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山林流域における細粒土砂動態に関する韓国との研究交流報告
水垣

滋＊

がありました。最初のステップとして、現地状況を実

１．はじめに

際に確認し、問題意識と調査研究における現状での課
2011年10月24日～ 27日に、土木研究所寒地土木研

題について認識を共有する必要があることから、全南

究所の研究員、水垣滋が研究交流のため韓国を訪問し

大学校からの招聘をうけ、今回の訪問が実現しました。

ました。これは韓国・ 全 南 大学校からの要請を受け、

本報告では、韓国における現地調査と韓国・国立山林

現地調査と韓国・国立山林科学院における講演、研究

科学院における講演及び打ち合わせの内容について概

交流を行ったものです。

要を報告します。

チョンナン

アン・ヨンサン

全南大学校の安榮相助教は、2003年から2006年まで
北海道大学大学院農学研究科博士課程に在籍し、水垣
た っ こ ぶ

２．調査対象地と行程の概要

とともに釧路川水系達古武湖の土砂や栄養塩の流入実
態調査や放射性同位体や火山灰を指標とした堆積履歴

ソ ヤ ン ホ

調査対象地は、韓国北東部の昭陽湖流域の昭陽江の
マンデ

の解析をとおして共同研究を行ってきました １）, ２）。

支流、萬垈川流域です（図－１）。昭陽江はソウル市内

安助教はさらに釧路川水系塘路湖や石狩川の旧川群で

を流れる漢江水系北漢江の最大支流です。昭陽江ダム

も同様の手法を用いて土砂堆積履歴と土地利用との関

は、ソウルから北東約130km の春川市の東部に日本

係を解析し論文を発表されるなど精力的に研究を進め

の ODA の援助をうけて建設された東アジア最大級の

とうろ

ておられます

３）, ４）

ハンガン

プッカンガン

。2008年から２年間、韓国・国立

多目的ロックフィルダムです。漢江水系の洪水調節や

山林科学院に在籍、2010年から現在の全南大学校に異

水力発電に利用され、ソウル・仁川など首都圏への生

動されて韓国にフィールドを移してからも、降雨時の

活・工業用水や農業用水を供給しています。萬垈川流

細粒土砂流出による水質汚染と環境悪化が深刻な多目

域は昭陽江の支川で、韓国と北朝鮮との国境にほど近

的ダムに着目し、一貫して流域の土地利用開発に伴う

い、盆地状の地形を呈した流域です（図－１）。年平均

細粒土砂流出や水環境への影響評価に関する研究に取

降雨量は1315mm、年平均気温は10.9℃、標高440 ～

り組んでおられます。

1242m で、冷涼な気候を利用して大根、白菜、高麗

ソヤンガン

チュンチョン

ソウル市民の水瓶である昭陽江ダム
（ 春 川 市）では、

人参、いも類など高冷地野菜の栽培が盛んです。主な

森林に覆われていた流域が大規模に畑作へ転換され、

地質は花崗岩からなる深成岩で構成されており、畑地

蔬菜等の高冷地栽培が盛んに行われています。近年、
農地侵食による土壌流亡とダム貯水池への濁水の流入
と濁りの長期化で水道水に影響が出るなど、頻繁にマ
スコミに取り上げられるようになり、社会問題となっ
てきました。これまでのこの地域を対象とした農地侵
食や濁質流出に関する研究はモデル推定によるものが
多く５）、実際の流域の土砂生産量が把握されていない
のが現状です。
流域からの土砂流出対策において具体的な数値目標
を設定するには、浮遊土砂のモニタリングデータが不
足しており、長期的なデータの蓄積による土砂流出量
の把握と土砂生産源や流出・堆積過程の解明が必要と
されていることから、水垣の論文・研究発表６）, ７）, ８）
に関心をもってくださった安助教から研究交流の要請
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図－１

調査地の萬垈川流域と昭陽江ダムの位置
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土壌も花崗岩が風化したマサ土を利用しています。近

