置は，函 lに示した。

明治期の開拓以前の植生を把援するために， I北海道殖民

地撰定報文j(中標津町 1981)の記録を使用した。

現在の植生を把援するために，都道府県別メッシュマップ

01北海道⑦(環境庁自然保護局計画課自然環境調査室 1997)

に対応した衛星写真を準備した。市販の衛星写葵「ランド撮

図j(写真化学 1999)から 2次メッシュと同じ大きさに切り

取った写真に， 3次メッシュと同じ網(100マス)を被せた。

「トウポロ原野j，['チライワッタリ原野jおよび「モサ原野j
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図1. rモサ原野j，rチライワッタリ原野j，rトウポロ原野」と=主要な河川の位置.

護警は河川調査地点を， 0は鳥類誠査地点を，黒線部は主要な河川の位畿を， グレ一部は

「モサE吉野j，rチライワッタリ原野」および「トウポロ原野」の範闘を示す.

に対応する 3次メッシュを全て抽出し 3次メッシュ lマス

毎に，台地上の林地，河畔林，湿原・水辺，主主地の割合を目

測で計測し，それぞれの原野全ての 3次メッシュの値を平均

したものを台地上の林地率(%)，河畔林率(%)，湿原・水

辺率(%)，草地率(%)とした。

3次メッシュ 1マスは約 92haであることから，台地上の林

地率，河畔林率，湿原・水辺率，草地率に 92を乗じたものを

3次メッシュ 1マスの台地上の林地面積 (ha)，河畔林面積

(ha)，湖東・水辺面積 (ha)，草地面積 (ha) とした。そし

て，それぞれの原野全ての 3次メッシュの値を合計した。

2. 根釧地方の酪農開発と野生生物・特に鳥類への影響

2000年から 2006年にかけて， 沿岸部を除く根郵|闘方各地

延べ 70カ所において，ポイントカウント法(日野 2002)で鳥

類の種類と出現数を計測した。各年の調査時期は 4-7月であ

り，各地点の延べ調査回数は平均 2回である O 種類と出現数

の確認は，目視および鳴き声で確認した。

70カ所の調査ポイントを，台地上の林地，河畔林，湿原・

水辺，草地それぞれに分類し，それぞれで確認された出現数

と種類を集計した。各種の出現数を出現数の合計で除し，出

現頻度とした。その後，確認された種類を森林穣，林縁種，

湿原・水辺種，草地種に分類し(日本鳥学会 2000)，台地上の

林地，河畔林，湿原・水辺，草地それぞれで，出現頻度を森

林稽，林縁種，湿原・水辺穫，草地種ごとに合計した。

3. 根割11地方の酪農開発と水系への影響

2003年 5-10月にかけて，根室地方の謹士郎JlI，標津JlI，当

i提川，春汚Ij川，語別川の 5河JI138カ所の水質を調査した。調

査した 5河川のおおよその位震は図 lに示した。調査地点に

よって採水時恕は異なるが，平7J<.H寺，調査期間中に 2回から

3回採水した。 l回自の採水は 5-6月， 2屈自の採水は 7…8

月， 3由自の採水は 9-10月に実施した。採水後直ちに水温を

測定し， pH試験紙で pHを， ECメータで電気伝導慶(以下

EC)を測定した。まにノfックテスト (WAK-COD，共立科学

研究所)で化学的酸素要求量(以下 COD)を測定し， RQフ

レックス (Merck社)で硝酸態窒素を測定した(小倉 1992)。

硬震は EDTA滴定法により測定した(小倉 1992)。これらの

測定値から，調査地点ごとの調査期間平均値と調査期間最大

値を算出した。

各調査地点より上流の集水域森林率(%)，集水域森林面積

(ha)，集水域j可畔林幅 (m)を測定するために，都道府県別

メッシュマップ 01北海道⑦(環境庁自然保護局計画課自然

環境調査室 1997)に対応した衛農写真を準備した。市販の衛

星写真「ランド撮図J(写真化学 1999)から 2次メッシュと閉

じ大きさに切り取った写真に， 3次メッシュと詞じ網(100マ

ス)を被せた。各調査地点よりよ流の集水域に対応する 3次

メッシュを全て抽出し 3次メッシュ lマスごとに森林，湿

原・水辺の割合を巴測で， y可畔林幅をディパイダで計測し，

それぞれの謂査地点、全ての 3次メッシュの値を平均したもの

を集水域森林率(%)，集7J<.t.或汚畔林幅 (m)とした。 3次メッ

シュ lマスは約 92haであることから，集7Jく域森林率に 92

を乗じたものを 3次メッシュ lマスの集水域森林面積 (ha)

