
統計資料等を用いて整理した北海道における

土壌侵食因子の地域性について

今井　啓＊　石渡　輝夫＊＊

１．はじめに

　土壌侵食、特に水食は雨水や融雪水によって表土が
移動するものであり、農耕地の地力低下だけでなく、
堆積土砂による災害や水系環境の汚染をもたらす。こ
のため、世界的に土壌侵食は土壌劣悪化の最大要因の
ひとつとされており、北海道でも地域によっては、降
雨時や融雪時に土壌侵食の発生が散見される。土壌侵
食は多くの場合、裸地状態で発生するため、原野状態
や湛水状態の水田では発生しない。また、土壌侵食の
程度は降雨量、土壌の種類、傾斜や斜面長、あるいは
作物によっても異なる。このため、土壌侵食対策は要
因別に検討することが不可欠である。
　本稿で検討したUSLE（Universal Soil Loss Equation, 
Wishmeier and Smith, 1978）は、アメリカで数多く設
置されたUSLE 標準試験区での土壌流亡量を数十年
間にわたって実測した観測データを基に開発された経
験モデル式である。USLEで対象になっているのは、
圃場内で発生するリル侵食と面状侵食によって年単位
で流亡する損失土量であり、基本的に、on-farm の問
題を対象としたモデルである１）。
　ところで、侵食要因の広域的な強度を概観すること
は広域的な土壌保全対策の検討に重要である。このた
め、上村ら１）は、広域土壌侵食量におけるUSLE 適
用上の問題点を整理し、対応策を示している。さらに、
小川ら２）は、上村らの成果を基に、茨城県を対象に
広域的なUSLE の各侵食要因係数を算出し、そこで
の農地保全管理による土壌流亡の抑制効果を示してい
る。そこで、北海道の広域的な土壌保全対策に資する
ため、土壌侵食を要因別に解析する土壌流亡予測式
（USLE）を用いて、地域別の侵食特性の解析を既存
の入手し易い資料を利用し、USLEの要因毎の地域性
を明らかにした。

２．方法

　土壌侵食量は米国農務省で開発されたUSLE を用
いて土壌侵食量を推定するのが一般的であり、下式で
表される。本稿では解析のための資料を収集できたR、
K、L･S及びCについて北海道内の特性の整理をした。
　　　E＝ R× K× C× L ･ S × P
　　E：年間 ha 当り土壌侵食量　（t/ha）
　　R：降雨係数。降雨の侵食エネルギー（tf･m2/ha･h）
　　K：土壌係数。土壌の流れ易さ　（h/m2）
L ･ S：地形係数。地形勾配･リルの発生程度に対応
　　C：作物係数。作物の種類に対応
　　P：保全管理係数。テラスなど保全措置に対応
１）　R：降雨係数（降雨の侵食エネルギー）

　文献３）では各都府県でほぼ１地点、北海道では７
地点の降雨係数が示されている。都府県については、
その降雨係数をその都府県の降雨係数とした。但し、
降雨係数の表示地点がない東京都と大阪府については
隣接する埼玉県と岡山県の値を引用した。北海道につ
いては、降雨係数が表示されている７地点についての
降雨係数をその属する支庁の降雨係数とし、表示のな
い地域の値は隣接する支庁の値を降雨係数とした。ま
た、融雪・融凍期の補正を、文献３）に基づき、根雪
月の降水量（12月～３（４月））に0.06を乗じた値を
加算した。
　このように算出した降雨係数を各地域の耕地面積で
加重平均し、全国及び北海道の平均値を算出した。さ
らに、北海道の各市町村の降雨係数については、上記
で算出した降雨係数とアメダスから引用した年降水量
の相関式（図－１）を求め、その式に各市町村の降水
量を代入し、降雨係数を算出した。降水量のデータの
ない市町村については、隣接している市町村のデータ
を用いた。

技術資料
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２）　K：土壌係数（土壌の流れ易さ）

　日本の各種土壌に対する土壌係数は文献４）で整理
されている（表－１）。各土壌の土壌係数と全国及び
北海道地域別の土壌類型別面積５、６）との加重平均によ
り、全国及び北海道地域別の全耕地、水田、普通畑、
樹園地の土壌係数を求めた。
３）　C：作物係数（作物の種類に対応）

