
鵡川河口沿岸における融雪出水時の水質と植物プランクトンの変化について
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１．はじめに

　北海道太平洋側に位置する鵡川沿岸は、一級河川で
ある鵡川や沙流川が流入する開放性の砂浜域である。
本沿岸域は陸域からの栄養塩と漁場の底質材料の供給
があり、全国的にもウバガイ（地方名；ホッキガイ、
Pseudocardium sachalinensis）などの好漁場となってい
る。一方、出水時には浮遊土砂を含む濁水が海域を広
範囲に拡散する。このことは本沿岸域に生息する多く
の生物に影響を与えると考えられ、2001年９月の台風
15号に伴う出水時には、ホタテ養殖に被害を及ぼし１）、
それ以降は養殖事業が中止された事例がある。このこ
とから将来にわたり安定した漁業生産を維持するため
には、陸水が沿岸の水域環境に及ぼす影響について解
明することが求められる。
　これまでの著者らによる本沿岸の調査から、夏季は
水中において密度成層化が進み表層部で栄養塩枯渇状
態となっている。表層の栄養塩枯渇は夏季出水により
解消されるが、濁水により一時的に海中の光量が減少
し、基礎生産が低下することが明らかになっている２）。
また、著者ら３）は周年で最も生産性が高い春季におい
ても調査を実施し、融雪出水と春季のプランクトンブ
ルームの関係について考察している。本資料では、本
沿岸域の融雪出水時の基礎生産構造と植物プランクト
ンの群集構造について、未発表データの考察も含めて
観測結果を示し、基礎資料として提供するものである。

２．融雪出水時の状況

２．１　現地観測方法

　本沿岸の出水時には、写真－１のように濁水が拡散
する。このため観測位置は図－１のように鵡川河口か
ら Line1 ～ Line3の３測線を設定し、水深15m程度ま
での測点を設けた。水質等の観測は2012年融雪出水時
の５月１日、５月10日、５月28日に実施した。この時
の鵡川の流量変化を図－２に示す。
　観測内容は、表－１のとおり水質、植物プランクト
ンなどの調査を行った。また、方法はバンドーン採水

器により多層の採水を行い水質分析および植物プラン
クトンの試料とした。

写真－１　出水状況（2012年４月25日撮影）

図－１　調査位置図

図－２　鵡川流量（2012年　融雪出水時）

技術資料
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表－１　主な調査項目（鵡川沿岸）

図－４　σt の時系列変化（融雪出水時，St.2-3）

図－３　St.2-3の水温，塩分，栄養塩，濁度，Chl-a の鉛直分布

（左：５／１、中：５／ 10、右：５／ 28）

２．２　観測結果

　観測結果として基礎生産構造、植物プランクトン出
現数、種組成について以下に示す。
２．２．１　融雪出水時の基礎生産構造

　融雪出水時の基礎生産の変化を図－３に示す。これ
は St.2-3における各観測日の水温、塩分、栄養塩、ク
ロロフィル a（Chl-a）などの鉛直分布を示している。
　５月１日は融雪出水の影響により下層に対して表層
の塩分の低下が見られる。また、１m付近の濁度が大
きい。これは出水により濁質を多く含んだ淡水が海域
に拡散したと考えられ、これは融雪出水ピークから流
量の減少に伴って小さくなっていることがわかる。こ
れについては栄養塩も同様であり、例えば表層の溶存

態無機窒素（DIN）は５月１日に比べ10日、28日と減少
している。また、前述の表層の濁度によって補償深度
（一般に植物プランクトンが光合成で増加できる光量
が届く深さ）も陸水の影響が小さくなると深くなって
いることがわかる。
　５月１日、10日は濁度が高く補償深度が浅いが下層
において Chl-aは大きい。これは図－４に示すように
鉛直混合が要因として考えられる。この図は表層、中
層、低層の σt（密度）の時系列変化を示しており、層
間の密度差は小さく、表層冷却などにより全層で σt
が同値となっている。つまり、濁水による光環境の悪
化が生じているが、特に夜間などの表層冷却に伴う鉛
直混合が生じていることにより、栄養塩や植物プラン
クトンなども混合して基礎生産が高く維持されている
ことが考えられる３）。
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図－６　植物プランクトン出現種