とした。そして，それぞれの調査地点より上流の集水域に対

応する全ての 3次メッシュの値を合計した。

結果と考察

1. 根鋭l地方の酪農開発と植生の変化

明治関拓期に設定された嫡民地臣蔵である fトウポロ原

野J，rチライワッタリ原野」および「モサ原野Jは，現在の

別海町北部から中標津町，様津町である(鴎 1)。河川に対し
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て横断的に見た場合のこれらの原野の基本地形は「湿原・汚

川河畔林台地上の林地…河畔林一湿原・河川IJとなってお

り，河畔林から河川iにかけて段丘状になっている(佐々木ら

1979 ;北海道立地下資源調査所 1980;環境庁自然保護局計画

課自然環境調査室 1997)。台地上の林地はカシワ，ミズナラ，

シラカンパを主体とし，河畔林はヤチダモ，ニレ，ハンノキ

を主体とする(フィールドガイド根室制作委員会 1976;中標

津町 1981;粟野・粟野 1994)。

以下に，それぞれの原野の概要を述べる。

「トウポロ原野」は，北を当幌)11，南を春日り)11，東を根室海

峡，西を銭11路支庁との支庁界に閤まれた範囲とし，面積は

23，901-25，981 ha (表1)である。

「チライワッタリ原野」は，北を標津岳山麓，南を当幌)11，

東を俣落JII，西を釧路支庁との支庁界，に固まれた範囲とし，

面積は 12，372-19，881ha (表1)である。

「モサ原野」は，北を伊茶似)11と忠類JlIの中間線付近及び武

佐岳山麓，南及び起を武佐)11と標津)11，東を根室海|挟に屈ま

れた範閤とし，面積は 14，146-17，857ha (表 1)であるO

三つの原野全てで， [""北海道殖民地撰定報文J(中標津町

1981)に比べ今回計謝した面積債は大きくなっているが，こ

の原因として， [""山麓Jの定義が媛妹なためと考えられる。今

回は，草地化されている範囲までを山麓としたが， [""北海道殖

民地撰定報文J(中標津町 1981)では，より狭い範聞に限定し

た可能性がある。

三つの原野の植生の変化として，殖民地区画解放前は台地

上の林地率が 70.9-84.1%と最も高い割合を示しているが，現

在では 14.0-21.6%と大幅に減少し，草地率が 61.9-73.2%と

なっている(表 2)。一方汚畔林E容は大きな変化は見られない。

これは，開発を行いやすい平坦な台地が農地へと開搭され，

開発が難しい段丘斜匡の河畔林が残存したためと考えられ，

梓川に対して横断的に見た場合の現在の土地科用形態は，

「湿原・河)1ト河畔林一草地(台地上)一河畔林一湿原・河JlIJと

なっている O

2. 根割11地方の酪農開発が野鳥に及ぼす影響

台地上の森林が減少し，草地化が進んだことにより，野生

生物，特に鳥類にどのような影響があるかを以下に検討す

る。

今回確認された鳥種を表3に示した。確認種数は，台地上

の林地で 32種，持容f林で 47種，湿原・水辺で 19種，草地で

35種であった(表 4)。河畔林帯は，当該地域の脊椎動物穣の

70-90%が利用するとされ(出部・中村 2003)，今屈の調査で

も河畔林の確認鳥穫は最も多く，河畔林の重要性が示唆され

た。また，河畔林泰は，三つの原野全てにおいて変化が小さ

いことから，殖民地区爾解放前(1911年以諮)と現在 (2000-

2006年)とを比較すると，確認鳥種自体は大きな変化がない

と推定される。

一方，台地上の林地や河畔林では，森林種の出現頻度が

50.5…56.5%と最も多いのに対し，草地では草原種の出現頻度

表1. 殖民地区画解放前と現在の fトウポロ原聖子J，Iチライワッタリ原野」および「モサ

原野Jの台地上の林地面積，河畔林面積，湿原・水辺面積および草地面積.