　作物係数は表－２のように文献３）に整理されてい
る。全国、北海道及び各支庁･市町村別の主要畑作物
の作付面積は、文献７）、８）、９）、10）で整理されている。

表－２の作物係数（作物係数が不明な作物については
耕起管理や作物生育パターンが酷似した作物の作物係
数を使用した。なお、水稲の作物係数を０とした）を、y = 2E‑05x 2.2286

R2 = 0.6863
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図－１　降雨係数と降水量の相関関係

作物 作物係数 作物 作物係数

牧草 0.02 カボチャ 0.3
ブドウ　(果樹) 0.1 スイカ 0.3

ワラ、乾燥マルチ 0.1 マクワウリ 0.3
エンバク 0.1 バレイショ 0.3
コムギ 0.2 トウガラシ 0.3

砂糖キビ 0.2 トマト 0.3
陸稲 0.3 ピ－ナッツ 0.3

キャベツ 0.3 カンショ 0.3
ブロッコリー 0.3 除虫菊 0.3
ハクサイ 0.3 ソバ 0.3
レタス 0.3 ゴマ 0.3

トウモロコシ 0.4 ダイズ 0.4
ワタ 0.4 パインナップル 0.4

ダイコン 0.4 ネギ 0.5
ホウレンソウ 0.4 タマネギ 0.5
テンサイ 0.4 ラッキョウ 0.5
ゴボウ 0.4 エンドウ 0.5
ニンジン 0.4 インゲン 0.5
セロリ 0.4 アズキ 0.5
ナス 0.4 ナガイモ 0.5

ピーマン 0.4 アスパラガス 0.6
ソラマメ 0.4 タバコ 0.6

記号 土壌群名 土壌統群名 記号 土壌群名 土壌統群名 記号 土壌群名 土壌統群名

01A 岩屑土 08A グライ台地土 細粒 0.043 13A      灰色低地土 細粒、灰色系 0.049
02A 砂丘未熟土 0.019 08B 中粗粒 0.024 13B 中粗粒、灰色系 0.05
03A 厚層多腐植質 0.001 08C 礫質 13C 礫質、灰色系 0.046
03B 厚層腐植質 0.013 09A 赤色土 細粒 0.029 13D 細粒、灰褐系 0.045
03C 表層多腐植質 0.001 09B 中粗粒 13E 中粗粒、灰褐系 0.047
03D 表層腐植質 0.011 09C 礫質 0.049 13F 礫質、灰褐系 0.043
03E 淡色 0.032 10A 黄色土 細粒 0.038 13G 細粒、下層黒ボク 0.038
04A 厚層多腐植質 0.012 10B 中粗粒 0.033 13H 中粗粒、下層有機質 0.036
04B 厚層腐植質 0.019 10C 礫質 0.033 13I 礫質、斑紋なし 0.071
04C 表層多腐植質 0.012 10D 細粒、斑紋有り 0.042 14A グライ土 細粒強グライ土 0.039
04D 表層腐植質 0.025 10E 中粗粒、斑紋有り 0.029 14B 中粗粒強グライ土 0.047
04E 淡色 0.037 10F 礫質、斑紋有り 0.044 14C 礫質強グライ土 0.044
05A 多腐植質 11A 細粒 0.026 14D 細粒 0.041
05B 腐植質 0.042 11B 礫質 14E 中粗粒 0.048
05C 淡色 12A 細粒、斑紋無し 0.05 14F 下層黒ボク

06A 細粒 0.028 12B 中粗粒、斑紋無し 0.059 14G 下層有機質 0.036
06B 中粗粒 0.033 12C      礫質、斑紋無し 0.048 15A 黒泥土 0.03
06C 礫質 0.024 12D 細粒、斑紋有り 0.051 16A 泥炭土 0.019
07A 細粒 0.04 12E 中粗粒、斑紋有り 0.052
07B 中粗粒 0.04 12F 礫質、斑紋有り 0.048
07C 礫質 0.042
07D 石灰質

