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　大規模な酪農地帯を抱える釧路・根室地域では、良好な河川・沿岸環境の保持・再生と農業の持続
的発展の両立が重要な課題となっている。農業生産性の向上とあわせて環境保全を両立させるために
は、家畜ふん尿の適切な管理と圃場への還元利用、農地からの水質負荷物質の流出抑制が必要である。
そのため、この地域で実施されている国営環境保全型かんがい排水事業では、家畜ふん尿の農地への
効率的かつ適正な還元による土地生産性の向上と地域環境への負荷軽減を目的とした肥培かんがい施
設の整備や、湛水被害を解消するとともに土砂緩止林や遊水池等の水質浄化施設を整備することで水
質浄化機能等の多面的機能を併せ持った浄化型排水路の整備が進められている。事業によって各種施
設が整備された支流域では平水時及び降雨出水時ともに水質の改善がみられ、たとえば５月から11月
までの降雨出水期間に支流域から流出する水質負荷物質の削減量は、全窒素で42％、全リンで52％、
ＳＳで28％であった。流域全体で対策が進んだ場合を想定した風蓮湖の水質シミュレーションの結果
では、風蓮湖の河川流入付近において大幅に水質が改善されること、特に出水の最大流量時にその効
果が顕著であることが示唆された。そのほか、室内試験からは、草地に切込みを入れるような圃場管
理により肥料分の表面流出の抑制が期待できることが明らかになった。
《キーワード：水質；酪農；閉鎖性海域》

　An important issue in the Kushiro/Nemuro region, which has a large dairy farming area, is the 
achievement of a balance between the preservation/regeneration of good river/coastal 
environments and sustainable development of agriculture. To promote sustainable agriculture 
while improving agricultural productivity, it is necessary to manage animal waste properly, use it 
on fi elds as fertilizer and control the outfl ow of water pollution loads from farmland.  Accordingly, 
a national project for sustainable irrigation and drainage has been conducted in the region, with 
the aim of establishing fertilization and irrigation facilities to improve land productivity through 
effi  cient and appropriate use of animal waste on farmland, as well as reducing the burden on the 
regional environment.  Establishment of purifi cation drainage channels, which reduce fl ood damage 
and fulfi ll water purifi cation and various other functions in combination with buff er forests, fl ood 
control basins and other purifi cation facilities, has also been promoted.  In the tributaries where 
such facilities have been established under the project, improvements in water quality were 
observed both at times of ordinary water levels and during rainfall-runoff .  For example, the water 
pollution loads of total nitrogen, total phosphorus and SS discharged from the tributaries during 
the rainfall-runoff season between May and November were reduced by 42, 52 and 28%, 
respectively.  A water quality simulation carried out at Lake Furen on the assumption that similar 
measures were taken throughout the watershed indicated that water quality can be improved 
considerably around the areas where rivers fl ow into the lake, and that the eff ect is especially 
signifi cant at the time of the maximum fl ood discharge.  In addition, laboratory tests indicated that 
the surface runoff  of fertilizer can be controlled by fi eld management that involves making cuts in 
the grassland.
《Keywords：water quality；dairy farming；closed sea area》
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　近年、大規模な酪農地帯を抱える釧路・根室地域で
は水質汚濁が顕在化しており、良好な河川・沿岸環境
の保持・再生と農業の持続的な発展の両立が重要な課
題となっている。
　酪農に由来する水質負荷物質の発生源は、点源と面
源に分けることができる（ ）。点源とは、酪農家
の牛舎・運動場（パドック）など狭い区域からの発生源
を指す。面源とは、広がりを持つ発生源であり、酪農
においては草地である。
　酪農由来の水質汚濁の防止策を、点源と面源に分け
て簡単に考えると、次のようになる。点源については、
家畜ふん尿を雨ざらしにしないなどの適切な管理が必
要である。平成11年11月に「家畜排せつ物の管理の適
正化及び利用の促進に関する法律」が施行されたこと
もあり、近年は点源の対策が進んだ。一方、面源につ
いては、草地に対して過剰な施肥を行わないことや、
草地に施用した肥料を水系に流出させない緩衝帯の設
置などが考えられる。さらに、点源や面源から排水路
に流入した肥料分や土粒子については、沈砂や浄化を
目的とする池によって、下流への流出を抑制すること
などが考えられる。酪農地帯を抱える流域での水質保
全に対するこれらの対策の寄与は、 のように考
えることができる。
　このような流域での水質保全に寄与するため、寒地
土木研究所では平成18年度に「大規模農地から河川へ
の環境負荷流出抑制技術の開発」を研究テーマとして
設定し、酪農に起因する水質負荷物質の流出抑制技術
や、それが河川や下流湖沼の水質環境に与える影響の
評価に関する研究を進めている。このテーマは幅広い
研究分野を含んでいるため、２つの研究グループ（寒
地水圏研究グループ・寒地農業基盤研究グループ）の
合計４チームからの兼務職員で構成される流域負荷抑
制ユニットにより研究を推進している。このユニット
が取り組んでいる内容を、水の流れの上流から順に記
すと次の通りである。
①環境保全的農地管理手法の提案（資源保全チームか
らの兼務者）
　１）肥料散布状況の把握
　２）圃場管理方法の検討・評価
　３）圃場管理方法の提案
②農地流域の水質環境保全方策とその維持管理手法の
提案（水利基盤チームからの兼務者）
　１）農業流域の水質環境と汚濁源との関係の解明

　２）林地や湿地の水質浄化機能の解明
３）農業流域における水質保全対策手法の開発と機
能評価

４）酪農専業地帯における緩衝林帯の維持管理手法
の検討

③広域流域内環境負荷物質移動特性評価手法の提案
　（水環境保全チームからの兼務者）
　１）河川負荷量基礎調査
　２）環境負荷物質移動形態の把握
　３）環境負荷物質移動特性の評価
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④沿岸域における水産水域環境に及ぼす影響の評価手
法の提案（水産土木チームからの兼務者）