（b）５／１０

（a）５／１ （c）５／２８

図－５　植物プランクトン細胞数

表－２　植物プランクトンの優占種

２．２．２　植物プランクトンの変化

　次に融雪出水時の植物プランクトンの出現数、種組
成および各観測日に採取された全体に対する優占種を
図－５、図－６、表－２に示す。
　図－５に示すように植物プランクトンの細胞数は融
雪出水時の５月１日には沿岸から沖合まで（St.1-2、
St.2-3、St.3-4）のすべての位置で植物プランクトンが
多くなっている。その後の５月10日、28日と減少傾向
である。なお、本調査の前年である2011年９月の夏季
出水時は63×10３細胞数 /L程度３）であり、同じ出水時
であっても融雪出水時の方が多くなっている。これは
前述したように基礎生産構造として融雪出水時に高い
生産性を維持していることに起因すると思われる。
　図－６の種組成の変化は、５月１日は沿岸から沖合
まで珪藻綱の Chaetoceros radicansが優占し、２番目

に Chaetoceros compressumとなっており、本海域の全
体がChaetoceros 属に覆われていることがわかる。
　この９日後の５月10日では珪藻綱の Thalassiosira 
pacificaが優占しており、特に水深６m以浅の沿岸
（St.1-1、St.1-2、St.2-1、St.2-2、St.3-1、St.3-2）でこの
割合が大きいことがわかる。水深６m以深では５月
１日に優先した種も見られるが割合は小さくなってお
り、渦鞭毛藻綱の Heterocapsa rotundataや珪藻綱の
Thalassionema nitzschioidesなどが出現している。
　５月28日はSt.1-2ではChaetoceros radicansが優占し、
その他の割合も多く多様性が伺える。St.3-4では再び
Chaetoceros compressumと Chaetoceros radicansが優占
していた。
　このように融雪出水時の約１ヶ月の短期間に植物プ
ランクトンの種組成や優占種が大きく変化しており、
これらの生息場には、河口からの距離や水深との関係
性が示唆された。また、栄養塩量によって植物プラン
トンの種組成が変化することが考えられる。
　このことから次章において群集解析を行いこれらの
関係性について考察する。
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３．水質と植物プランクトンの関係

３．１　群集解析（クラスター解析）方法４），５）

　水質および植物プランクトンの調査結果を用いて群
集解析による類型化を行い関連性の検討を行った。
　群集解析には様々な多変量解析手法があり、今回は
クラスター解析を用いた。クラスター解析は各測定し
たデータの組を似た者同士の組（群）に分類することを
目的とした方法であり、「類似度指数」を元に分類す
るというのが代表的な方法である。本論では、類似度
指数の算出についてはWhittaker の百分率類似度、
連結方法についてはUPGMA平均連結法（非加重連結
方法、Mountford の平均連結法）を用いた。
　クラスター解析の大まかな手順は次のとおりである。
　手順１） 対象間の類似度行列を作成する。
　手順２） 類似度の最も高い対象同士を統合し、新し
　　　　　い群とする。
　手順３）�新しい群と他の対象との類似度を計算する。
　手順４） 手順１）～手順３）を繰り返し、幾つかの群
　　　　　として分類する。
　Whittaker の百分率類似度 PSは、Renkonen 指数、
Czekanowski 指数、Bray-Curtis 指数とも呼ばれ、種
組成の重なり合いの度合いを示したものである。これ
はサンプルサイズが異なる場合でも適用可能であり次
式によって表される。

ここで NA、NBはサンプル A、Bの全個体数、niA、niB

はサンプル A、Bにおける種 iの個体数を表し、この
類似度指数 PSは０～１の値をとる。
　UPGMA平均連結法は、２群間の距離がそれぞれの
群に含まれる地点相互間距離の平均で与えられ、どの
類似度指数を用いても整合的であり、下式で表される。

dhkは群 i,� jから結合された群 kと新たな別の群 hの類
似度、dhiは群 hと群 iの類似度、dhjは群 hと群 jの類
似度を表し、qh, qi, qj, qkは群 h, i, j, kの地点数を示し
ている。得られた結果はデンドログラム（樹状図）で表
現される。