台地上の林地 河罰'J'.林 混原・ 7}く辺 主主地

(ha) 

殖民地区画解放前(1911年〕

トウポロ原野 18，773 5.128 。 。
チライワッタリ原野 8，775 628 218 2，751 

モサ原野 11，895 160 1，572 519 

現在(1997，1999年)

トウポロ原野 3，663 5，213 920 16，185 

チライワッタ 1)/奈里子 3，086 2，240 5 14，550 

モサ原野 3，852 2，648 184 11，173 

表 2. 殖民地区題解放前と現在の「トウポロ原野J，Iチライワッタワ原野Jおよび「モサ

原野jの台池上のt*地率，河畔林率，湿原・水辺率および主主地率.

台地上の林地 河畔林 湿際・7)<.辺 草地

(%) 

殖民地区画解放前(1911年)

トウポロ原野 78.5 21. 5 0.0 0.0 

チライワッタ 1)原野 70.9 5.1 1.8 22.2 

モサ原野 84.1 1.1 11. 1 3.7 

現tE(1997， 1999年)

トウポロ原野 14.0 20.0 3.5 61. 9 

チライワッタ 1)原野 15.5 11. 3 0.0 73.2 

モサ原野 21.6 14.8 1.0 62.6 
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表 3. 台地上の林地，河畔林，湿原・71<辺および草地で篠認された烏穣

台地上の林地

森林穣

河畔宇~ 湿原・水辺

キクイタダキ センダイムシクイ コノレリ センタ府イムシクイ

キジバト ヱソザムシクイ ハリオアマ Yパメ エソムシクイ

キピタキ キジバト ヒガラ ツツド 1)

ツツドリ ミソサザイ アオノミト

ハリオアマツパメ コジュウカラ アカノ¥ラ

ミソサ→ザイ シジュウカラ コガラ

ツツドリ ヤブサメ

コゲラ キパシ 1)

アカケ"ラ クロジ

キビタキ ノ、シブト力。ラ

ウグイス アオジ ヒヨドリ アオジ

ヒヨドリ ウグイス アリスイ ウクーイス

ベニマシコ ノ¥シフトガラス ニュウナイスズメ ベニマシコ

力y コウ ベニマシコ

センタイムシクイ

ヒガラ

アカゲラ

コガラ

ゴジュウカラ
ノ¥シブトカ的ラ

エナガ

コノレリ

シジュウカラ

ヱゾムシクイ

材縁宅重

アオジ
ノ、シボソ力。ラス

ハシブトガラス

アオサギ

タンチョウ

オシドリ

オナガガモ

草地

キジバト オオノレリ

センターイムシクイ キビタキ

シジュウカラ ハリオアマツバメ

ツツドリ

ハシフトガラ

エゾムシクイ

力ケス

ゴジュウカラ

ヒガラ

アカゲラ

ハシブトガラス ベニマシコ

アオジ カy コウ

ハシボソガラス ヒヨドリ

ウグイス

コ力的モ アオサギ

セグロカモメ

ハクチョウ

ショウドウツノミメ ノ、クセキレイ

トビ エゾセンニュウ

ス:7:.'メ ノゴマ
ヒノてリ オオジュリン

カワラヒワ シマセンニュウ

ノビタキ どンスゃイ

オオジシギ ムクドリ

アオサギ

湿原・水辺種

アオサギ

オジ口ワシ

カワアイサ

ササゴイ

セグロカモメ

ヒドリガモ

マガモ

マガモ

主主原穏

トピ ムクドリ

オオジシギ

トど オオジシギ

エゾセンニュウ コヨシキリ

ハクセキレイ スズメ

ムクドリ ノピタキ

カワラヒワ ビンスイ

ショウドウツノてメ

ノコマ

カワラヒワ
ショウドウツノミメ

スズメ

ノビタキ

ビンズイ

オオジシギ

ヒノミサ

トビ

シマセンニュウ

ノビタキ

鳥種の掲載/llilは出現数の多いJII員とした.

ノ¥クセキレイ

表 4 台地上の林地，河畔林，根原・71<辺および草地で確認

された鳥穏数と，森林穣，林縁種，湿原・71<辺種，草

原種の出現頻度.