　１）現況把握と数値モデルの構築
　２）生物パラメターの取得と再現計算の精度向上
　３）環境負荷流出抑制技術の評価
　ところで、 に示した水質保全に有効な方策の
うちのいくつかは、北海道開発局釧路開発建設部が実
施している国営環境保全型かんがい排水事業の中で、
実際の施設として整備が進んでいる。この事業のイメ
ージは に示すとおりである。たとえば用水路や
酪農家での流入口、配水調整池などは、乳牛ふん尿の
圃場還元のための肥培かんがい施設であり、土砂緩止
林は草地からの表面流出水の浄化に寄与するものであ
る。また、排水調整池と遊水池は、排水路内での水質
浄化施設である。
　本研究は、後述するように、風蓮湖の流域をフィー
ルドとしている。この流域では、平成13年～ 22年を
工期として、国営環境保全型かんがい排水事業「はま
なか地区」が実施中である。それゆえ、水質保全方策
の効果把握に当たっては、釧路開発建設部と連携し、
事業地区内で先行的に施設整備が進んだ区域での調査
を数多く行った。

　調査フィールドは、北海道東部に位置する風蓮湖の
流域である（ ）。風蓮湖への主な流入河川は、風
蓮川・別当賀川・ヤウシュベツ川である。風蓮湖は、
国内第14位の湖水面積（57.5km2）を持つ汽水湖であり、
野付風蓮道立自然公園に含まれ、2005年にはラムサー

ル条約登録湿地になった。この湖では、陸域からの過
剰な栄養塩類等の流入による水質悪化が懸念されてい
る２）。
　風蓮湖の流域の大部分は、根室市、浜中町、別海町
に含まれる。この地域の酪農の特徴をこれらの市町の
統計で見ると、酪農家１戸当たりの草地面積は約70ha、
同じく飼養頭数は約120頭である。

　大規模酪農地帯を流れる河川の水質保全のために
は、流域内牧草地へ肥料として散布されるふん尿と化
学肥料の適正管理が必要である。そこで、肥培かんが
い施設が整備された２戸の酪農家において、肥料散布
量の現況把握を行った３）。また、調査圃場における施
肥標準と実際の施肥量とを比較し、施肥量の適否を検
討した。

　ふん尿スラリーの散布量は、ふん尿スラリーを運搬
するスラリータンカーまたはトラクターへ携帯型
GPS（ポケナビminiEX、エンペックス気象計（株）、
以下GPS と表記）を搭載し、移動した経路を記録する
方法で調査した。調査期間は2009年５月上旬から11月
までの間で、ふん尿スラリーが散布される春、一番草
刈取り後および二番草刈取り後の合計３回実施した。
また、散布中のスラリーを採取しケルダール分解法に
て全窒素濃度を分析した。化学肥料の散布量について
は、農家からの聞取りにより把握した。
　GPS データの整理は、移動経路をパソコンソフト
で再生してその画像を目視で確認し、ふん尿スラリー
が貯留されている地点から各圃場までの移動回数をカ

0 10 20km

3

4

5

6

7

1

2

4 寒地土木研究所月報　№686　2010年７月



ウントした。ふん尿スラリー運搬時には液体がこぼれ
出すことを防ぐため、ふん尿スラリーは満載しない。
そこで１回当たりのふん尿スラリー運搬量は、農家か
らの聞き取り調査の結果、各農家が使用しているスラ
リータンカー容量の９割と仮定した。

　 、 に農家Aおよび Bにおける各圃場の窒
素施肥量を示す。ふん尿スラリー中の全窒素濃度は前
述の通り分析を行っているが、ふん尿スラリー中の全
窒素すべてが化学肥料と同等に作物に吸収されるわけ
ではない。肥料成分が作物に吸収される割合を基準肥
効率といい、家畜ふん尿処理・利用の手引き2004４）に
よれば、ふん尿スラリーの窒素の基準肥効率は0.4で
ある。この0.4をふん尿スラリーの分析値に乗じるこ
とにより、化学肥料相当に換算することができる。ま
た、ふん尿スラリーの品質と散布時期による補正係数
が定められている。 、 に示した値は、基準肥
効率および補正係数を用いて化学肥料相当に換算した
値である。
　農家Aおよび Bにおける施肥量と施肥標準の比較
は以下の通りである。農家A（ ）では11e 圃場
を除いてすべての圃場にふん尿スラリーが散布されて
いた。年間の窒素施肥量の合計は、11e 圃場を除き、
最も少ない圃場で5.0kg/10a、最も多い圃場で10.3kg/
10a であった。北海道施肥ガイド５）によれば、調査圃
場における窒素の施肥標準は10kg/10a である。すな

わち、施肥量の最も多い圃場で、ほぼ施肥標準と同等
であった。逆に施肥標準より少ない施肥量の圃場が多
かった。農家 B（ ）では12b、12c および12g 圃
場でのふん尿スラリー散布量が少なかった。この３圃
場に共通する特徴としては、面積が狭いことが上げら
れる。また12b および12c 圃場は農家から離れたとこ
ろに位置する。そのほかの圃場では、ふん尿スラリー
が大差なく散布されていた。年間の窒素施肥量の合計
は、最も多い圃場で11.5kg/10a であり、施肥標準の
10kg/10a よりやや多かったが、おおむね施肥標準に
沿った施肥管理がなされていると判断された。
　すなわち、農家Aおよび Bにおいては、施肥標準
を大きく上回るような過剰施肥はなかった。
　なお、施肥標準に沿った施肥管理を行うことで余剰
な肥料成分を可能な限り低減させることができる４）