３．２　群集解析結果

　上述したクラスター分析方法で2012年融雪出水時の

表－３　解析に用いた水質項目

図－７　水質クラスターのデンドログラム

水質および植物プランクトンの類型化を行い関連性の
検討を行った。各解析結果を以下に示す。
３．２．１　水質のクラスタリング

　調査で得られた水質データは20項目であるが、水質
項目の内、重複などを避けて表－３の項目を解析対象
とした。具体的には全窒素（T-N）は、全化合物として
の窒素であり、硝酸態窒素（NO3-N）や亜硝酸態窒素
（NO2-N）などを含むため、全窒素（T-N）を解析対象か
ら除外した。また、本解析は水質と植物プランクトン
の関連性の検討を行うことが目的であるため、水質項
目として Chl-aは植物プランクトンの総量を表す指標
であることから解析から除外した（表－３）。
　水質についてクラスター解析を行い、５つのクラス
ターに分類した（類似度0.891）。その結果を表－４、
図－７に示す。
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Ｄ群ではいずれも海水性の種であり、Ａ群は
Chaetoceros radicansが約８割、Chaetoceros compressum
が約１割を占めていた。Ｂ群は、Thalassiosira pacifica
と Chaetoceros radicansで約５割を占め、一方、Ｄ群
は Thalassiosira pacificaが約８割を占めていた。Ｃ群
は渦鞭毛藻綱が多く出現し Heterocapsa rotundataが約
３割を占めていた。
３．２．３　水質と植物プランクトンの関係性

　水質と植物プランクトンの各クラスターの空間分布
を模式図として図－９に示す。水質と植物プランクト
ンのクラスターの空間分布は類似した傾向にあり、水
質の１、２群には植物プランクトンのＡ、Ｃ群、４、
５群にはＤ群が対応していることがわかる。
　５月１日は融雪出水により栄養塩が海域に供給さ
れ、沿岸から沖合の St.3-4表層まで水質クラスターが
１群となり、St.3-4下層は栄養塩が小さい２群となる。
植物プランクトンは海域全体で Chaetoceros radicans
を主体とするＡ群となる。St.3-4の表層（１群）と下層
（２群）が異なる水質クラスターであっても、植物プラ
ンクトンは同一クラスター（Ａ群）であるのは、融雪出

　各クラスターの特徴として、１群はNO3-Nや SiO2-Si
の値が大きく、２群は栄養塩類が小さい、４群は３価
鉄が大きく、５群はNH4-N、NO2-N や SS が大きい傾
向となった。
３．２．２　植物プランクトン群集のクラスタリング

　植物プランクトンについても同様にクラスター解析
を行い、４つのクラスターに分類した（類似度0.358）。
その結果を表－５、図－８に示す。
　各クラスターの特徴として、主な出現種は、Ａ、Ｂ、

表－４　クラスター別の水質平均値 表－５　クラスター別の主な出現種

図－８　植物プランクトンのデンドログラム
図－９　水質、植物プランクトンの各クラスター空間

分布　　　　　　　　　　　　　　
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Chaetoceros radicansが優占する群により構成さ
れ、Thalassiosira pacificaや有殻渦鞭毛藻綱の
Heterocapsa rotundataが優占する群が一時的に出
現した。

３）�本調査においては水質と植物プランクトンのクラ
スター空間分布は似た傾向にあり、調査時期、調
査地点の水深、鵡川河口からの離岸距離により、
水質と植物プランクトン種組成の関係性を概ね説
明できた。
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水前に生ずる春季ブルームにおいて海域全体で
Chaetoceros属が優占するためであると考えられる。
　５月10日は沿岸側の水質が４、５群となり、これに
伴って植物プランクトンがＤ群に変化したと考えられ
る。また、沖合でＣ群が発生している。これらのメカ
ニズムは不明であるが５月３日から６日まで降水があ
ったことから、雨水により表層の塩分低下なども要因
の可能性があると思われる。
　また、融雪出水の終盤である５月28日は、陸水の影
響が小さくなり２群がSt.2-3と St.3-4の表層、中層で見
られ、植物プランクトンは沖合でＡ群、沿岸はＢ群と
なっていた。
　上述のように水質と植物プランクトン関係について
は、各クラスターで概ね説明できることがわかった。

４．まとめ

　当海域の融雪出水時における基礎生産構造および植
物プランクトンの群集構造に関する調査・検討結果を
示した。主要な結論を以下に示す。
１）�融雪出水時の基礎生産構造は、出水に伴う栄養塩
供給により植物プランクトンが増殖する。出水と
同時に濁水により下層水域で光量不足となるが夜
間の表層冷却に伴う鉛直混合によって基礎生産が
維持される。

２）�融雪出水時の植物プランクトンは、主に珪藻綱の
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