土壌類型
土壌係数

土壌類型
土壌係数

土壌類型
土壌係数

黒ボク土

多湿黒ボク土

黒ボクグライ土

褐色森林土

灰色台地土

暗赤色土

褐色低地土

表－２　各種作物の作物係数

表－１　土壌別の土壌係数
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作付面積で加重平均し、全国、北海道の平均作物係数
を算出した。
４）　L ･ S：地形係数（地形勾配・リルの発生程度に

　　　　　 対応）

地形係数はUSLE で下式のように算出され、斜面長
（m）や勾配（°）が大きいほど大きくなる。
LS=（I/20.0）0.5（68.19sin2θ +4.75sin θ +0.068）
   I : 斜面長（m）
　θ: 勾配（°）
　耕地の傾斜別面積について文献11）に０～８°、８
～ 15°、15°以上で整理されている。そこで、便宜
的に勾配８°未満は４°、８～ 15°を11.5°、15°以
上を20°、斜面長は基本斜面長20mとして上式に代
入し、地形係数を求めた。この係数を地域の傾斜別面
積で加重平均し、全国及び北海道地域別の畑合計、普
通畑、牧草地、樹園地の地形係数（便宜的な係数のた
め、以下、暫定地形係数とする）を求めた。

３．調査結果

１）R：降雨係数　　
　北海道の市町村別の降雨係数を図－２に示した。北
海道平均は91.2で、全国平均の250.4より小さい。降雨
係数が250以上の市町村は、登別町、白老町、広尾町で、
100未満は、網走支庁に集中していた。
　北海道の場合、春先に発生する低気圧によって、局
地的に多量の降雪をもたらすことがある。春先の積雪
は一気に融けるため、｢災害型 ｣の農地侵食が発生す
ることもまれではない。長沢ら12、13、14）は、土壌凍結
状態と非凍結状態での土壌浸透能が大きく異なるた
め、融雪換算係数も異なることを示し、この点も考慮
した降雨係数の算出の必要性を指摘している。辻ら
15）は、北向き斜面と南向き斜面での融解速度が異な
ることから降雨係数は後者で数倍大きいことを明らか
にしている。したがって、降雨係数に関しては、土壌
凍結融解の影響を考慮した展開が必要である。なお、
降雨係数 Rを算出するためにUSLE では最大30分間
降雨強度を使用しているが、本稿が引用している文献
３）では最大60分間降雨強度を使用している。文献１、２）

によると、最大30分間強度を利用したデータがUSLE
に忠実な R値であり、本稿採用の最大60分間強度デ
ータより概ね1.5 ～ 1.7倍程度降雨係数が大きくなって
いる。

２）Ｋ：土壌係数

　北海道の市町村別の全耕地、水田、普通、樹園地の
土壌係数を図３～６に示した。全耕地の土壌係数は全
国で0.035、北海道では0.031である。土壌係数が0.04
以上や0.02未満の市町村は各地に点在しているが、地
域別に見ると留萌、上川、網走の北部で0.04以上の高
い地域が多く、釧路･根室地域で0.02未満の低い地域
が多い。
　水田の土壌係数は全国で0.041、北海道では0.040で
ある。道内では、十勝・石狩地域を除き0.04 ～ 0.05で
大きい。
　普通畑の土壌係数は全国で0.025、北海道では0.028
である。道内では、概ね道北で0.03 ～ 0.04、道央･道
南で0.02 ～ 0.03、道東で0.02未満である。
　樹園地の土壌係数は全国で0.031、北海道で0.036で
あった。

降雨係数
以上～未満

～ 100
100 ～ 150
150 ～ 200
200 ～ 250
250 ～

稚内市

網走市

函館市

室蘭市

帯広市

札幌市

旭川市

平均値

全国 250.4

北海道 91.2

○地名は文献1）で降雨係

数が示されている地点

図－２　降雨係数の地域性

図－３　土壌係数の地域性（全耕地）

土壌係数
以上～未満
該当なし

0.02～0.03
0.03～0.04
0.04～0.05

平均値

全国 0.035

北海道 0.031

～0.02

42 寒地土木研究所月報　№640　2006年９月



３）Ｃ：作物係数

　北海道の市町村別の作物係数を図－７に示した。全
国の作物係数は0.12、北海道は0.13で大差はない。道
内では、豆類や野菜の栽培面積割合が高い後志・網走・
十勝・上川地域で0.20以上の高い市町村が多く、牧草

