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１．はじめに

北海道は、広大な土地と夏の冷涼な気候風土により
酪農に適した地域であり、酪農産業は、1950年代の草
地拡大や灌漑排水施設などのインフラ整備を契機に発
展してきた。現在では、北海道における国内生乳生産
量のシェアが50%を超え、安定的な生乳の供給地とし
て役割を果たしている1）。特に北海道東部は、広大な
草地を活用した大規模酪農地帯として知られている。
一方で、大規模経営による多頭化に伴い、家畜ふん尿
由来の水質汚濁物質の河川への流出が顕在化してお
り、流域規模で水質環境を定量的に評価することが重
要である。
酪農流域の水質環境を評価するにあたり、乳用牛頭
数の情報が重要である。対象流域が小さい場合は、農
家への聞き取りが可能であるが2）、対象流域が大きい
場合は網羅的に入手することは困難である。公開され
ている乳用牛頭数のデータには、集落ごとに集計され
た農林業センサスがあり、流域規模が大きい場合に乳
用牛頭数を集計するのに有用である。
そこで本研究では、公開されているデータのみを用
いて流域ごとの乳用牛頭数の集計手法を示すととも
に、集計された乳用牛頭数と河川の水質状況との関係
について調べた。

２．研究対象地

本研究の対象地は、北海道東部の大規模酪農地帯で
ある西別川流域である（図－1）。西別川流域は、別海
町、標茶町、中標津町にまたがり、流域面積は41,592�
haである。西別川の本川は、約70kmであり、主要な
支川は12本である。本研究では、対象流域の水質状況
を把握するため、採水調査を実施し、全窒素濃度、硝
酸態窒素濃度、亜硝酸態窒素、全リン濃度など水質分
析に供した。採水調査は、2017年4月から11月までの
期間で計12回実施した。採水地点は本川16点、支川15
点の計31点である。本研究では、採水地点の受け持つ
小流域ごとに乳用牛頭数を集計した。

３．小流域ごとの乳用牛頭数の集計

３．１　使用したデータ

本研究で使用した空間情報データは、土地利用デー
タ、農業統計データ、地形データである。
土地利用データは、平成26年度版国土数値情報土地
利用細分メッシュ(100mメッシュ)を入手した。土地
利用の地目は、12種類に分類されているが、本研究で
は、対象流域内の農地は大部分が草地のため、地目の
一つである「その他の農用地」を草地に置き換え、草
地、森林、荒地、建物用地、道路、水域の5種類に再
分類した。なお、隣接するメッシュの地目が同じ場合
は、1つに結合する処理を行った。
農業統計データは、2015年農林業センサス報告書を
入手し、農業集落地図および農業集落カードの乳用牛
頭数、酪農家経営体数を利用した。研究対象地を含
む集落数は71集落であった。乳用牛頭数は、2歳以上
と2歳未満に分けられおり、2歳未満の乳用牛1headは
ふん尿量を考慮して成牛0.42headに相当する3)として
換算した。個人情報保護の観点から、集落内の酪農
家経営体数が2軒以下の場合、乳用牛頭数が公表され
ていない。そのため、それらの集落の乳用牛頭数は、
研究対象地内で平均した1酪農家あたりの乳用牛頭数
（111.2head）に経営体数を乗じて補完した。
地形データは、平成26年度版基盤地図情報数値標高
モデルを入手した。地形データを基に流域界を作成
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図－1　西別川流域
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し、採水調査地点31点が受け持つ小流域に分割した。
なお、採水調査地点が複数ある西別川本川や支川では、
下流地点が受け持つ小流域は、それより上流の小流域
を内包している。

３．２　乳用牛頭数の集計方法

小流域ごとの乳用牛頭数は、GIS（Geographic�
Information�System）ソフトであるArc�GISを用いて
集計した。座標系は投影座標系の平面直角座標系第
13系（JGD�2000_Japan_Zone_13）に設定した。なお、
空間情報データは、ベクターデータのポリゴン（座標
値を持った面で表現されるデータ）であり、属性情報
は、土地利用データに地目と面積、農業統計データに
集落名と乳用牛頭数、地形データに小流域名などが格
納されている。本手法は、異なる形状の空間情報デー
タを重ね合わせ、集落ごとに統計されている乳用牛頭
数を小流域ごとに集計する手法である。具体的には、
草地ポリゴンに対して、集落ポリゴンと小流域ポリゴ
ンを重ね合わせることで、草地ポリゴンに小流域名と

乳用牛頭数密度の情報を付与する。草地ポリゴンにお
いて乳用牛頭数密度に草地面積を乗じ、小流域ごとに
足し合わせることで乳用牛頭数を集計する。様々な解
析手順が考えられるが、一例を図－2に示す。
集計に利用した主なGISの機能は、ポリゴン同士の
重なり部分を抽出し属性情報が引き継がれた新たなポ
リゴンを作成する“インターセクト”、属性テーブル
情報を集計する“サマリー”、属性テーブル情報を演
算・編集する“フィールド演算”である。以降の本文
中で、ダブルクォーテーションで囲った単語はGISの
機能である。また、処理1、処理2、処理3は、複数の
GISの機能を組み合わせたものである。