確認された烏穣数

上
地
一

地
林
一
幻

ム
口
の
一

35 

根原・
71<辺河野of* 窮地

47 19 

(%) 

出現頻度

森林種 56.5 50.5 13.6 20.2 

林縁種 27.5 26.3 27.3 34.2 

湿原・水辺種 2.9 5.1 29.5 2.6 

草原種 13.0 18.6 29.5 43.0 

が 43.0%と最も多くなった(表 4)。このことは，台地上の林

地が草地化(表 2) したことにより，森林種の伺体数が減少

し草原種の{副本数は増加したと推定される(藤巻 1980，

1984， 1989， 1994;藤岡・吉田 2002)。

また，林縁穫の出現頻度は台地上の林地 27.5%，河畔林

26.3%，湿原・水辺 27.3%，草地 34.2%と，草地がやや多く

なっている(表 4)。このことは，林縁穣の偲体数は，草地化

によって減少するのではなく，逆にやや増加したと捻定され

る(藤巻 1980，1984， 1989， 1994;藤岡・吉田 2002)。

これらのことから，台地上の林地の草地化によって，森林

I震であるセンダイムシクイ，エゾムシクイ， ヒガラなどのカ

ラ類，アカゲラなどのキツツキ類，キビタキ， コルリなどの

個体数減少，林縁種であるアオジ， ウグイス，ベニマシコ，

草原穏であるヒバリ， ノビタキ，エゾセンニュウ， ノコーマな

どの個体数増加を招いたと推定される。実際に，鳥類標識調

査でもアオジは圧倒的に多く捕獲・放鳥されている(阿部ら

2006)。アオジやウグイス，ノビタキは，草地の中心部ではな

く，草地の周辺部のササ薮や潅木に多く観察され(藤巻 1980，

1984， 1989， 1994;阿部ら 2006)，草地周辺に僅かに残存する

原野的植生はこれら草原種・林縁種の繁殖に有効ではない

かと推定される(藤巻 1980，1984， 1989， 1994; W岸・樋口

2002)。

3. 根鋭i地方の酪農開発と水系・水産業への影響

根釧地方の酪農・草地開発による森林のi成少が，河川|と水

産業に与える影響について以下に検許する。

集水域森林率(%)の平均は，源流部が山岳地帯であり酪

農地帯をほとんど流れない陸士別JIIは85.0%，源流部が山岳

地帯であるが中下流域は酪農地帯である標津JlIは53.8%，源

流部から下流域までほぼ酪農地帯である当幌JII，春日IjJII，語

別JIIは 30.0%以下となった(表 5)。同様に，集水域河畔林幅

の平均は，源流部が出岳地帯であり酪農地帯をほとんど流れ

ない陸士別JlIは 1，500m，源流部が山岳地帯であるが中下流

域は酪農地帯である標津JIIは 484m，源流部から下流域まで
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ほぼ酪農地帯である当幌JII，春日リJII，西別JIIは 300m以下と

なった(表 5)。陸土日IjJlIや標津JIIの硝酸態窒素濃度の平均は

0.2-0.4 mg/Lに対し，当幌市・春別JII・西剖JIIの硝酸態窒素

濃度の平均は 0.3-0.9mg/Lであった(表 6)。これらのこと

から，集水域森林率や集水域河畔林幅の低下は，河川水質に

何らかの影響を与えていることが示唆された。

そこで， 集水域森林率および集水域河畔林幅と水混， EC， 

硝酸態窒素濃度， CODおよび硬度の関係を以下に検討する。

調査期間中の平均水温は，集水域森林率とは明確な関係が

見られなかった(図 2)。しかし，集水域汚畔林幅が減少する

表 5 調査対象河川の集水域森林率の平均，集水域森林面積

の合計および集水域河畔林幅の平均.