が、傾斜草地でのふん尿散布では、①排水路近傍10m
以内には施肥しない、②大雨直前の施肥は避ける、等
の対策も併せて行う必要がある４）。

　近年，草地の土壌浸入能が小さい傾向がみられる。
それゆえ傾斜草地では、降雨時に表面流出が発生し汚
濁負荷が生じる。そのため、酪農地帯における河川等
に対する水質負荷を抑制するためには、草地表面から
排水路へ流出する負荷物質を低減させる必要がある。
ふん尿スラリー散布に伴う圃場面からの肥料成分流出
を抑制する対策として、散布したふん尿スラリーを速
やかに土壌に浸入させることや、草地表面の浸入能を
増すことで表面流出水を低減させることが考えられ
る。そこで傾斜草地を模擬した室内試験装置を構築し、
ふん尿スラリーを表面散布する試験区と切込みを入れ
て地中に散布する試験区に加え、切込みを入れてふん
尿スラリーを表面散布する試験区を設け、人工的に散
水する試験を実施した。

に傾斜草地を模擬した実験用草地の模式図を
示す。実験用草地は園芸用プランター（約56cm×約
16.5cm ×高さ約19cm）の底面から10cmに締固めた土
層を設けた。作成手順は以下の通りである。土壌は市
販の園芸用黒土をルクヒア式土壌調整器（穴径２mm）
で粉砕処理し、水分を調整した。充填に必要な土量の

寒地土木研究所月報　№686　2010年７月  5



算出は、異なる土量を充填した100cc 採土缶を用意し
て飽和透水試験を行い、飽和透水係数が10-5cm/s オー
ダーとなった採土缶の土量から算出した。過年度に大
規模酪農地帯の傾斜草地で実施した土壌調査結果で
は、表層０～５cmの飽和透水係数が10-4 ～ 10-6cm/s
オーダーであり、実験用草地も現地土壌と同程度とす
るため透水係数を10-5cm/s オーダーに設定した。土層
の上には市販の張り芝を密着させた。張り芝の厚さは
約1.5cm で、草種はトールフェスクとケンタッキーブ
ルーグラスの混播である。プランターの傾斜は約７度
に設定した。流出水の採水は、土層上面から約１cm
深の部分にプラスチック板を約１cm差し込んで行っ
た。

　上述の試験区を作成してから約３週間後に芝を刈高
５cm程度に刈り込み、ふん尿スラリーを散布した。
散布方法は次の３通りとした。①スラリースプレッダ
ー（ ）で牧草地に散布することを想定して芝
の表面へ散布（以下、表面散布区と表記）。②スラリー
インジェクター（ ）を用いて散布することを
想定して、芝の表面に深さ約７cmの切込みを傾斜方
向と直角に交わる方向に10cm間隔で設けて、その中
へ散布（以下、インジェクション区と表記）。③インジ
ェクション区と同様の切込みを入れて、ふん尿スラリ
ーは芝の表面へ散布（ 、以下、切込みあり表
面散布区と表記）。スラリーの散布量は各区とも255g/
区（25.6t/ha に相当）とした。この量は過去に道東のK
牧場で実施したスラリー散布実験時に得られた値６）を
参考とした。なお、 に示したスラリースプレ
ッダーとは、ふん尿スラリーを牧草表面へ広範囲に散
布する機械である。また、 に示したスラリー
インジェクターとは、円盤状のカッターで牧草表面に
切込みを入れて、その中にホースで導いたふん尿スラ
リーを流し込む機械である。
　実際の草地では、降雨が予想されている場合にはふ
ん尿スラリーを散布しない。気象庁が発表する短期予
報では、明後日までの天気が発表される。そこで今回

の実験では、実験用草地にスラリーを散布した後、約
２日間静置してから散水を開始した。散水には注射針
と定量ポンプを組み合わせて考案した人工降雨装置を
用い、プランターの長手方向に約５cmの振幅で往復
させた（ ）。これは、水滴を広い範囲に落下さ
せるためである。散水量は雨量換算値で約47mm/h
の散水量となるように、定量ポンプの吐出量を調整し
た。この降雨量は、現地調査圃場近傍のアメダス７）で
観測された、過去31年間における日最大１時間降水量

( 10cm) 

( 1.5cm)
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とほぼ同じ値である。

　流出水は試験開始直後から１時間ごとに３時間経過
後まで各区計３回採水した。 に表面流出水量を
示す。流出水量は３時間の合計量では、インジェクシ
ョン区が最も少なく、切込みあり表面散布区、表面散
布区の順に多くなった。切込みあり散布区はインジェ
クション区の約1.2倍の流出水量であった。一方、表
面散布区はインジェクション区の約3.8倍の流出水量
であった。すなわち、表層の透水性が低下している牧
草地では、切込みを入れることで降雨を速やかに土中
へ浸入させ、表面流出を抑制できることが示唆された。

に表面流出水中の全窒素濃度を示す。時間の
経過と濃度との関係では、表面散布区では大きな変化
はみられなかったが、インジェクション区と切込みあ
り表面散布区では時間が経過するに伴い、濃度も低く
なった。３時間の平均では、切込みあり表面散布区の
濃度が最も高く、表面散布区、インジェクション区の
順に低くなった。
　 に流出水量と全窒素濃度から算出した窒素流
出量を示す。流出水量が最も多かった表面散布区が最
も大きく、切込みあり表面散布区、インジェクション
区の順に少なくなった。すなわち、流出水中の窒素濃
度に差はあるものの、負荷物質である窒素流出量は、
流出水量の大小に大きく影響を受ける結果となった。
今回の試験で得られた窒素流出量（３時間合計）は、イ
ンジェクション区では対策を施さない表面散布区に比
べて約75% 減少した。また、切込みあり表面散布区
は対策を施さない表面散布区と比較して約65% 減少
した。すなわち、草地表面に切込みを入れることによ

