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北海道では、湖沼等の一部で農地や森林からの土砂流出が問題となっている。また、気候変
動の研究では、北海道の大部分で降水量が今後増加すると予測しており、土砂流出量の増加が
懸念される。適切な対策を実施するには、土砂の発生箇所と量を予測する必要がある。そこで、
気候変動適応研究推進プログラム（RECCA）の研究成果である降水量の予測値を利用し、
USLEにより北海道における将来の土壌流亡量を予測した。
キーワード：USLE、土砂流出、降雨係数

食性の高い作物への変更や土壌改良、水食を抑制するよ
うな圃場管理など、事前に対策を実施することができる
北海道では道南や道東を中心として火山灰土が広がり、 からである。また、このような目的のためには斜面ごと、
そこでは畑作農業が広く行われている。これら地域の傾
または小流域ごとといった詳細な土壌流亡量を予測する
斜畑圃場の一部では、降雨や融雪により表面が侵食され
必要がある。これは、同一の地域内や市町村内でも、地
て土壌流亡が生じやすい状況にある。農地からの土壌流
形や土地利用状況など土壌流亡に関わる因子が様々なた
亡は、肥沃な土壌の流出による生産性低下や、土砂の堆
め、土壌流亡状況も多様であると予測されるからである。
積による排水路の機能低下、土砂やこれに含まれる栄養
本研究では、文部科学省が実施している気候変動適応
塩類の流入による下流域の水環境悪化などを引き起こす
研究推進プログラム（RECCA）の研究成果である、気
一要因となる。
候モデルによる降水量の予測値を利用し、USLE（汎用
一方、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第5
土壌流亡量推測式）を用いて北海道における将来の土壌
1)
次評価報告書では 、温室効果ガスの継続的な排出によ
流亡量を予測した。土壌流亡量の算出にはGISを用い、
って地球温暖化が進行することで気候システムが変化し、 広域解析における係数設定手法を検討した。
陸域での降水量や降雨特性が変化すると予測されている。
すなわち、温暖化することで蒸発散量が増加し、大気中
の水分が増えることにより、降水量が増加するとともに、
2. USLEの概要4)
激しい降雨の回数も多くなるとしている。土壌流亡の大
部分は降雨により発生することから、降水量の増加や降
USLEは米国農務省を中心に開発され、同国の農地保
雨強度の上昇は土壌流亡量を増加させる。すでに、北海
道においても気候変動により雨の降り方が変化している
全基準として採用されてきた。USLEによる流出土砂量
と指摘されており2)、地球温暖化の継続により、さらに
推測の目的は、侵食を引き起こす要因を定量評価し、そ
降水量が増加することで、土壌流亡量が現在よりも増加
の地域に適合する保全方法の指針を与えることにある。
する可能性がある。「土地改良事業計画指針 農地開発
日本においても、農地の保全対策の基礎となる土壌流亡
3)
（改良山成畑工）」 （以下、事業計画指針と記す）で
量の推測方法として事業計画指針のなかで解説されてい
は、農地の年間許容流亡土量を10～15t/ha/y以下としてお
る。
USLEは降雨毎の流亡土量を推測するのではなく、長
り、将来においても、これを超過しないことが農地の維
持のために必要である。
期間の平均的な土壌流亡量を推測するために用いられる。
USLEによる土壌流亡量の推測は6つの係数の積で次式の
今後、将来の降水量変化に対応した土壌流亡対策を考
えるうえで、気候モデルによる降水量の予測値を用いた
ように表される。なお、本稿の単位系は事業計画指針と
土壌流亡量の解析が有効と考えられる。土壌流亡量の予
同じものを用いた。
A = RKLSCP
測値が許容流亡土量を超過する可能性があるならば、受