図－2に示した小流域ごとに乳用牛頭数を集計する
手順は、以下の3つに分かれている。
(手順�1）処理1では、土地利用データを草地ポリゴン

のみにするため、“属性検索”により土地利用
データの草地を選択状態にし、“データのエク
スポート”により草地ポリゴンを出力する。

(手順�2）“インターセクト”により草地ポリゴンおよ
び集落界ポリゴンを入力し、集落情報の入った
草地ポリゴンを出力する。属性情報には、集落
ごとの乳用牛頭数や草地面積などが引き継がれ
ている。処理2では、“サマリー”により集落の
中に複数ある草地ポリゴンの面積を足し合わせ
て集計し、“フィールド演算”により乳用牛頭
数を集落ごとの草地面積で除算することで、集
落の草地面積あたりの乳用牛頭数密度を計算す
る。

(手順�3）“インターセクト”により集落情報の入った
草地ポリゴンおよび小流域界ポリゴンを入力
し、小流域・集落情報の入った草地ポリゴンを
出力する（図－3(a)）。属性情報には集落の草

図－3　集計に利用したGISの機能：(a) インターセクト、(b) フィールド演算、(c)サマリー

図－2　乳用牛頭数集計方法
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地面積あたりの乳用牛頭数密度が引き継がれて
いる。処理3では、“フィールド演算”により乳
用牛頭数密度に草地面積を乗じて乳用牛頭数を
ポリゴンごとに計算し（図－3(b)）、“サマリー”
により小流域の中に複数あるポリゴンの乳用牛
頭数を足し合わせて集計する（図－3(c)）。

３．３　乳用牛頭数の集計結果

図－2(手順2)の出力結果である集落情報の入った草
地ポリゴンを図－4(a)に示す。出力値は、草地面積あ
たりの乳用牛頭数密度である。また、図－2(手順3)の
出力結果である小流域・集落情報の入った草地ポリゴ
ンを図－4(b)に示す。出力値は、ポリゴンごとの乳用
牛頭数である。このように、集計手順を進める過程で、
草地ポリゴンの形状が細分化され、属性情報が追加さ
れていく。複数の小流域や集落がある場合には、ポリ
ゴン数が多く手作業による集計は困難なため、一括的
に処理する本手法は有効である。
小流域ごとに集計した乳用牛頭数および土地利用面
積率を表－1に示す。なお、本川・支川ともに表の上
部が上流小流域、下部が下流小流域であり、1支川内
に観測地点が複数ある場合は、最下流地点の小流域の

み示す。本川最下流の集計結果から、対象流域全体の
乳用牛頭数は31,585headであると推定された。一方で

表－1　小流域ごとの乳用牛頭数および土地利用面積率の集計結果

図－4　 インターセクト出力結果：（a）集落情報の入った草

地ポリゴン、（b）小流域・集落情報の入った草地ポ

リゴン
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支川の小流域では、乳用牛頭数が1,000head以下が5支
川、1,000head以上4000head以下が4支川、4,000head
以上が3支川存在した。本川の小流域では、乳用牛頭
数は中流から徐々に増加し、さらに下流で大きく増加
した。また、西別川流域の土地利用は、草地と森林
の合計が90.0%以上であり、流域全体の草地面積率は
65.5%であった。草地面積率が70.0%以上の支川は7支
川、その内80.0%以上の支川は3支川であり、小流域の
大部分が草地として利用されていることがわかる。以
上から、本手法により任意の地点の小流域における乳
用牛頭数を集計し、その小流域の土地利用情報と比較
することが可能である。

４．集計した乳用牛頭数と河川の水質状況の関係

４．１　乳用牛頭数密度分布

酪農地域の営農状況や水質環境を評価するにあた
り、草地面積あたりの乳用牛頭数密度と流域面積あた
りの乳用牛頭数密度がよく用いられている4）、5）。そこ
で、集計した乳用牛頭数と土地利用面積から、小流域
ごとの乳用牛頭数密度を算出した。草地面積あたりの
乳用牛頭数密度分布を図－5(a)に、流域面積あたりの
乳用牛頭数密度分布を図－5(b)に示す。乳用牛頭数密
度を計算することにより小流域ごとに比較することが
可能である。

