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１．はじめに

　雪や雨などの降水粒子は、大気中に浮遊する
エアロゾルなどを取り込みながら落下するため、
大気の掃除機の役割を果たしている。その降水粒
子は、熱帯で降る一部の雨を除けば、地球上に降
るほとんどが雲内では氷晶過程を経て形成され、
雪として成長する。それが、落下の途中で融解す
ると地上では雨として認識され、融解せずにその
まま降ると雪と呼ばれる。つまり、雪も雨も雲の
中で降水粒子として形成される時には、同じ過程
を経る。降水粒子がエアロゾルなどを取り込む機
構としては、雲の中での粒子成長に伴う雲内過程
と、雲から出て落下する途中での雲底下過程とが
ある。雪は雨に比べて落下速度が小さいことと表
面積が大きいことから、雲底下過程でのエアロゾ
ルの捕捉率は雨より雪の方が大きい。
　しかしながら、酸性降水問題において雪と雨で
大きく異なるのは、雨は地表面に達すると同時に
流れ始めるのに対して、雪はある一定期間地表面
に堆積することである。その雪の堆積期間には乾
性沈着物も蓄積されるとともに、積雪粒子の変態
過程での化学物質の析出による融雪水の酸性化も
起こる。
　わが国の日本海側地域では、冬季降水のpHが低
く、化石燃料の燃焼に由来する酸性化寄与物質濃
度も高いことが報告されている１）－５）。さらに、融
雪時にはpHの低い融雪水が積雪から流去すること
も確認されている６）,７）。しかしながら、渓流水や
湖沼水が融雪時に一時的に酸性化する現象は、日
本ではこれまであまり報告されていない８）,９）。

　そこで、積雪地域の渓流水が融雪期に酸性化す
る現象を、カナダ東部や北海道などの寒冷積雪地
域での例を紹介するとともに、わが国の日本海側
地域で一般的な温暖積雪地域での研究結果を報告
する。

２．カナダ東部における渓流水の酸性化

　酸性降水の陸水生態系への影響が発現している
カナダ東部やスカンジナビアには、数多くの湖が
分布している。それらの湖は、その地質条件から
酸性降水に対する緩衝力が弱く、陸水のアルカリ
度も低い。さらに、降水の多くが雪としてもたら
され、ほぼ半年間も雪に覆われた後、融雪期に酸
性物質が集中して流出するため、湖水のpHは融
雪期に急激に低下する10）－14）。カナダ東部やスカ
ンジナビアで酸性降水問題が顕在化した理由は、
酸性化寄与物質の大気中への放出域と風系の影
響もさることながら、これらの地域では降水の多
くが雪としてもたらされ、融雪時に降雪よりもさ
らにpHの低い融雪水が流出する、いわゆる"acid 
shock"のためである。一方、日本では酸性の降水
が観測され、酸性降下物の量もカナダ東部などと
大差ないにもかかわらず15）、土壌の緩衝能が大き
く、陸水のアルカリ度も高いために、陸水生態系
への酸性降水の直接的な影響は顕在化していない
ものと考えられる。
　カナダ東部における湖のpHの長期的な変化の
例を図１に示す16）。これは、カナダ・ケベック州
のLaflamme湖からの流出量と流出水のpHを積雪
深の変化とともに示したものである。Laflamme
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湖流域では冬季には最深積雪深が１m前後にな
り、湖からの流出量は毎年融雪期にピークを示
す。それに対応するように、流出水のpHは融雪
時に急激に低下している。暖候季の流出水のpH
は６～７の値を示すが、融雪時には流出水のpH
が5.5以下に低下し、1981年には3.8まで低下して
いる。Laflamme湖近傍での鈴木ら17）の調査による
と、積雪下面から流出する融雪水のpHは、融雪
初期に大きく低下し、融雪最盛期には融雪水量が
日変化するのに対応して融雪水のpHも明瞭な日
変化を示す（図２）。さらに、融雪期を通してみる

と融雪水のpHはわずかずつ高くなっていく。同
時に調査した渓流水でも、融雪前にはpHが6.7前
後で安定していたのが、融雪流出の開始とともに
日変化をしながら低下し、融雪期の最低pHは5.11
となった。
　カナダ東部のオンタリオ州やケベック州の楯状
地には数多くの湖が分布している。オンタリオ州
には約16,000の湖が分布するが、そのうち約4,600
の湖がすでに酸性化の影響を受けているとみられ
ている14）。特に合衆国に接する南東部の湖で酸性
化の影響が大きく、オンタリオ州内6,325の湖に

図１　カナダ東部Laflamme湖からの流出量と流出水のpHの変化16)
.