1. はじめに
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A：単位面積当たり流亡土量（tf･ha-1）
R ：降雨係数（tf･m2･ha-1・h-1）
一連降雨（無降雨時間6時間以内）の降水量が
0.5inch（12.7mm）以上、または15分当たりの降雨
強度が0.25inch（6.35mm）以上と定義される侵食
性降雨の運動エネルギー E とその降雨の最大30分
間降雨強度 I30 の積 EI30 の年間合計値である。積雪
寒冷地では融雪流出も考慮する。
K ：土壌係数（h･m-2）
単位降雨当たりの流亡土量を与える係数で、
その地域の土壌の受食性を示す指標である。
LS ：地形係数（無次元）
傾斜地における勾配と斜面長の影響を表す係
数である。斜面長係数 Lと傾斜係数 S として設定
されているが、地形係数 LS として適用されるこ
とが多い。
C ：作物係数（無次元）
作物被覆と営農管理の影響を表す係数で、裸
地区に対する流亡土量の比である。作物ごとの
標準値が整理されている。
P ：保全係数（無次元）
畝立て方向、等高線栽培など保全的耕作の効
果を示す係数で、平畝、上下耕に対する流亡土
量の比である。

る。気候モデルによって温室効果ガスの濃度変化に対す
る応答が異なる。領域気象モデルは、気象庁のJMA/MRI
NHM（以降、NHM）、米国スクリプス海洋研究所の
RSM、米国を中心に開発されているWRF-ARW（以降、
WRF）3種類である。気候モデルと領域気象モデルの組
み合わせにより、9つの予測値が算出される。
土壌流亡量の将来予測値の解析には、現在との比較と
いう視点も重要であることから、将来の予測値（以下、
「将来」と記す）だけでなく、1990年代の現在の推測値
（以下、「現在」と記す）も算出した。「将来」は、気
候モデルの推測による全球平均気温が現在に比べて2℃
程度上昇した年代である。「将来」の算出期間の設定は、
各々の気候モデルが持つ気候感度の違いによる推測の不
確実性を排除するためということである。すなわち、気
温が2℃上がったときの北海道の変化状況を評価する、
という視点である。算出期間は、「現在」がMIROC：
1991～2000年、MPI：1991～2000年、NCAR：1990～1999
年であり、「将来」がMIROC：2050～2060年、MPI：
2060～2070年、NCAR：2080～2090年である。算出され
た降水量データは、算出メッシュ内に含まれる気象庁の
気象観測点（以降、アメダス観測点）における、4～11
月降水量、および12～3月降水量の年間平均値として整
理した。

4. 対象斜面とUSLEの各係数
3. 降水量予測手法の概要
(1) 対象斜面の設定
降雨係数（R ）の算出には、文部科学省が実施してい
土壌流亡量の算出対象斜面は、北海道全域（一部の島
る「気候変動適応研究推進プログラム」のうち、「北海
嶼を除く）を数ha程度に区分した小流域とした。小流域
道を対象とする総合的ダウンスケーリング手法の開発と
の区分は、国土交通省より無償で提供されている基盤地
適用」の研究成果である降水量の予測値5)を用いた。以
図 情 報 の 10m メ ッ シ ュ 標 高 デ ー タ を 利 用 し 、 GIS
下に気候予測手法と取得した降雨データの概要を記す。
（ArcGIS 10.2。以下、同様）の水文解析機能により、大
北海道内の土壌流亡量の地域性を解析するには、地域
小の河川を含む水みちを設定し、その集水域とした。算
性を反映した降水量データが必要であるが、現在ある全
出対象の全体面積は約7.8万km2で、区分した小流域数は
球の気候モデルによる全世界の気候シミュレーションは、 約250万、小流域の平均面積は約3ha程度となった。
計算機性能の制限により100km間隔程度でしか計算でき
ない。このような予測値では、北海道内の地域性検討の
(2) 降雨係数（R ）
ような詳細な解析は困難である。そこで、領域気象モデ
水食による土壌流亡は降雨と融雪により引き起こされ、
ルを用いた力学的ダウンスケーリングと呼ばれる手法に
降雨係数（R ）も降雨流出係数（Rr ）と融雪流出係数
より、粗い気候モデルのデータから10km間隔での密な
（Rs ）の年間値の和として算出される。降雨流出係数
気象データを算出している。
は4～11月、融雪流出係数は12～3月の降水量を用いる。
温室効果ガスの排出量を左右する将来の社会経済シナ
降雨係数を算出するアメダス観測点は、1994年から2010
リオは、経済発展を重視しつつ化石燃料と新エネルギー
年までの10分値の降水量データが揃っている196地点と
の技術をバランス良く使う社会（SRES A1Bシナリオ）
した（図-1）。
である。使用している気候モデルは、東京大学などの
降雨流出係数（Rr ）の算出には、USLEの定義に従う
MIROC3.2(hires)（以降、MIROC）、ドイツ・マックスプ
と10分値の降水量データが必要である。しかし、気候モ
ランク研究所のECHAM5/MPI-OM（以降、MPI）、米国
デルでは、短時間間隔での降水量を精度良く予測するこ
大気科学研究所のCCSM3（以降、NCAR）の3種類であ
とは困難である。そこで、本稿では4～11月の降水量の
Keiji Unoki, Tomohito Yamada, Naoki Matsuoka