草地面積あたりの乳用牛頭数密度分布と流域面積あ
たりの乳用牛頭数密度分布は、上流の小流域では低く、
中流の小流域では高い傾向であった。しかし、中流の
右岸小流域（然内川、熊川）では、草地面積あたりの
乳用牛頭数密度は低く、流域面積あたりの乳用牛頭数
密度は高く、異なる傾向であった。その要因として、
中流の右岸小流域は、その他の小流域に比べ草地面積
率が高く、草地面積あたりの乳用牛頭数密度の分母が
大きくなるため、他の小流域と比較して値が低くなっ
た。
以上のように、草地面積あたりの乳用牛頭数密度分
布と流域面積あたりの乳用牛頭数密度分布の傾向が一
部異なり、営農状況や水質環境など評価する対象によ
って使い分けが必要である。

４．２　河川の水質状況

西別川本川および主要支川の河口からの距離ごとの
全窒素濃度を図－6に示す。全窒素濃度は平水時の採
水調査12回の平均値である。本川の全窒素濃度は、河
口からの距離が60kmから70kmの上流区間で濃度が低
く、30kmから60kmの中流区間で濃度が高くなる傾向
が、30kmまでの下流区間は濃度変化が少ない傾向が
みられた。一方で各支川の全窒素濃度は、上流区間で
は濃度にばらつきがみられるものの本川より高い濃度
の支川が流入し、中流区間では本川を大きく超える濃
度の支川が流入し、下流区間では本川と同程度の濃度
の支川が流入していた。本川の水質は流入支川の水質
の影響を受けて、流下ごとに変化していることがわか
る。これらの本川・支川の水質状況の傾向は、乳用牛
頭数密度分布（図－5）の傾向と概ね一致している。

４．３　乳用牛頭数密度と全窒素濃度の関係

大規模酪農地帯の営農状況と河川の水質状況の関係
を明らかにするため、乳用牛頭数密度と全窒素濃度の

図－5　 小流域ごとの乳用牛頭数密度分布：(a)草地面積あ

たり、(b)流域面積あたり 図－6　西別川の水質状況
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関係を調べた。草地面積あたり乳用牛頭数密度との関
係を図－7(a)に、流域面積あたり乳用牛頭数密度との
関係を図－7(b)に示す。共に正の相関関係が得られた
が、流域面積あたりの乳用牛頭数密度の方が、相関係
数が高く、小流域ごとの全窒素濃度の違いを表す指標
として適していることがわかった。しかし、流域面積
あたりの乳用牛頭数密度と全窒素濃度の関係について
も、ポン虹別川、ヒロノ川、ポンオンネベツ川の小流
域は近似直線より上部に、熊川と清丸別川の小流域は
近似直線より下部に分布し、同程度の乳用牛頭数密度
であっても濃度にばらつきがみられた。その要因とし
て、乳用牛頭数以外の農家の立地状況の違いや河畔林
の有無、流域形状による流出特性の違いなどが考えら
れ、今後の検討課題である。

５．まとめ

本研究では、大規模酪農地帯の水質環境を流域規模
で評価するため、営農状況の重要な指標である乳用牛
頭数を小流域ごとに集計する一手法を示した。成果は
以下にまとめられる。
(1) �土地利用データ、農業統計データ、地形データを
入力とし、GISの機能である“インターセクト”、

“サマリー”、“フィールド演算”などを用いて乳
用牛頭数を集計した。これにより集落界ごとに集
計されていた乳用牛頭数を小流域ごとに集計する
ことを可能とした。つまり、任意の地点が受け持
つ小流域の乳用牛頭数を集計することが可能であ
る。本研究では、西別川で採水調査を実施してい
る31地点の小流域で乳用牛頭数を集計した。集計
対象のポリゴン数は多く手作業で集計することは

困難なため、一括的に集計する本手法の有用性が
示された。

(2) �本川最下流地点における集計結果から西別川流域
全体の乳用牛頭数が31,585headと推定された。支
川の小流域では、4,000head以上が3支川存在し、
西別川中流域に集中していることが明らかとなっ
た。小流域ごとの乳用牛頭数密度分布と河川の水
質状況の関係では、流域面積あたりの乳用牛頭数
密度と全窒素濃度に正の相関関係が得られ、本研
究により得られた乳用牛頭数密度が小流域ごとの
全窒素濃度の違いを表す指標として適しているこ
とがわかった。
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図－7　乳用牛頭数密度と全窒素濃度の関係：(a)草地面積あたりの乳用牛頭数密度、(b)流域面積あたりの乳用牛頭数密度



14 寒地土木研究所月報　№802　2020年３月

田中　健二　
TANAKA�Kenji

寒地土木研究所
寒地農業基盤研究グループ
水利基盤チーム
研究員
博士（農学）

川口　清美
KAWAGUCHI�Kiyomi

寒地土木研究所
寒地農業基盤研究グループ
水利基盤チーム
上席研究員
技術士（農業）

鵜木　啓二　
UNOKI�Keiji

寒地土木研究所
寒地農業基盤研究グループ
水利基盤チーム
主任研究員
博士（農学）