陸士別JlI襟津川当i隠川春別川羽'ijIJ川

集平水均域(森%林)率の 85.0 53.8 29.4 27.6 27.7 

集の水合域計森(林ha面)積 3，832 36，852 4，387 3，809 12，392 

集の平*-均域河(1畔n)林I~話 1，500 484 292 228 217 

と，明らかに上昇する傾向が見られた(図 3)。河畔林の樹冠

によって河川水面が覆われていないと水温は上昇し，河川生

態系に大きな影響を与えるとされている(山田・中村 2003)。

図 3によると約 8害IJの地点で 5-10月の平均水温が 10
0
Cを越

えている O サケマス類は，夏期 10
0C以下の水温を好むとされ

ており(山田・中村 2003;宮腰ら 2006)， これらへの影響は

少なくないと推定される。

ECは，集水域森林率および集水域河畔林幅のいずれの減

少でも直線的に増加した(閣 4-5)0ECは水中の無機イオン

の総量を現す指標(小倉 1992)であることから，集水域森林

率および集水域持活半林幅の減少によって，何らかの無機イオ

ンが増加していている可能性が示唆された。河川水の ECの

増加によって，河川水の時酸態窒素が増加する傾向が見られ

たことから(図的，河川水中に増加した無機イオンのーっと

して硝酸態窒素が考えられる。

集水域森林ネの低下は草地面積の拡大を伴うことから，無

機イオンの増加は草地化との関連が推定される(山町・中村

2003)。翠池に数布されるものとして，化学把料や堆厩肥，ス

ラリー，震がある。これらに含まれる様々な形態の窒素の一

部は，土壌中の硝化細菌によって硝酸態窒素へと変化し，植

表 6. 調査対象河川!の水温， pH， EC， COD，硝酸態主主索および硬度.

陸士別川 標津川 3燦川 春日IJ川 問自IJ川

延べ調査関数 4 44 13 12 26 

水温 CC) 11.2土1.5 11.7士3.6 12.1士2.5 12.2ごと2.2 12.2土2.8

pH 5.4士0.4 6.0ごと0.4 6.0ごと0.6 5.9土0.6 5.6土0.5

EC (mS/cm) 0.10ごと0.03 0.10土0.03 0.16土0.03 0.17土0.02 0.15ごと0.03

COD (Omg/L) 3.8土2.5 4.4土3.8 4.4土3.5 4.1:t2.0 6.2こと2.2

E自費量態窒素 (mg/L) 0.4土0.4 0.2土0.4 0.7土0.9 0.9ゴ二1.0 0.3土0.5

硬度 (CaC03mg/L) 4.5:t3.3 6.0土5.2 8.3二七7.3 4.8土4.2

数値は，平均二と標準偏差を示す.
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る傾向がみられた(図 9-10)。これらのことから，化学肥料，

堆厩肥あるいはスラリーなどによって草地に供給された無機

イオンのうち，植物に吸収されなかったもの，土壌に吸着さ

れない，あるいは土壌に吸着しきれないものが，流出してい

る可能性が示唆された。また，水中の有機物含量の指標であ

るCOD(小倉 1992)と集水域森林率および集水域河畔林幅

との関係を検討したところ，いずれも有意な関係は認められ

なかったが，集水域汚畔林幅が増加すると， CODの高い調査

第 55巻

物に吸収されるか土壌に吸着されないものは流出する(藤原

ら1996;小)112000)。また，植物が吸収する量より過剰な窒

素以外の無機イオンも流出する(藤原ら 1996;小川 2000)。

今回の調査においても，集水域森林率および集水域河畔林幅

のいずれの減少でも，硝酸態窒素の増加が認められた(図 7-

8)。また，有意な関係は認められなかったが，集水域森林率

あるいは河畔林揺が減少すると，水中のカルシウムイオンと

マグネシウムイオンの総量である硬度(小倉 1992)が高くな
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図 4
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地点は見られなくなった(図 11-12)。

以上のことから，集水域森林率および集水域汚畔林幅の減

少(草地酉積の増加)は，河川水温を上昇させ，河川水質を

全般的に悪化させることが示唆された。

4. 酪農と自然環境・水産業との共存への議論

開拓か酪農振興による草地開発により，根鎧11地方の森林率

は抵下し，森林性鳥類の減少を招いたと考えられる。また，

森林率や河畔林幅の減少は，草地に散布される培厩肥や化学

肥料に起因すると考えられる硝酸態窒素等の無機イオンが河

川!に容易に流入する結果を招き，河川水質が悪化したと考え

られた。これらのことから，開拓や酪農掻興による草地開発

は，自然環境や水産業に少なからず影響を与えていると考え

られる。
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が，今回の調査によって得られた情報から，酪農と自然環

境・水産業との共存，特に河川水質改善への方向性を以下に

検討する。

水産 3種の水質基準は総窒素で 1mg/L以下， CODで 5

Omg/L以下(半谷・小倉 1995)とされているO 今回の窒素の

測定項目は硝酸態窒素であるが，図 7によると集水域森林率

がおおむね 30%以下，また陸 8によると集水域河畔林幅の

平均がおおむね 500m以下となると，硝酸態窒素が 1mg/L 

40 60 

集水域森林率(出)

図 7. 築水域森林率(%)と河川水の硝酸態窒素 (mg/L)の関係.