り、肥料成分の表面流出を抑制できることが明らかと
なった。
　スラリーをインジェクションする場合には、
に示したような特殊なスラリー散布装置が必要とな
る。しかしながら、草地表面に切込みを入れるだけで
あれば、 に示すような既存の装置（スパイク
エアレータ）をトラクターで牽引することで対応でき
るため、取組みやすい対策と考えられる。
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　１章で記したように、北海道東部の草地酪農流域で
は、農業生産性の向上と地域環境への負荷軽減を目指
して国営環境保全型かんがい排水事業が実施されてい
る。ここでは、国営環境保全型かんがい排水事業「は
まなか地区」の実施に伴う排水路の水質改善状況につ
いて報告する。なお、本章は児玉ら８）が平成21年度農
業農村工学会北海道支部で発表した内容を再整理した
ものである。

　調査は、釧路管内浜中町に位置する右支二姉別川流
域で行った。この流域の風蓮湖流域内での位置を
に、また詳細を に示す。本流域は事業地区内

で整備が先行して実施されていることからモデル流域
と設定した。この流域に、酪農家（点源）が多数存在す
る「点源流域」、酪農施設がなく草地と林地のみの「面
源流域」、流域全体の「最下流域」を設定した。各流
域の諸元を に示す。各流域とも土地利用の大部
分が草地となっている。面源流域、点源流域にある林
地の大部分は上流部にある鉄道保安林であり、両流域
とも河畔には林地は少なく、湿地や荒地が多い。また、
飼養牛頭数は増加傾向にある。
　事業の進捗状況として、肥培かんがい施設の整備は
2003年から順次進められ、現在も進行中である。浄化
型排水路の整備（河道整備、附帯施設整備（遊水池、排
水調整池、浄化型流入工、土砂緩止林））は、おもに
2005年度の冬期から2006年度にかけて行われた。流域
内の各施設の分布は の通りである。

　上記３流域において、夏期平水時として2001 ～
2008年の６～ 11月に採水を行った。2003年以前は不
規則な採水間隔で、2004年以降は月２回行った。また、
降雨出水時には、２時間雨量が５mm以上になった場
合に自動採水器を用いて１時間間隔で24本の連続採水
を行った。水質分析項目は全窒素、全リン、SS、BOD、
硝酸態窒素である。分析方法は JIS に準拠した。
　流量は、随時流量観測を実施して水位と流量の関係
（H-Q式）を求めた。最下流域は姉別川本流からの背水
の影響を受けるため、影響のない地点において観測を
行い、流域面積比で求めた値とした。また、各観測点
では自記水位計を設置し、H-Q 式を用いて水位データ

から連続流量データを求めた。
　また、2003年から2008年に本流域内に圃場を所有す
る農家に対して、圃場ごとの化学肥料や堆肥・スラリ
ー・尿の施用量や施用時期の聞き取り調査を実施した。
また、施肥状況に合わせて堆肥、スラリー、尿の採取
と全窒素・リン酸の分析を行い、圃場ごとの肥料投入
量を算出した。

　点源流域、面源流域、最下流域における2003 ～
2008年の経年変化として全窒素、全リン、BOD濃度
について各年の平均値（流量加重平均）の変化と事業の
進行状況を に示す。
　全窒素についてみると、〔点源流域〕＞〔最下流域〕
＞〔面源流域〕となっている。平水時の全窒素の大部
分は硝酸態窒素の形態であり、圃場への施用肥料の余
剰分が硝酸態窒素として地下水に溶脱し河川に流出す
るため、上で記した各流域の肥料散布量の差がそのま
ま河川水質に反映されたものと考えられる。つぎに経
年変化をみると、各流域とも年を経るにつれて濃度が

1km0 1km0
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概ね減少していることがわかる。この変化で重要な点
は、面源流域では濃度低下は僅かで、年ごとの濃度変
動が小さいのに対し、点源流域は濃度低下が面源流域
に比べて大きく、2005年までみられた大きな濃度変動
が2006年以降はなくなったことである。点源流域と面
源流域の大きな違いは流域内の酪農家の有無であった
ことから、点源流域の濃度状況の変容は酪農施設周辺
からの汚濁物質の流出状況に変化があったことを示唆
するものである。すなわち、事業による肥培かんがい
施設の整備によって、ふん尿の圃場への還元が促進さ
れることで酪農施設周辺での野積みが無くなり、ふん
尿成分の直接的な河川への流出が減少したためと考え
られる。このことは、ふん尿成分に多く含まれ表面流
出によって流出しやすい全リンや BODでも同様の傾
向であることからも明らかである。
　また、流域内に畜産施設のない面源流域では、2006
年までは全窒素濃度はほぼ横ばいで推移したが、浄化
型排水路整備が完了した2007年以降は濃度が低下し
た。圃場への施肥量は若干増加傾向にあったことから、
水質濃度が低下した要因は土砂緩止林や排水調整池等
の水質対策施設の効果が現れたものと考えられる。

　 に全窒素、全リン、SS について、最下流域
の2004年～ 2008年の降雨出水時の比流量と比負荷量
の関係（L-Q 曲線）を示す。事業の進捗状況と平水時の
水質状況の変化から、2004年と2005年を整備前、2006
年を整備中、2007年と2008年を整備後と位置づけて整
理すると，降雨出水時においても事業の進捗に伴って

2004-2005
l = 5.22q1.23

2006
l = 2.84q1.13

2007-2008
l = 2.47q1.14

2004-2005
l = 0.88q1.23

2006
l = 0.55q1.30

2007-2008
l = 0.51q1.33

2004-2005
l = 163q1.41

2006
l = 197q1.37

2007-2008
l = 121q1.43
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水質の変化していることが明らかであった。すなわち，
全窒素、全リンは経年にしたがって、近似曲線が下方
にずれていることがわかる。つまり、同程度の流出状
況のとき、流出負荷量が減少したことになる。いずれ
も、平水時の水質と同様に、事業による肥培かんがい
施設や土砂緩止林、遊水池等の整備の効果によるもの
と判断される。SS は河道整備中の2006年は他の年よ
りも流出しやすくなっていたが、2007-2008年の近似
曲線は2004-2005年よりも下方となっており、土砂の
流出も事業により抑制されていることが示唆された。