レビ番組の録画映像を見ながら安助教より説明を受け

年、降雨出水により昭陽湖へ濁水が流入すると、長期

ました。昭陽湖の濁水問題と、その生産源とされる傾

間濁りが収まらず、水道水にも濁りがでるなど、飲料

斜地の畑作地域からの土壌流亡が取り上げられていま

水として利用できなくなることがマスコミでも大きく

した。また、流亡した土壌を補うために近傍の山地斜

取り上げられ、問題となっています。

面を掘削して客土している実態も映し出されていまし

韓国は札幌より緯度が低いですが、今回訪問した地

た。濁質生産源となる畑地からは継続して土砂が流出

域は韓国の中でも寒い地域で、札幌よりも紅葉が進ん

することが容易に推察されるほか、水源涵養機能が期

でおり、風が非常に冷たく、厳しい冬の訪れが間近で

待される森林山地の荒廃、消失も危惧されます。
10月25日は、萬垈川流域の現地調査を行いました。

あることが感じられました。

最初に現地の基本情報を得るため、流域のほぼ中心に

行程は以下の通りです。
10/24
10/25
10/26
10/27

韓国・仁川空港着。昭陽江ダムまで移動。春

ある亥安面役場を訪れて情報収集することを提案しま

川市泊。ホテルで打ち合わせ。

した。亥安面役場での聞き取り調査では、地方自治体

萬垈川流域
（楊口郡亥安面）を現地調査。春川

として果樹への転換による表面侵食対策や沈砂池造成

市泊。

による土砂流出対策が取られていますが、農家の理解

ソウルへ移動。国立山林科学院を訪問。セミ

と協力が得にくく、あまり大きな効果は期待されてい

ナーで講演。研究交流打ち合わせ。

ないとのことでした。実際に流域内を自動車で走りな

帰国。

がら、傾斜地に耕された畑地を訪れました。大根が収

ヤング

ヘアンミョン

穫シーズンを迎えようとしており、白菜や朝鮮人参も
みられました。ほかに、ジャガイモや米も栽培されて

３．現地調査

いるようです。稲作は主に盆地の低平地で行われてい

インチョン

10月24日の昼過ぎに韓国・仁川空港に降り立ち、安

るようですが、畑地は傾斜地にまで広がっていました

助教の出迎えを受けてそのまま自動車で春川市に移動

（写真－２）。収穫が終わった畑では花崗岩が風化した

し、昭陽江ダムを訪れました。昭陽江ダム・昭陽湖は

マサ土の土壌が裸地として広がっており、整備された

地元の観光地になっており、ちょうど紅葉の時期であ

畑でも畝が傾斜方向に走っているため、降雨時には畝

ったことから、多くの観光客が訪れていました。周囲

と畝の間が水みちとなって土砂流出を助長する様子が

の山を映す静かな水面と巨大な石積みダムの迫力が印

推察されます（写真－３）。役場での聞き取り調査のと

象的でした
（写真－１）。訪れたときは昭陽湖の水にと

おり、ブドウやリンゴの果樹園もみられ、そこでは地

くに濁りはありませんでしたが、出水時には水が濁り、

表が植生で覆われているため表面侵食が抑えられるも

また夏場にはアオコが発生するなど、濁質とともに栄

のと思われます（写真－４）。

養塩の流出も問題となっているとのことです。食事を

水文観測地点の候補地を選定するため、萬垈川の流

してホテルにチェックインしてから、昭陽湖の濁水問

域末端部に向かいました。河床は礫と細粒土砂で覆わ

題と萬垈川流域での畑地からの土砂流出について、テ

れ、流域からの流出土砂量の多さを示していました（写

写真－１
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写真－２ 萬垈川流域（亥安面）の山林と農地
稲作は低平地で多く、山林傾斜地を畑作に利用している。

写真－３ 傾斜地の畑地
上：収穫後の畑地は裸地が露出している。
下：畝が傾斜方向に整備された大根畑。
カンウォンド

写真－４ ブドウ畑
地表は草本に覆われており、裸地は露出していない。

写真－５

萬垈川下流の細粒土砂が堆積した河床

写真－６

萬垈川流域の下流端に造成中の沈砂池

真－５）
。流域末端部の橋ではすでに江原道保健環境

役場での聞き取り調査のとおり、沈砂地が造成されて

研究院が水位計を設置して水位観測がされているよう

いるところで（写真－６）、普段は親水公園として利用

ですが、データは公開されていないとのことで、独自

される計画のようです。

に計測機器の設置が必要です。橋の直上流の左岸には、
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役場での聞き取り調査と流域の現地調査をひととお
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り終えて、水垣と安助教とで今後の調査・研究方針に
ついて打ち合わせをしました。安助教からは流域から
の土砂流出量を定量的に把握するための水文観測地点
について、沈砂池造成の影響や観測機器の安全を考慮
して、流域末端部の橋が最善であること、また水位計・
濁度計を設置して流量・濁度モニタリングを行うとと
もに出水時には濁水サンプリングを実施することが提
案されました。水垣からは土砂生産源推定のために土
地利用や地形で区分した異なる景観ユニットで表層土
壌のサンプリングを行うこと、採取した土壌について
トレーサ分析を行うことを提案しました。また、基本
的な地形・地質・気象データを収集・整理し、さらな

写真－７

水垣によるセミナーでの講演の様子

る具体的な解析方法と論文執筆計画について議論して
いくとの方向性を確認しました。
４．山林科学院での講演と打ち合わせ

５．おわりに
今回の訪問をとおしてダム貯水池の水環境対策を実
施するには、森林山地、農地、河川といった総合的な

10月26日は韓国山林科学院でセミナーが企画され、

流域の水・土砂管理を考えていくことが重要で、その

水垣が「放射性同位体トレーサを用いた浮遊土砂の生

ためには関係機関が密に連携を図りながら取り組む必

産源推定」と題して北海道沙流川流域での細粒土砂動

要があると感じました。流域からの土砂流出対策には、

態に関する研究について講演しました（写真－７）。国

最初の取組として水文観測や侵食量調査等によるデー

立山林科学院の水土保全研究科から20名弱の方が参加

タの蓄積は必須ですが、現在注目されている萬垈川流

してくださり、講演に対して活発な質疑応答が交わさ

域の土砂流出については、モニタリングデータが未公

れました。特に、地質による土砂生産特性の違いとト

開でデータ精度の検証ができないなど、流出土砂量の

レーサで推定された土砂生産量との比較について参加

定量評価にいたっていないのが現状のようです。この

者の興味が集中し、変成岩（特に蛇紋岩）地域にみられ

ように、土砂流出対策として具体的な数値目標を示す

る地すべりは活動性であり、斜面から流路へ土砂が継

ことができないことも効果的な対策に踏み込めない理

続的に供給され続けている可能性があること、また、

由の一つとして考えられます。今回の訪問を機に全南

崩壊地に比べて地すべり地で侵食深が大きく、空中写

大学や山林科学院からの強い期待を感じ、アジア圏と

真から判読した分布面積の割に土砂生産量が崩壊地よ

の研究交流をさらに強めていく必要があることを確信

り大きいことが理由となる可能性があることなど、熱

しました。当研究所の知見・技術がともにアジア圏を

心な議論が交わされました。

構成する韓国にも貢献できるよう、共同研究を推進し

さ

る

また、森林タイプによる土砂生産量の違いや、同位

ていきたいと考えています。

体トレーサの有効性についても質問がありました。国
立山林科学院では森林タイプの違いが水源涵養機能
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