0<R≦100
100<R≦200
200<R≦300
300<R≦400

400<R≦500
500<R≦600
600<R≦700
700<R≦800

800<R≦1000
1000<R≦1200
1200<R≦1500
1500<R≦2000

単位：tf･m2 ･ha-1 ･h-1

【NCAR-WRF】

【 NCAR-RSM】

【 NCAR-NHM】

【 MPI-WRF 】

【 MPI-RSM】

【 MPI-NHM】

【 MIROC-WRF 】

【 MIROC-RSM】

【 MIROC-NHM】

図-1 降雨データ取得地点
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図-2 降水量と降雨流出係数（Rr60）の関係

総量から降雨流出係数を推測する手法を用いた。図-2に
示すように、1時間値の降水量から求めた降雨流出係数
（Rr60）と期間降水量には高い相関がある。ここで、1時
間値を使用したのは、10分値よりも観測期間が長いから
である。
降雨流出係数の算出手順は、まず実測値により、年ご
とに算出した1時間値による降雨流出係数（Rr60）と総降
水量の相関式をアメダス観測点ごとに求める。この相関
式より、各アメダス観測点ごとに降水量の予測値から
「現在」と「将来」の降雨流出係数を算出した。この降
雨流出係数は、1時間値から算出されたRr60に相当するの
で、10分値による降雨流出係数（Rr10）相当に換算する
係数（Rr10/Rr60比）を乗じる必要がある6)。Rr10/Rr60比は、
アメダス観測点ごとに実測値により1994年から2010年ま
でのRr10/Rr60比を算出して平均値を求めた。
融雪流出係数（Rs ）は、USLEの定義どおり冬期間
（12～3月）降水量（cm）を1.0倍することで求めた。
以上から算出された降雨流出係数（Rr ）と融雪流出
係数（Rs ）を合わせて降雨係数（R ）を算出した。図-3
に各モデルによる「現在」のRの分布図を示す。道南や
太平洋岸西部で高く、オホーツク海沿岸で低い傾向は、
すべてのモデルの組み合わせでみられるが、数値は大き
く異なっていることが分かる。そこで、本稿では、
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図-4 採用したモデルによる降雨係数分布図

RMSE（二乗平均平方根誤差）により「現在」と実測の
降雨係数を比較し、最も誤算の小さかったNCARとWRF
の組合せによる計算値を採用することとした。図-4に
NCARとWRFの組合せによる「現在」と「将来」の降雨