図２　カナダ東部・ケベック市近郊における融雪水の流出量とpHの変化.
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ついての魚類の生息状況調査の結果、約21%の湖
では魚類が確認されなかった。湖水のpHが6.5以
下になると、孵化数が減少し始め、pH 5.0以下で
はほとんどの魚類が生存できなくなる18）。カナダ
東部における降水の酸性化、そして融雪水による
湖水の急激なpH低下は、湖の生態系に大きな影
響を及ぼしている。Beamish and Harvey11）によれ
ば、オンタリオ州内22の湖では、1960年代後半
に湖水のpHが年平均で0.16減少したと報告されて
いる。

３．北海道における渓流水の酸性化

　北海道は、カナダ東部などと同様に、冬季間に
は気温が零度を上回ることがほとんどなく、積雪
表面からの融雪が春先の融雪期になるまで起こら
ない寒冷積雪地域である。
　北海道における酸性雪に関する系統的な調査
は、北海道環境科学研究センターによって1983
年度から始められた。その調査結果によると、
札幌では1989年度以降に降水のpHが急激に低下
している19）,20）。これは、自動車のスパイク・タ
イヤの自主規制が1989年度に始まっていること
と対応する。1991年度にはスパイク・タイヤの
使用が法的に規制されたが、それによって札幌
における大気中のアスファルト粉塵が減少し、
結果としてnssCa2+ 沈着量も減少し、降雪のpHが
低下したと考えられる21）。1983年から1987年ま
で環境庁（現　環境省）により実施された第一次酸
性雨対策調査の結果、日本海側の地域では冬季
に降水のpHが低下することが多く、非海塩起源
のnssSO4

2－ 濃度も冬季に高くなることが明らか
となった22）。また、北海道内78地点における積
雪調査の結果、日本海側の地点で積雪のpHが低
く、非海塩起源のnssSO4

2－ 濃度は高いことも報告
されている23）。

　このように、北海道の積雪中にも酸性化寄与物
質は多く沈着しているにもかかわらず、渓流水が
融雪期に酸性化するという現象の報告例は多くな
い。石狩川支流雨竜川の源頭部渓流で、融雪期の
渓流水のpHが流量の日変化と明瞭な鏡像関係を
示し、流量の増加時にpHが低下することが報告
されている24）。また、日本海側のダム湖でも融雪
期にはわずかな酸性化が観測され、同時に湖水中
へのアルミニウムの溶出も報告されている25）。

　寒冷地域での渓流水を継続的に調査することの
困難さのためか、または、土壌の酸に対する緩衝
能が高く、カナダ東部などのように明瞭なpH低
下が観測されないためか、北海道における渓流水