@は各調査ま地点の調査期間中の最大値を示す. r=-0.528， n=38， P<0.05 

陵線は回帰式 y= -0.01416x + 1.6649 
。は各調査地点の調資期間中の平均値を示す. r=-0.476， n=38， P<0.05. 

点線は回帰式 y = -0.00635x + 0加 03
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以上となる地点が多く見られた。また，図 12によると集水域

河畔林幅の平均がおおむね 900m以下となると， CODが 5

Omg/L以上となる地点が多く見られた。これらのことから，

水産 3種の基準を満たすためには集水域森林率で 30%以上，

集水域河畔林幅で 500-900m以上は必要と推定される。

しかしながら，酪農地帯に存在する標津川，酉別JlI，春別

川および西55IJ川の森林率は平均27.6…53.8%，河畔林幅は 217-

484mであり(表 5)，特に河畔林幅は水産 3種の水質基準を
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達成するためには不足すると考えられる。このため，汚畔林

を復元することが，河川水質改善のために有効であると考え

られる。

河m半林帯を復元するにためには，河畔林植生・土壌と汚)11

水質との関連を明らかにし，植栽格i種の選定を行わなければ

ならないと考えられ，このことは今後の検討課題である。ま

た，今回の調査地点は本流と流量の比較的多い支流を調査地

としている。酪農地帯を源流域とする汚)11では，草地内の

明渠を源流としている例が多い(環境庁自然保護局計画課自

然環境調査室 1997)ことから，これらの小さな支流における

河畔林と水質の関係も今後の検討課題である。

現実問題として，河畔林の復元，特に草地内明渠における

河畔林の復元は，直ちに草地面積の減少を招き，自各農経営に

とって極飼料基盤が脆弱化する事を意味する。このため，河

川水質の改善に河畔林の復元は有効であるが，これのみに求

めるのは現実的ではないと考えられる。

草地の側面から河川水賀を検討すると，河)11水質が悪化し

ていることは，主主地から硝駿態窒素等の無機イオンが流出し

ていることを意味する。これは，車地に散布される肥料，堆

競肥あるいはスラリー等に含まれる硝酸態窒素等の無機イオ

ンが牧草に全て吸収されない，つまり施肥効薬が患いことを

意味し(小)112000)，草地管理コストが増加していると考え
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られる。逆に，河川水質が良好であることは，環境への負荷

が少ないと同時に，車地に散布される栄養塩類が無駄になっ

ていないことを意味する(小川 2000)。このことは環境負荷

の軽減と車地管理コストの減少は両立すると考えられ，酪農

経営的な側誼からも意味のあることであると考えられる(荒

木 1992a，1992b， 1992c;三友 2000)。

現実に環境負荷を軽減しつつ高い所得率を実現している酪

農経営は，根愈11地方に存在する(荒木 1992a，1992b， 1992c; 

2000 ;佐々木 2002)。根鍔iI地方において低投入持続型諮

農の先駆である三友農場放牧地の明渠では，周辺に河畔林が

存在しないにも関わらずE青酸態窒素 0.46mg/Lと，少なくと

も窒素において水産 3穫の水質基準を下回る億が報告されて

いる(佐々木 2002)。このことから，低投入持続型車地管理法

の導入によって，河川水質の改善の可能性があると考えられ

る。

しかしながら，低投入持続型車地管理法の草地生産性，環

境負荷，生産技術についての情報は不足しており，その実態

解明と技術の篠立が今後の課題と考えられる(佐々木 2002)。

以上のことから，汚JlI水質維持と森林性鳥類保全のために

河畔林の復元が有効であると考えられると同時に，草地の窒

素を始めとした栄養塩類の利用効率を高め，箪地外への流出

を抑制する必要があること，その方法として低投入持続型車
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i也管理法の構築が有効ではないかと考えられる。
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