係数の分布図を示す（「現在」は再掲）。オホーツク海
沿岸など一部を除く北海道全域において、「将来」は
「現在」よりも降雨係数が上昇し、全道平均で1.2倍と
なった。上昇率がとくに高い地域は、日本海沿岸北部、
道東内陸部、太平洋岸西部、道南である。
(3) 土壌係数（K ）
土壌係数（K ）は, 既存の土壌図データを統合して新
たな土壌図を作成し、これに土壌区分ごとに整理されて
いるK値を付与することで、北海道全域におけるK値の
分布図を作成した。
使用した土壌図データは、国土交通省から発行されて
いる「20万分の1土地分類基本調査及び土地保全基本調
査」の土壌図 （以降、国交省土壌図と記す）と、農林
水産省の助成により各都道府県で実施された地力保全基
本調査により作成された5万分の1土壌図（以降、農水省
土壌図と記す）である。国交省土壌図の特徴は、都市の
一部を除き空白部分がほとんど無く、日本全域のデータ
が揃っていることである。農水省土壌図の特徴は、農地
部分のみのデータであるが、国交省土壌図よりも大縮尺
で作成されているため分布状況が詳細に描写されている。
本研究では、農地部分には農水省土壌図を、農地以外に
は国交省土壌図を適用した土壌図を作成した。
土壌区分ごとの土壌係数について、谷山7)は、全国の
試験機関が実施した土壌環境基礎調査の定点1855地点の
データからノモグラフ法にて各土壌の土壌係数を算出し、
土壌統群別に整理している。本研究では、作成した土壌
図に谷山の整理したK値を付与して全道の土壌係数を設
定した（図-5）。
(4) 地形係数（LS ）
地形係数は斜面長係数Lと傾斜係数Sから成るが、地形
係数LSとして一体的に扱われることが多い。USLEの定
義では、斜面長と勾配により数式にてLSを算出すること
としているが、対象斜面は様々な形状をしており、かつ

起伏があることから、斜面長や勾配を一意に決定するこ
とは困難である。そこで、本研究では、複雑な地形条件
に対応するため、USLEの定義によるLS値との相関が高
いストリームパワー理論8)、9)による以下の式により算出
することとした。
LS = 1.4(As/22.13)0.4(sinβ/0.0896)1.3
As： specific catchment area
β：勾配（度）
上記式のAs、βともDEMデータからグリッドごとに設
定する値で、手計算で決定することは困難であり、GIS
の機能を利用することが前提となっている。ここで、As
は任意のグリッドに流れ込むグリッドの面積をグリッド
幅で除した値である。DEMデータは、対象斜面の設定
で利用した10mメッシュ標高データを用いた。図-6に地
形係数の全道分布を示す。普通畑の多い地域で値の高い
地域は、網走、上川南部、羊蹄山周辺である。
(5) 作物係数（C ）と 保全係数（P ）
作物係数（C ）を付与するための土地利用図は、国土
交通省より無償で提供されている国土数値情報の土地利
用細分メッシュデータを用いた。土地利用細分メッシュ
データの土地利用種別のうち、「その他の農用地」以外
には、渡辺10)が整理した値を適用した（表-1）。
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図-6 地形係数分布図
表-1 土地利用細分メッシュと既往研究の土地
利用種別の対応と作物係数
土地利用細分メッシュ
の土地利用種別
0≦K≦0.1
0.1<K≦0.2
0.2<K≦0.3
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0.4<K≦0.5
0.5<K≦0.6
0.6<K≦0.7
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図-5 土壌係数分布図
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田
その他の農用地
森林
荒地
建物用地
幹線交通用地
その他の用地
河川地及び湖沼
海浜
海水域
ゴルフ場

既往文献*のデータ
土地利用種別
田
－
広葉樹林等
野草地
一般住宅地等
道路
公共業務地
海・ダム・池など
裸地
海・ダム・池など
公園緑地

作物係数
0.01
－
0.005
0.05
0.01
0.01
0.01
0
1
0
0.02
*渡辺10)