のpHに関する研究は極めて少ない。短期的な成
果を上げることのみに囚われずに、長期的な視野
に立った調査研究も推進すべきであろう。

４．わが国の温暖積雪地における渓流水の
　　酸性化

４.１　温暖積雪地と寒冷積雪地
　東北地方の温暖積雪流域において、渓流水の水
質を継続して調査した結果、融雪期には他の季節
に比べて、渓流水のpHが明瞭に低下しているこ
とが観測されたので報告する。温暖積雪地とは、
雪の降る冬季間にも、気温の一時的な上昇や降雨
によって、積雪表面で融雪が頻繁に起こる地域を
温暖積雪地と呼ぶ。一方、寒冷積雪地では、冬季
間には気温が零度を上回ることはほとんどなく、
そのため積雪表面からの融雪は起こらず、積雪深
が増加を続け、春先に集中的に融雪が進行する。
そのため、寒冷積雪地では、降雪や乾性沈着に
よってもたらされた化学物質が、融雪期まで積雪
中に蓄積され、融雪時に集中的に流去する26）。し
かしながら、温暖積雪地では、冬季間にも融雪が
頻発し、降雪・融雪を繰り返す７）。そこで、本章
では温暖積雪地における渓流水の水質の季節変化
を明らかにし、融雪期の渓流水の酸性化をもたら
す融雪現象について考察する。
４.２　研究対象地域の概要と研究方法
　研究対象流域は会津高原を北流する阿賀野川
支流阿賀川のひとつの源流域である。対象流域の
面積は0.14 km2で、流域の標高は745 mから910 m
の、北西から南東方向に流路を持つ細長い流域で
ある。流域の概要と渓流水の観測方法は前報８）,９）

に示すとおりである。また、気象観測方法や降
水、積雪、融雪水の調査方法はSuzuki26）や鈴木27）

と同様である。
４.３　寒候期と暖候期の渓流水質の差異
　渓流水質の変動について、1991年12月1日か
ら1996年11月30日までの５年間のデータに基づ
き報告する。なお、12月1日から翌年の11月30日
までを水年とし、たとえば、1991年12月1日から
1992年11月30日までを便宜的に1992（水）年と呼
ぶ。研究対象流域において月降水量が最低とな
るのは、平年値では4 月であるが、融雪期のため
河川流量は最大となる。4 月に次いで11月の月降
水量が少なく、河川流量も低下するため、11月
と12月の間で水年を区切るのは妥当と考えられ
る。新井28）も、わが国の積雪地方では10月ないし
11月の末日で水年を区切るのが適当であるとし
ている。
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　研究対象期間に採取した渓流水の電導度、
pHおよび陰イオン濃度を、採取時の流出高と
ともに図３に示す。図３で「冬」と表示した期間
は、1991年12月9日～4月8日、1992年12月12日～
1993年4月10日、1993年12月17日～1994年4月
18日、1994年12月6日～1995年4月17日および
1995年12月7日～1996年4月26日であり、これら
の期間を本稿では寒候期と呼ぶ。各年の寒候期の
開始日と終了日は、積雪期間と降雨による洪水と
の兼ね合いから決定した。なお、陰イオンのうち
SO4

2－ については、後述のようにCl－ の変動ときわ
めて相関が高いため省略した。
　渓流水のpHの値は時々刻々変動しているが、
HCO3

－ 濃度の変動と概して良く調和している。ど
ちらも、寒候季に低く暖候季に高くなるような年
変化を示す。研究対象流域では、各融雪期におけ
るpHの低下が顕著である。暖候季の洪水時にも
一時的に渓流水のpH低下が観測されているが、
寒候季には比較的長い期間pHが低下する。しか
しながら、1993年寒候季にはpHの低下する頻度
が、他の年の寒候季に比べて少なくなっている。
これは、1993年の少雪と冬季間に度々観測され

た融雪の影響と考えられる。融雪が起こらなけれ
ば、降雪によってもたらされた化学物質は積雪中
に保存される26）。ところが、頻繁に融雪が起こる
と、化学物質が積雪中に蓄積されず、融雪水がよ
り酸性化する機構が働きにくくなる29）。そのため
に、1993年融雪期は渓流水のpH低下量が小さい
と考えられる。それに対して、積雪量が多く融雪
期の流出高も多い1996年寒候期には、渓流水の
pH低下が顕著である。このことから、わが国の
渓流水においても融雪時にpHが低下し、一時的
に酸性化していることがわかる。
　電導度もHCO3

－ 濃度の変動傾向と同じような変
動をするが、融雪期にはHCO3

－ 濃度が低く電導度
が高くなることがある。この際にはCl－ 濃度が増
加している。各融雪期とも渓流水中のCl－ 濃度が
増加し、他の季節に対する差異が明瞭である。
  渓流水中のNO3

－ 濃度は、低水時にはきわめて低
濃度であるが、融雪時や暖候季の洪水時には濃度
が高くなる。森林に覆われ土壌層の発達した流域
では、大気中からや降水によってもたらされた窒
素は、植物によって吸収されたり脱窒されたりす
るため、比較的深い地中を経由する低水時の渓流