　上に示した整備前（2004-2005年）と整備後（2007-2008
年）の L-Q 式に、厚床アメダスで夏期降雨期（５～ 11
月）の降水量が平年値に近かった2007年の流量データ
を代入して比負荷量を算出した。これらの値を比較す
ることで夏期降雨期間における事業による負荷削減効
果の定量化が可能となる。比負荷量から負荷削減率を
（整備前－整備後）÷整備前×100（％）で算出すると

のように整理され、全窒素で約40%、全リンで約
50%、SS で約30%の負荷削減効果が確認された。

　本研究では、2006 ～ 2009年において風蓮川本川に
３カ所（風蓮橋、風林橋、下風蓮橋地点）、支川に３カ
所（たんちょう橋、神風蓮橋、姉別北橋地点）の観測地
点を設置し、平水時と高水時に流量、水位の他、SS、
全リン、全窒素などの水質負荷物質量を観測した。観
測地点の位置を に、流域面積９）などを に
示す。
　得られたデータを用いて、SS、全リン、全窒素の
各負荷量の項目において L-Q 式（比負荷量と比流量の
関係式）を作成し、その特性を調べた。L-Q 式は以下
の定義で示される。

　　
A
Qa

A
L n

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛=⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

 （1）　　

　上式でA: 流域面積、L: 負荷量、Q：流量
　　　a、n：係数
　 に各年度の全観測地点における L-Q 式の係
数（a、n）及び決定係数（R2）を整理した。相関の度合
いを示す決定係数に関しては、全リン、全窒素ではほ
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とんどの地点で0.9以上であり、良い相関を示してい
た。SSについては全リン、全窒素と比較して、若干、
決定係数は落ちるものの、おおむね0.75以上あり、比
較的良い相関を示していた。
　橘10）によると、（1）式における係数 nは、水質成分
の固有特性（溶存成分か懸濁成分）を示し、係数 aは水
質成分の存在状態（蓄積量、蓄積速度など）を示す。係
数 nについては、以下の３タイプに分けられる。
　　　n ＞ 1　　→　　洗い出し型
　　　n ≒ 1　　→　　濃度一定型
　　　n ＜ 1　　→　　希釈型
　洗い出し型は、流量の増加率を上回る負荷量の増加
比率となり、濃度が増加していくタイプであり、面源
負荷が支配的な場所でみられる。濃度一定型は、洗い
出し型及び希釈型の中間のタイプである。希釈型は、
流量の増加にともない負荷量が減少していくタイプで
あり、点源負荷が支配的な場所でみられる。
　以上を踏まえ、係数 nについて整理する。SS 負荷
量の係数 n は0.97 ～ 2.95、全窒素負荷量の係数 nは
1.06 ～ 1.46、全リン負荷量の係数 nは1.05 ～ 1.81であ
り、それぞればらついていた。しかし、係数 nが各
水質項目でほぼ1.0である、たんちょう橋の流域面積
は小さく（5.3km2）、大きな点源負荷がある地点である
ことと、それ以外の地点も係数 n＞1であることから、
基本的に SS、全窒素、全リンともに面源負荷が支配
的な洗い出し型であることが示されている。

　矢挽・中津川11）は、常呂川・網走川において、点源
負荷量及び面源負荷量を各水質項目別に求め、地目別
（畑、山林、市街地）の原単位の算出を試みている。そ
こでは、出水時における負荷流出の影響が大きいこと
が報告されている。
　本節では、風蓮川の土地利用に着目して、同様の解
析を行うこととする。ここで、面源とされる土地利用
と負荷量の間には以下のような関係があると仮定す
る。
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　Lは面源負荷量（kg ･ d-1）、Aは各土地利用別の面積
（km2）、Xは土地利用別の原単位ベクトル（kg･km-2･d-1）
である。添字のw、k、f、r は森林、荒地・原野・そ
の他用地、農地、市街地である。また添字の数字は水
質観測所流域の番号であり、１は風蓮橋、２は風林橋、
３は下風蓮橋、４は５章で検討した国営環境保全型か
んがい排水事業を行っている右支二姉別川流域（以下、
農業小流域という）を示す。
　まず、これらの４地点における2008年の実測データ
を用いて、SS、全窒素及び全リンの総負荷量を算出
する。風蓮橋、風林橋、下風蓮橋のそれぞれの流域面
積は に、また、L-Q 式の係数は に整理さ
れている。2008年５月８日15:00から11月30日24:00ま
での風蓮橋、風林橋及び下風蓮橋の時刻流況を月別に
平均したものが である。この期間の正毎時の流
量および に示すL-Q式（ここでは2008年を使用）
より、風蓮橋、風林橋及び下風蓮橋における SS、全
窒素及び全リンの総負荷量を算定すると のよう
になる。
　次に、風蓮川における点源負荷量について整理する。
風蓮川流域の点源負荷量としては、事業場排水、畜舎
排水、生活排水が挙げられる。このうち、事業場排水
については、流域内の事業場が少数であることから、
面源負荷量や畜舎排水による負荷量に比べて無視でき
るものとし、残る２者について算出する。
　畜舎排水については、次のように整理する。牛の飼
養頭数は、農林業センサス農業集落カード12）の統計値
から推定した。その結果、風蓮橋流域：35,338頭、風
林橋流域：24,108頭、下風蓮橋流域：10,780頭であった。
なお，風蓮橋流域，風林橋流域，下風蓮橋流域の農用
地の占める割合が同程度であったため、風林橋流域と
下風蓮橋流域の飼養頭数は，風蓮橋の飼養頭数に農地
面積比を乗じて算出した。牛の排出する負荷量の原単
位13）14）と流達率15）は に示す。牛の飼養頭数と
より、風蓮橋、風林橋、下風蓮橋の畜舎排水の排