「現在」
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図-7 作物係数×保全係数の分布図

「その他の農用地」には、普通畑、牧草畑、樹園地な
どが含まれ、地域により作付状況が異なるので、全道一
律に値を付与することはできない。そこで、市町村ごと
の作付状況を整理し、作付面積割合から市町村ごとの値
を算出した。市町村の作付面積は、農林水産省より公表
されている平成23年と24年の「農林水産統計公表資料
（北海道）」を北海道農政事務所のWEBサイトより入
手した。作物ごとの作物係数は、事業計画指針に整理さ
れている値を使用した。平成23年と24年で係数値の差は
ほとんどなく、市町村別の両年の平均値を「その他の農
用地」に付与した。
保全係数（P ）は、横畝栽培の場合における勾配ごと
の値が事業計画指針に整理されている。しかし、今回の
ような広域解析の場合、畝方向を特定することは困難で
ある。そこで、本研究では、農地では横畝と縦畝（もし
くは平畝）の割合が1対1と仮定した。横畝のP値は、谷
山7)が整理した値（P＝0.323）を用いると、縦畝はP＝1
なので、農地の保全係数は約0.66となり、これを「その
他の農用地」のP値として付与した。これ以外の土地利
用は、P＝1.0とした。
図-7に全道の作物係数×保全係数の分布図を示す。普
通畑の多い網走、十勝、上川、羊蹄山周辺で高い値を示
している。

「将来」

図-8 全道の土壌流亡量算出結果

「現在」の超過箇所
「将来」の超過箇所
（「現在」から追加となる箇所）
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図-9 土壌流亡量の予測値が許容流亡土量(10t/ha/y)
を超過している農地の分布

5. 結果と考察
(1)土壌流亡量予測結果と許容流亡土量の超過
前章にて検討したUSLEの各係数により、「現在」と
「将来」について、北海道全域の土壌流亡量を算出した
（図-8）。降雨量の増加による降雨係数の上昇のため、
オホーツク海沿岸など一部を除く北海道全域において土
壌流亡量が増加する結果となった。つぎに、このデータ
から農地部分を切り出し、許容流亡土量（10t/ha/y）を超
過している部分のみ表示すると図-9のようになる。許容
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流亡土量を超過している農地は、全道に分布していおり、
面積は「現在」が2,141km2、「将来」が2,527km2と約2割
増加する予測結果となった。とくに、十勝では超過農地
の増加が顕著にみられた。
(2)各係数の妥当性と課題
本研究では、保全係数について、水田以外の農地には、
縦畝と横畝が1対1の割合と仮定した値を一律で付与した。
しかし、実際には、許容流亡土量を超過するような地域
（例えば、網走地域など）では、横畝での耕作が推奨さ

れており、横畝の割合が高い可能性もある。例えば、許
容流亡土量を超過していた農地の保全係数に、谷山7)の
整理した横畝の係数値を入れると、許容流亡土量を超過
する農地は「現在」で835km2、「将来」で1,100km2と大
幅に少なく算出される。よって、谷山7)が指摘している
とおり、広域での評価では、畝方向の実態の把握が課題
となる。
また、土壌係数は、全国で実施された土壌調査の結果
から整理された値を付与したが、これが北海道の土壌の
実態を反映しているか未検証であり、今後の課題である。
地形係数は、USLEの定義とは異なる手法で算出した。
山間部は10以上の大きな値となっているが、農地
（「田」＋「その他の農用地」）では、約98％が10以下
の値となっており、別の手法による広域解析の結果11)と
係数値の範囲が一致しているので、今回の算出結果は妥
当と考えられる。
降雨係数は、USLEの定義に沿って算出された値との
相関をとっており、妥当と考えられる。作物係数は、地
域の実態を反映した値を設定できた。

6. おわりに
気候モデルによる降水量の予測値を利用し、USLEを用い
て北海道における将来の土壌流亡量を予測した。土壌流亡
量の算出にはGISを用い、広域解析における係数設定手法
を検討した。
土壌流亡量算出の結果、農地維持のために必要な許容
流亡土量を超過する農地が2割程度増加すると予測された。
USLEの各係数の設定手法には課題も残っているが、広域評
価の手法としては概ね妥当と考えている。
今回は、土壌流亡量の算出結果を小縮尺で表示している
ため、土壌流亡発生箇所の詳細は分かり難い。しかし、平均
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で3ha程度の小流域を対象に解析していることから、大縮尺
で表示して地形図等と重ね合わせれば、土壌流亡発生箇所
の詳細がわかるので、本研究の結果は、土壌流亡対策を実
施するための基礎資料になる。
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