図３　渓流水の電導度，pHとCl- ，NO3
- ，HCO3

- 濃度および
採水時の流出高の変化.
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水に、NH4
+ やNO3

－ が溶出することは少ない。と
ころが、多量の降雨により、表層の土壌中を通過
した速やかな水の移動があると、渓流水中のNO3

－ 

濃度が高くなる。
４.４　融雪による渓流水の酸性化
　研究対象期間の5 冬季のうち、1993年冬季は最
も暖冬少雪傾向にあった。そのため、1993年冬
季は温暖積雪地における冬季の渓流水質の特徴
を示すと考えられる。1992年12月12日から1993
年4 月11日までの、流出高、水温および気温を１
時間値で、日降水量は気温３℃を閾値とした雨
雪判別により、さらに毎日9時の積雪深の変化を
図４に示す。1993年冬季は、12月下旬や1月上旬
にも一時的な融雪が起こり、流出高が増加してい
る。さらに、2月5日、6日には東日本以西が移動
性高気圧に覆われ、6日には調査地の日最高気温
が15.8℃に達した。7日にかけても気温が低下せ
ず、午前中に日最高気温17.6℃を記録した。その
後、低気圧に伴う寒冷前線が調査地を通過した
ため、気温が急激に低下し、初めは降雨で次第に
降雪に変わった。2月6日、7日の高温に伴い融雪
が起こり、7日午後に渓流水のピーク流出高0.35 
mm/hを記録した。その後は冬型の気圧配置とな
り、気温が比較的低温のうちに経過し、流出高も

漸減傾向にある。2月17日、18日は低気圧通過に
伴う気温の上昇と降雨、2月22日にも低気圧通過
に伴う気温の上昇によって、それぞれ融雪が起こ
り、渓流水の流出高が一時的に増大している。3
月3日から7日にかけては移動性高気圧に覆われ
て、日中の気温が高くなり、流出高も日変化を示
している。その後は一時冬型の気圧配置となり、
本格的な融雪が始まるのは3月21日以降である。
以上のように、温暖積雪流域である対象流域で
は、積雪期間にも一時的な昇温や降雨があり、融
雪による流出高の一時的な増加が頻発する。
　図４と同じ期間の渓流水の電導度、pHおよび
陽イオン、陰イオン濃度の変動を流出高とともに
図５に示す。2月6日、7日の融雪時には、渓流水
の電導度が増大し、7日午後にピーク流出高を記
録した際には、渓流水のpHが5.63まで低下した。
HCO3

－ 濃度も76.3μeq/lまで低下し、出水前の値か
ら約4割まで減少した。陽イオンも概ね減少して
いるが、Cl－ 、NO3

－ 、SO4
2－ 濃度は増加している。

イオン濃度の増減量からみて、渓流水のpH低下
は、HCO3

－ 濃度の減少とその他の陰イオンの増
加に起因していることがわかる。これは、アメ
リカ東部の湖の融雪期における酸性化が、アル
カリ度の減少とNO3

－ 濃度の増加によって説明で

図４　1992～93冬季の流出高，渓流水温，調査地における
積雪深，気温および降水量の変化.
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きる30）,31）ことと対応する。2月17日、18日の融雪
時にも渓流水質変動には同様な傾向が認められ
る。2月22日の流出高増大時には、渓流水質変動
の幅が、それまでよりも小さくなっている。さら
に、3月上旬の流出高が日変化を示す際には、渓
流水の電導度と陽イオンの変化が不明瞭になる。
これら融雪に伴う渓流水質の変動傾向が、時期に
よって異なることは、積雪中の化学物質濃度や、
積雪中での層構造の差異と関連することが考えら
れる。さらには、山体における水分貯留量の変化
によることも考えられる。
４.５　渓流水質の年変化
　これまで述べた、渓流水質の季節による差異を
明らかにするために、次に各水質要素の月平均値
を検討する。5水年にわたる渓流水質の調査結果
を月ごとに平均し、図示したのが図６である。月
降水量の平年値では、6月から9月にかけてが大
きなピークで、次いで1 月を中心とする降雪によ
るピークがみられる。本稿の研究対象期間でも、
夏季のまとまった降雨と冬季の降雪のふたつの
ピークが確認できる。それに対して、月流出高は
融雪期にピークを示し、夏季の降雨による流出高
よりも大きくなっている。
　通年でみると、渓流水の電導度とHCO3