出負荷量は のとおりとなる。
　次に生活排水について整理する。風蓮橋、風林橋及
び下風蓮橋の流域内人口は に示すとおりであ
る。風蓮橋流域内人口は根室市、別海町、浜中町、厚
岸町の平成16年度住民台帳地区別人口より、流域該当
部を抜粋し算出した。風林橋、下風蓮橋の人口につい
ては風蓮橋流域内人口密度より推定した。また、生活
排水の排出原単位を に示す。排出原単位は、１
人１日当りの発生負荷量原単位に生活排水処理方式別
の排出率及び普及率を掛けて求めた。 と
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より、風蓮橋、風林橋及び下風蓮橋の生活排水の負荷
量は のとおりとなる。ここで、SS、全窒素及
び全リンの流達率は1.0とする。
　畜舎排水及び生活排水の各負荷量を合計した点源負
荷量は のとおりとなる。
　 の風蓮橋、風林橋及び下風蓮橋の各観測所の
総負荷量より、 の各観測所の点源負荷量を差し
引くと に示すように各観測所の推定面源負荷量
が算出される。
　農業小流域の負荷量については、流域面積が風蓮橋、
風林橋及び下風蓮橋と比較してかなり小さく（流域面
積7.2km2）、また、流域内に工場などの大きな点源負
荷はない。ただし、この流域だけが整備後の条件であ
るため、実測データによる負荷量を（１－削減率）で除
して、整備前に相当する負荷量に換算した（ ）。
このとき削減率は の値を用いた。
　面源負荷の土地利用別の原単位を算出する手順は以
下の通りである。
①　各原単位が負の値にならないように連立方程式を

解く。
②　負の値が出た場合は既往文献値16）を参考にして、
各観測地点の相対誤差の最大値δが最も小さくな
る時の数値を原単位として採用する。

　　評価基準となるδは次式で表される。

　　　　　　 )
X

YX(MAX
i

ii −=

Xi は L-Q 式より推定した面源負荷量（kg/ 日）、
Yi は原単位法より推定した面源負荷量（kg/ 日）
を表す。

　以上より、 、 に、風蓮川最下流端の観測所
である風蓮橋と農業小流域における水質負荷量の割合
を水質項目別に示す。風蓮橋において、全窒素は農地
の割合がやや多いものの山林と同程度になっている。
全リンは農地の割合が半分以上を占め、山林と市街地
が同程度になっている。SS については大部分が農地
からの発生となっている。一方、農業小流域における

/ / : / :
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割合は風蓮橋の全窒素、全リン、SS の割合と傾向は
ほぼ同じであった。水質各項目で農地からの割合が比
較的大きいが、山林からの割合も無視できないほど大
きいことが示唆される。なお、農地として区分した面
積には、耕作道や農地周辺の法面、排水路も含んでお
り、負荷の発生源は必ずしも農地（草地）表面だけでは
ない。

　風蓮湖の流域では，国営環境保全型かんがい排水事
業が完了１地区，実施中３地区，計画中２地区あり、
流域の草地酪農地帯の大部分がこれら地区内に含まれ
る。事業地区により整備レベルは異なるものの、いず
れも肥培かんがい施設と浄化型排水路が整備（計画地
区においては計画）されており，風蓮湖の流域全体で
の負荷削減が期待されている。
　５章で述べたように、水質保全対策が先行的に進ん
だ小流域において、栄養塩類（主として全窒素）の流出
抑制対策（沈砂池、緩衝林帯整備）を行った時期の前後
の L-Q 式を比較すると、 に示されたように、
流出特性を示す n（式（１））は各年度であまり変化が
ないが、栄養塩類の存在量などを現す a（式（１））は
整備前（2004 ～ 2005年）の5.22から整備後（2007 ～ 2008
年）は2.47に低減していた。また、 、 によると、
全窒素における土地利用別の発生負荷量の割合は、風
蓮橋と農業小流域で差が少なかった。これにより，上
記した国営環境保全型かんがい排水事業による各種整

0% 50% 100%

SS

T-P

T-N

0% 50% 100%

SS

T-P

T-N

備が進むと，風蓮湖の流域全体でも５章で示した先行
事例流域と同程度の水質負荷削減効果が出ることが予
想される。
　そこで、次章では、仮に流出抑制対策が風蓮川全域
で行われるとした場合を想定して風蓮湖での水質の変
化を検討するが、その水質解析に用いる風蓮湖への流
入負荷量の条件として、L-Q 式で表現される水質負荷
流入量を低減させて与えることとした。

　風蓮川の末端に位置する風蓮湖では、陸域からの過
剰な栄養塩類等の流入による水質・底質の悪化が懸念
されており２）、流入負荷を抑制する対策が検討されて
いる。今後、それらの施策を推進するためには、対象
とする水域において現地観測を行い、現在生じている
流動・水質変動機構を解明した上で、将来の事業効果
を事前に予測し、評価しておく必要がある。
　著者らは2006年より風蓮湖において水質・底質・流
動等の現地観測を行い、それらを再現する数値モデル
を構築した17）。また、現地において植物プランクトン
の培養実験を行い、水域の基礎生産量を見積もるため
に必要な各種生物パラメターを得た。これを用い低次
生態系モデルでの計算を行い、再現性を向上させた
18）。これを用い、陸域からの汚濁負荷を低減する対策
を講じた場合の水質変動を予測し、現況との比較から、
対策の効果を評価した。以下、現地観測および数値計
算に基づく検討の概要を示す。