面積割合の高い宗谷･釧路･根室地域で0.05未満の低い
市町村が多い。なお、長沢ら16）は秋まき小麦収穫後
の耕起の有無が土壌侵食に大きく影響することを明ら
かにしており、これらの点も作物係数の地域性を把握
する際に重要な事項である。

４）L・S：暫定地形係数

　北海道の市町村別の畑合計、普通畑、牧草地、樹園
地の暫定地形係数を図８～ 11に示した。畑合計の暫
定地形係数は全国で2.80、北海道で1.19であった。道
内では、急傾斜地の多い上川で1.50以上の市町村が多
く、平坦な土地が多い釧路・根室・宗谷・石狩・留萌・
胆振では1.00未満の市町村が多い。
　普通畑の暫定地形係数は、全国で2.00、北海道で
1.29であった。道内では、上川で1.50以上の市町村が
多く、釧路・根室・宗谷・石狩・留萌・十勝・檜山で
1.00未満の市町村が多い。
　牧草地の暫定地形係数は、全国で3.69、北海道で
1.29と全国の平均値が北海道平均よりも大きかった。
道内では、後志、上川、網走で2.00以上市町村が多く、
石狩・胆振・宗谷・釧路・根室で1.00未満の市町村が
多い。
　樹園地の暫定地形係数は全国で3.42、北海道で1.34
であった。道内では、空知・渡島で1.50以上の市町村
が点在するが、その他の地域は1.0未満が多い。この
ように、いずれの土地利用でも暫定地形係数は北海道
で全国より小さい。
　今回、数値として検証できなかったが、斜面長係数
Lは斜面長が長ければ長いほど大きくなる。また、北
海道の圃場区画は全国よりも広いので斜面長も長いの
が一般的である。このため、斜面長を考慮した地形係
数では全国と北海道で上記ほどの差はないと考えられ
る。

図－６　土壌係数の地域性（樹園地）

図－４　土壌係数の地域性（水田）

図－５　土壌係数の地域性（普通畑）

土壌係数
以上～未満
該当なし

0.02～0.03
0.03～0.04
0.04～0.05

平均値
全国 0.041
北海道 0.040

～0.02

土壌係数
以上～未満
該当なし

0.02～0.03
0.03～0.04
0.04～0.05

平均値
全国 0.025
北海道 0.028

～0.02

土壌係数
以上～未満
該当なし

0.02～0.03
0.03～0.04
0.04～0.05

平均値
全国 0.031
北海道 0.036

～0.02

図－７　作物係数の地域性

作物係数
以上～未満

～0.05
0.05～0.10
0.10～0.15
0.15～0.20
0.20～

平均値

全国 0.12

北海道 0.13
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暫定地形係数（畑合計）
以上～未満
該当なし

～ 1.00
1.00～ 1.25
1.25～ 1.50
1.50～

平均値
全国 3.42
北海道 1.34

４．終わりに

　本稿では、既存の統計資料等を用いて土壌侵食要因
の地域性を明らかにした。本成果は、地域ごとに土壌
侵食量を算出するに至っていないため、具体的な対策
施設の規模などを決定することに直接援用できない。
しかし、本成果により、地域間での定性的な比較が可
能となり、地域ごとに必要な対策方法は導出すること
ができる。
　USLEの係数で算出できなかった保全係数は、畝た
て方向、等高線栽培などによって土壌流亡を抑制しよ
うとする保全的管理の効果を示す係数である。しかし、
全国、北海道でその資料が見当らない。今後の課題は、
地域の実態に即した各係数を求めることである。
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図－９　暫定地形係数の地域性（普通畑）

図－10　暫定地形係数の地域性（牧草地）

図－11　暫定地形係数の地域性（樹園地）
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