－ 濃度の

相関係数が大きいことを前述したが、月平均値を
並べて図示すると、両者の変動がきわめてよく調
和していることがわかる。Cl－ とnssSO4

2－ は2月な
いし3月に濃度が高くなり、融雪の影響を受けて
いる。それに対してNO3

－ 濃度は、融雪期ととも
に夏季にもピークを示し、夏季の方が平均濃度は
高い。
　渓流水のpHはHCO3

－ 濃度と相関が良く、融雪
期に低pHとなり、夏季には高くなる。1996年
の融雪期には、研究対象の5  水年でpHの平均値
が最も低下しているが、これは本冬季の積雪量
が対象期間で最も多いことに関連している。一
方、1993年の融雪期には、他の年に比較してpHの
平均値の低下がわずかに小さいが、これは、1993
年の少雪と冬季間に度々観測された融雪の影響と
考えられる。融雪が起こらなければ、降雪によっ
てもたらされた化学物質は積雪中に保存される
26）。ところが、頻繁に融雪が起こると、化学物質
が積雪中に蓄積されず、融雪水がより酸性化する
機構が働きにくくなる29）。そのために、1993年融
雪期は河川水のpH低下量が小さいと考えられる。
　さらに、研究対象 5 水年の観測結果を月毎に平
均して図７に示す。月流出高は3月、4月の融雪
期に大きく、11月に最低となる。梅雨期や秋雨

図５　1992～93冬季の流出高と渓流水の電導度，pHおよび
イオン濃度.
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期の洪水は、時期が一定していないため、平均す
ると大きな月流出高にはならない。渓流水の電導
度は4月に最低となり、8月に最大値を示す。一
方、渓流水のpHは融雪初期に大きく低下するた
め、3月に最も低くなる。陰イオンの年変化は明
瞭で、渓流水のHCO3

－ 濃度は融雪期に低くなり、

夏季に高くなる。それに対して、渓流水のCl－ と
SO4

2－ 濃度は融雪期に高く、夏季に低くなる。ま
た、渓流水のNO3

－ 濃度は融雪期の増加よりも夏
季の増加の方が大きく、対象流域では土壌中への
硝酸性窒素の集積が、硝化バクテリアの活動が活
発な夏季に盛んであることを示すものと考えられ

図６　流出高，降水量，渓流水温および渓流水の電導度，
pH，陰イオン濃度の各月平均値変化.

図７　流出高および渓流水の電導度，pH，イオン濃度の月
平均値.
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る。
４.６　融雪水の酸性化現象
　渓流水質について暖冬少雪年の例として示した
1993水年について、融雪水のpHと電導度の変動
を日融雪水量とともに図８に示す。また、積雪水
量および積雪全層中のpHと電導度の変化も図８
に示す。前述のように12月11日から融雪水が観
測されているが、融雪水の採取は12月19日から
行った。図示した融雪水量の欠測期間中も融雪水
の採取は継続された。
　12月22日以降は、融雪水のpHは5以下の値を示
しており、2月6日に最低の値4.16を記録した。一
時的な融雪の際にはpHが低下し、それに対応し
て電導度が増加している。温暖積雪地域では一時
的な融雪が頻発するため、積雪中への化学物質の
蓄積がされにくく、融雪水の酸性化も起こりにく
いと予想された。しかし、10日以内の周期で融
雪が頻発しても、融雪水の電導度は増加しpHは
低下している。一時的な融雪の際の融雪水のpH
は積雪全層の値より低い値を示し、融雪水の電導
度は逆に積雪全層の値よりも高くなる。底面融雪
の場合には、必ずしもこれらの関係が成立しない
のは、底面融雪時には積雪の最下層でのみ融雪が
起こっているためである。融雪時に融雪水の電導
度は増加しpHは低下するのは、雪粒子の変態過
程での化学物質の析出によって説明できる。
　つまり、雪粒子が融解によってザラメ化する
過程で、次第に雪粒子の表面に化学物質が析出し