　現地観測は2006、2007年の夏から秋にかけて風蓮湖
において実施した。 に示す風蓮川からの陸水が
風蓮湖を経由して根室湾に出る経路上に水質等の観測
地点を設定し、流況、水質、底質、動植物プランクト
ン分類、植物プランクトンの現地培養実験等を行った。
紙面の都合上、観測結果の詳細は省略したので、別報
17）18）等を参照されたい。
　観測結果では、風蓮湖の湖口付近は清浄な外海水と
の海水交換によって水質が良好に保たれるが、奥部で
は外海水の影響が届かず、陸域から流入する水質負荷
によって水質悪化を引き起こしている可能性が示唆さ
れた。このような風蓮湖の水質の状況は窒素・リン等
の負荷の高い陸水と清浄な外海水との割合として塩分
を用いて概ね説明することが可能である。
　一方、閉鎖性海域の水質変動を高度に再現・予測す
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る手法として、３次元の密度流モデルに加え、低次生
態系をモデル化した計算が広く用いられている。この
中で使用される生物パラメターは実際に現地に生息し
ている低温域を好む生物に合わせて適切に設定し直す
必要がある。しかし、パラメター数が多い上にその検
証は困難であり、一般に使用されている値をそのまま
用いる例が多い。著者らは、生態系の中で基礎生産を
担っている植物プランクトンの培養実験を現地におい
て行い、細胞内に取り込んだ安定同位体13C の分析結
果からその成長式を算定した。これを用いて計算した
ところ、従来より良好な再現結果を得た18）。

　陸水と外海水の混合に加え、湖内での植物プランク
トンによる消費等を考慮した計算を行い、風蓮湖の水
質の現況再現、出水時の状況予測、対策を講じた場合
の効果予測を行った。風蓮湖を水平方向50m×50m、
鉛直方向１mの格子に切り、マルチレベルモデルで
現象を再現した。基本方程式として、N.S. の運動方程
式は水平方向のみを陽解法で解き、鉛直方向は静水圧
近似とし、鉛直流速は連続式より求めた。潮位は根室
港における推算値を沖側の開境界に逐次入力した。水
温、塩分は、それぞれの移流拡散式で解いた。表層熱
収支は各ステップ毎に算出し、その効果を取り入れた。
あらかじめ再現計算開始日時の予備計算を実施し、安
定した時点における水温、塩分、流速等を本計算の初
期値として用いた。計算方法の詳細は山本ら17）18）等を
参照されたい。
（1）計算ケース
　計算は のように①平水時の現況を現地観測結
果に基づいて再現したもの（平水時現況再現）、②平水
時の現況において流量を出水時のものに変更したもの

（出水時対策なし）、③出水時において栄養塩類等の負
荷量を低減する対策を行ったもの（出水時対策あり）の
３ケース行うこととした。平水時現況再現および出水
時の流量を に示す。
　ケース①では、2007年９月20日に水質調査と現地培
養実験を行ったため、それに合わせて再現計算期間を
その前後の2007年９月18日正午から９月22日正午まで
（４日間）とした。各種栄養塩負荷はその時の観測値を
用いた。ケース②③では、出水時として①と同時期で
降水量が多い９月７日正午から９月15日正午までの８
日間の河川流量を使用した。河川からの流入負荷量は、
前章の L-Q 式にこれらの流量を代入して算出し、L-Q
式の無い水質項目については、観測結果の統計量から
得られる比率を用いて配分し、上流側の境界に与えた。
ケース③では、出水時の河川流量を用いたまま、河川
からの流入負荷量を低減させることとした。負荷量低
減率は前章の「対策が進んだ場合の風蓮湖への流入負
荷量」に示される整備前後の L-Q 式の切片の低下量
から0.5を用いた。

 （2）計算結果
　平水時における風蓮湖内の塩分と硝酸態窒素の平面
分布（表層）の現況再現結果（ケース①）を と
に示す。塩分の高い風蓮湖の湖口付近は清浄な外海
水との海水交換によって硝酸態窒素は低い値を示し、
塩分の低い奥部では外海水の影響が届かず、硝酸態窒
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素が高い値を示している。塩分と硝酸態窒素は負の相
関が高く、このような風蓮湖の水質の状況は窒素・リ
ン等の負荷の高い陸水と清浄な外海水との割合として
概ね説明することが可能である。
　風蓮湖は環境基準の類型指定水域であり、
COD=5.0mg/L と設定されている。しかし、これを大
幅に超過して問題となっている２）。そこで、風蓮湖内
の CODについて、現況の再現（ケース①）、および出
水時における対策の有無（ケース②③）の計算結果を比
較する。 に平面分布（表層）、 には湖内各
地点の経時変化を示す。①と②を比較すると、風蓮湖
の水質の悪化傾向は出水時に見られ、河川流入付近の
St.3ではその影響を特に強く受け、当水域の環境基準
値５mg/Lを大幅に上回っていることがわかる。また、

において、St.3では河川流量の経時変化と同様
の変動傾向を示しているのに対し、その他の地点は時
間的に周期的な変動を示し、河川流よりも潮流の影響
を強く受けていることがわかる。
　一方、②と③を比較すると、特に St.3において
CODの大幅な低下が見られ、また、出水の最大流量
時にその差が最大となっており、対策の効果が顕著に
現れていることがわかる。

PSU

　本研究では、流量および流入負荷量以外は同条件で
３ケースの比較を行い、対策の効果を評価した。実際
に対策を講じた場合には、時間の経過とともに植生や
堆積物等に変化が生じ、出水時の流量や栄養塩の溶出、
底質等に影響が生じることも期待される。しかし、こ
こではそれらの不明確な効果は使用せず、対策の有無
を流入負荷量の低減率のみで計算条件に反映させてお
り、対策の効果を過大に算出しないよう注意を払って
いる。この他に、計算を行う上で様々な条件を仮定し
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ているため、結果の解釈に際しては注意が必要である。
　まず、計算条件の設定の影響や計算精度の限界が挙
げられる。風蓮川流入部の境界条件の扱い以外にも、
パラメターの設定や初期値、境界条件の設定等によっ
て計算結果に影響が生じることは否定できない。気象
条件や社会条件が変化した場合には、計算結果は異な
ったものとなりうる。また、生態系計算は物理場と比
較して条件設定での仮定が多く、各項目の現地適用性
を厳密に検証すると、異なる結果が得られる可能性も
ある。
　計算の精度についても、海域としては比較的細かい
空間スケールを使用しているが、水平方向50mのセ
ル内を同一の値で代表させること自体に精度の限界が
ある。さらに、観測回数や観測地点数を可能な限り多
く設定したが、これらにも制限があるため、ここで使
用した観測値が全ての現象を網羅しているものではな
い。このため、周辺環境の変化も考慮し、今後も現地