てくる32）。積雪粒子が融解・凍結を繰り返すたび
に、化学物質、特に硫酸イオンや硝酸イオンなど
の酸性化寄与物質が析出されることを、鈴木６）は
報告している。これは、純水と化学物質を含んだ
水の氷点の差異に起因する。つまり、再凍結時に
は純水から選択的に凍結するため、結果として雪
粒子表面に化学物質が析出することになる。積雪
全体の化学物質濃度よりも高濃度の融雪水が流出
し続けることにより、積雪全体の化学物質濃度は
融雪期に減少していく。そして、融雪末期には積
雪全体の化学物質濃度は低濃度になり、ある一定
の濃度で推移する26）。析出を繰り返しても、ある
一定量の化学物質は雪粒子内部に残存し、純水の
みによる粒子にはならないためである。
　融雪最盛期の融雪水の陰イオン濃度がいかに
変動し、融雪水の酸性化に影響を及ぼしているの
かをみるため、1993年3月の融雪水量、陰イオン
濃度とH+ 濃度、および陰イオン組成の変動を図
９に示す。融雪水量には明瞭な日変化が認められ
る。図９に示された期間中の降水量はそれほど多
くないが、3月7日、24日、28日、29日に降水が
観測されている。29日は降雪が主であるが、他
の日は降雨としてもたらされている。これらの日
の融雪水量のハイドログラフには不規則な変動が
みられ、降雨の影響が読みとれる。さらに、降
雨による融雪の際には陰イオン組成の変化も明
瞭である。3月7日、24日、28日には陰イオン総
量に占めるCl－ の割合が急減し、NO3

－ とnssSO4
2－ の

図８　1992～93冬季の積雪水量，融雪水量および積雪と融
雪水のpH，電導度の変化.
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割合が大きくなっている。これは、当該降雨中の
陰イオン組成において、NO3

－ とnssSO4
2－ よりもCl－ 

が少ないことに起因する。降雨による融雪の場合
には、降水中のイオン組成が融雪水のイオン組成
に直接影響を及ぼすことがある33）。

　3月14日と17日にも陰イオン組成の大きな変化
が観測されている。両日ともCl－ の占める割合の
減少と、NO3

－ とnssSO4
2－ の割合の増大が認められ

るが、濃度の変化には両日で差がある。14日に
はすべての陰イオン濃度が増加しながらも、陰
イオン総量に占めるCl－ の割合が減少している。
それに対して、17日にはCl－ 濃度が減少し、NO3

－ 

とnssSO4
2－ 濃度およびH+ 濃度は増加している。3

月8日から23日までの16日間は全く降水が観測さ
れず、3月14日と17日の融雪は気温の上昇と日射
による融雪である。3月14日の融雪は7日の降雨

に伴う融雪以降、1週間ぶりの積雪表面融雪であ
り、そのためにすべての陰イオン濃度とH+ 濃度
が増加したものと考えられる。17日のCl－ 濃度の
減少についてはその要因が不明である。その後
18日から24日までは、陰イオン濃度に明瞭な日
変化が認められる。
　3月19日の積雪調査から24日18時までは降水が
観測されていないので、この間の融雪水中の陰イ
オン濃度と19日の積雪全層中の濃度との比は、
融雪によるイオンの濃縮率となる。陰イオンの濃
縮率を図10に示す。いずれの陰イオンも積雪中
の濃度よりも融雪水中で高く、融雪の進行に従い
濃縮率は減少し、24日にはほぼ、1になる。最初
の濃縮率はNO3

－ 、nssSO4
2－ 、Cl－ の順で高く、それ

ぞれ7.7、7.2、4.0となる。Brimblecombe et al.34）や
Davies et al.35）も、Cl－ に比べてSO4

2－ 、NO3
－ で濃縮

図９　1993年３月における融雪水量，陰イオン濃度およ
び陰イオン組成.

図10　1993年融雪期における陰イオンの濃縮率の変化.
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率が大きいことを報告しているが、本研究でも同
様な結果となっている。
４.７　降水の化学特性
　研究対象流域では降水試料についても採取・分
析したが、1993年までは寒候期を中心に実施し
た。1994年1月から1996年5月までは、比較的短
い時間間隔で降水試料を採取したので、その結果
を報告する。1994年1月から1996年5月までの降
水中の電導度、pHおよびNa+ 、NO3

－ 、nssSO4
2－ 濃

度の変化を図11に示す。なお、Na+ 濃度とCl－ 、

Mg2+ 濃度は、それぞれ0.98、0.88と極めて高い相
関係数を示し、これら３種のイオンはともに海塩
起源であることがわかる。図11には海塩起源物
質の例としてNa+ を示したが、明瞭な季節変化を
示すことがわかる。つまり、Na+ を始めとする海

塩起源物質濃度は暖候季には低濃度となり寒候期
に高濃度になっている。調査地は日本海からも太
平洋からも離れた内陸部に位置するが、寒候期の
降水は海塩の影響を受けていることがわかる。冬
季降水中の海塩起源物質濃度は、降雪粒子を形成
する雲内の対流活動によって規定される１）,36）が、
内陸部に位置する本調査地でも冬型の気圧配置時
には海塩起源物質を多く取り込んだ降雪粒子がも
たらされている。一方、NO3

－ やnssSO4
2－ には明瞭

な季節変化は認められない。降水中の電導度は、
寒候期に海塩起源物質濃度が高くなることに対応
して、暖候季よりも寒候期の方がわずかに高い値
を示している。1994年と1996年の春に高いpHを
示す降水が観測されているが、特に寒候期に低
pHの降水が頻発する傾向は認められない。この

図11　1994年１月から1996年５月までの降水の電導度，pHおよび
　　　Na+ ，NO3

- ，nssSO4
2- 濃度の変化.

横棒は個々の降水の値を示し，棒の長さが採取期間を表す．○印は降水
量加重月平均値を示す．また，水色の背景は12月から３月を，黄色の背
景は４月から11月を表す．
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ことから、融雪期に河川水のpHが低下する現象
は、降水のpHの季節変動によるのではなく、融
雪現象に起因することがわかる。

５．まとめ

　渓流水の酸性化をもたらす融雪現象について、
カナダ東部や北海道などの寒冷積雪地域での研究
例を紹介し、温暖積雪地域における5年間にわた
る研究結果を報告した。
　温暖積雪地域では、冬季降水量の年々変動はそ
れほど大きくなくとも、冬季気温のわずかな上下
によって積雪量は大きく変動する。寒冬で積雪量
が大きい時には、温暖積雪地も寒冷積雪地のよう
に、積雪中への酸性化寄与物質の蓄積が十分にな
され、前述の1996年融雪期のように渓流水のpH
低下が顕著である。一方、暖冬少雪年には融雪期
の渓流水のpH低下が緩和される。温暖積雪地域
では、冬季気温変動が積雪量に影響を及ぼすのみ
ではなく、融雪期の渓流水のpH変動にも関わっ
ていると言える。
　「Acid shock」による渓流水の酸性化は、カナダ
東部、スカンジナビアなどのような寒冷積雪地
域特有の現象ではなく、わが国の本州の日本海側
地域に広く分布する温暖積雪地域でも、融雪期に
は一時的にせよ発現していることが明らかになっ
た。積雪下面から流去する融雪水のpHの値はカ
ナダ東部やスカンジナビアの場合に匹敵するが、
流域内の土壌層の酸緩衝能が高いために、渓流水
となるまでの地中の流下過程で中和され、渓流水
のpHはそれほど低下しているわけではない。し
かしながら、冬季の北西季節風による酸性化寄与
物質のわが国における沈着量が、顕著に減少する
ことは期待できない現状では、今後とも、積雪地
域の渓流水がさらに酸性化しないという保証はな
い。渓流水質のモニタリングを今後も継続すると
ともに、降雪－積雪－融雪－渓流の水循環過程で
の化学物質の挙動に関する定量的な議論を行うこ
とが必要である。
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