データを多く取得して、常に計算条件と計算結果を検
証し続けていく必要がある。

　本報文では、風蓮湖の流域をフィールドとする現地
調査や室内試験、水質解析などの結果を述べた。その
内容は、次のようにまとめられる。
　２戸の酪農家のふん尿スラリーの散布実績を GPS
を用いて調査したところ、投入肥料分が標準施肥量を
下回っている圃場が多く、全体的に過剰な施用とはな
っていなかった。圃場管理を想定した室内試験では、
草地表面に切込みを入れることで降雨時の表面流出を
抑制できることが示唆された。
　国営環境保全型かんがい排水事業によって水質保全
対策が実施された小流域（7.2km2）では、平成13年から
平成20年にかけて経年的に水質汚濁が低下した。この
小流域と風蓮川流域で土地利用や流出負荷量を解析し
たところ、小流域と同様の水質保全対策が風蓮川流域
全体の草地で実施された場合には、風蓮湖への水質負
荷物質の流入量が概ね半減すると想定できた。この想
定を用いて、水質保全対策が進捗した場合の風蓮湖の
水質を予測したところ、河川流入部付近の降雨流出時
の水質が大幅に低下するという結果が得られた。
　流域負荷抑制ユニットの「大規模農地から河川への
環境負荷流出抑制技術の開発」は、平成22年度が最終
年度である。残された期間でデータのとりまとめを進
めるとともに、成果発表の機会を設けて、成果ユーザ
との情報交換を行いたい。
　この研究を進めるに当たり、北海道開発局釧路開発
建設部の農業環境保全対策官からは流量データの提供
をいただいた。また、釧路農業事務所第一工事課の皆
様には、現地観測の実施に当たり多大なる御協力をい
ただいた。また、寒地土木研究所道東支所の川合正幸
支所長ならびに矢野雅昭研究員には、観測機器の設置・
管理の労をお取りいただいた。ここに記して、厚く御
礼申し上げます。

１） 釧路開発建設部：地区別事業概要「はまなか地区」
http://www.ks.hkd.mlit.go.jp/nougyou/tikubetsu/
hamanaka.html

２） 北海道環境科学研究センター：北海道の湖沼（改
訂版），pp.46-51，2005

３） 中山博敬、大久保天、加藤道生：携帯型 GPS を
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用いたふん尿散布量の簡易計測について，第58回
農業農村工学会北海道支部研究発表会要旨集，
pp.94-95，2009

４） 北海道立農業・畜産試験場編：家畜ふん尿処理・
利用の手引き2004，pp.55-67，87-92，2004

５） 北海道農政部編：北海道施肥ガイド，p.205，2002
６） 中山博敬，中村和正，秀島好昭，多久和浩：牧草
地における乳牛スラリー散布時のアンモニア揮散
量，第50回農業土木学会北海道支部研究発表会講
演集，pp.58-61，2001

７） 気象庁：過去の気象データ検索，　　　　　　　
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.
php

８） 児玉正俊，南光人，鳥海昌彦，鈴木信也，鵜木啓
二，中村和正，多田大嗣：国営環境保全型かんが
い排水事業「はまなか地区」における排水路の水
質改善状況，第58回農業農村工学会北海道支部研
究発表会，pp.66-69，2009

９） 国土交通省：国土数値情報ダウンロードサービス，
　　http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html
10） 橘治国：土木学会環境水理部会研究集会資料，
2007

11） 矢挽哲也，中津川誠：常呂川・網走川流域の汚濁
負荷量について－流域の土地利用と負荷量の特徴

－，北海道開発土木研究所月報 No625，pp.2-19，
2005

12） 農林統計協会：2000年世界農林業センサス農業集
落カードCD-R

13）（社）北海道農業改良普及協会：家畜ふん尿利用の
手引き，2004

14） 日本下水道協会：流域別下水道整備総合計画調査 
指針と解説，平成11年版

15） 大村邦夫：クリーン農業に関する技術資料 - 酪農
排水が周辺水系の水質に及ぼす影響～酪農地帯の
水質環境の実態と水質汚濁防止のための指針～，
北海道中央試験場，1996

16） 建設省土木研究所：土木研究所資料，昭和63年度
下水道関係調査研究年次報告集，pp.97 ～ 103，
1988

17） 山本潤，牧田佳巳，山下彰司，田中仁：風蓮湖に
陸域からの汚濁負荷が及ぼす影響に関する現地観
測，海岸工学論文集，第54巻，pp.1006-1010，
2007

18） 山本潤，林田健志，峰寛明，牧田佳巳，山下彰司，
田中仁：北方の閉鎖性海域に適した低次生態系モ
デル構築に向けた現地実験，海岸工学論文集，第
55巻，pp.1196-1200，2008
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Mitsuhiro WATANABE

寒地土木研究所
流域負荷抑制ユニット
寒地水圏研究グループ
水産土木チームから兼務
研究員

加藤　道生10）

Michio KATOU

寒地土木研究所
技術開発調整監付
寒地技術推進室
道東支所
副支所長

西山 章彦11）

Akihiko NISHIYAMA

　 寒地土木研究所
　 技術開発調整監付
　 寒地技術推進室
　 道東支所
　 研究員

斉藤　勉12）

Tsutomu SAITOU

 寒地土木研究所
 技術開発調整監付
 寒地技術推進室
 道東支所
 研究員
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