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　流域内に農地や泥炭土が分布している声問川、増幌川と河口沿岸域で磯焼けの見られる朱太川、天
野川において流量観測および水質調査を行った。結果、同じ比流量であっても声問川、増幌川では、
全有機態炭素、全窒素および全リンの比負荷量が大きかった。比負荷量に違いが見られたのは、流域
内の土地利用状況や土壌分布状況の違いによるものと推察された。農地流域では、流域内に森林しか
含まない自然流域と同程度以上のフルボ酸鉄が流出していた。また、自然流域で泥炭土が分布する河
川からもフルボ酸鉄の流出が確認され、泥炭土からのフルボ酸鉄の供給があると考えられた。フルボ
酸鉄の濃度は特に平水時において声問川および増幌川で高い値となった。最下流地点における声問川
の平水時でのフルボ酸鉄の流出量は、朱太川の2倍、天野川の12倍であった。

《キーワード：磯焼け；腐植性土壌；フルボ酸鉄》

　Discharge measurements were taken and water quality surveys were done on the Koetoi and 
the Masuhoro rivers, whose catchment areas include agricultural land and areas of peat soil 

（Group 1）, and on the Shubuto and Amano rivers, whose coastal zones near the river mouths 
have undergone "sea desertification" （Group 2）. The measurements and surveys found that the 
water quality load per area for total organic carbon, total nitrogen, and total phosphorus were 
higher for the rivers in Group 1 than for the rivers in Group 2, even though the specific discharges 
of the four rivers were equal. It was estimated that the difference in water quality load per area 
for Group 1 and Group 2 was attributable to differences in land use and soil type distribution in 
the catchment areas of the two groups. The river water in the agricultural areas was found to 
have nearly as much iron fulvate as the water in a natural catchment area that has forests only or 
even more. Runoff of iron fulvate was found in a river in a natural catchment area distributed with 
peat soil; therefore, it was thought that the supply of iron fulvate was from the peat soil. The 
concentration of iron fulvate was high in the Koetoi and Masuhoro rivers at the normal water 
stage. The concentration of iron fulvate during the normal water stage at the downstream end of 
the Koetoi River was twice as high as that of the Shubuto River and 12 times as high as that of 
the Amano River.

《Keywords：sea desertification；humic soil；iron fulvate》
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１．はじめに

　北海道では、日本海側を中心に磯焼けが発生してい
る1）。磯焼けとは、浅海の岩礁・軽石域において海藻
の群落が、長期間にわたって著しく衰退または消失す
る現象のことである2）。磯焼け発生の要因には、人為
的要因として海洋汚染による富栄養化や著しい透明度
の低下、生態学的要因として海水温や栄養塩濃度の変
動などが指摘されている2）。これらが要因となって磯
焼けが発生し、拡大した無節サンゴモ群落がウニの摂
食圧などにより長期に継続すると考えられている3）。

　磯焼け対策の1つとして、陸域から河川を通して供
給される物質に着目した研究が行われている4）。特に
森林で形成される腐植物質と鉄の錯体であるフルボ酸
鉄はコンブなどの生長に貢献することが明らかにされ
てきた5）。腐植性土壌は森林だけでなく湿地や農地で
も形成されるため、農地流域からもフルボ酸鉄が河川
を通して河口、沿岸域に供給されていると考えられる。
　本研究では、フルボ酸鉄を中心に水質分析を行い、
陸域での土地利用状況や土壌の分布状況の違いが河川
に流出する物質に及ぼす影響を明らかにすることを目
的としている。

表－1　各河川の流域面積と土地利用状況
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５．結果と考察

５．１　各河川の水質濃度

　各河川の採水地点における全有機態炭素、全窒素濃
度を示した（図－1、2）。図－1は平水時の結果であり、
図－2は出水時の結果である。図の色の違いは各河川の
採水地点の違いを表しており、右にいくほど下流の調
査地点であることを表している。各河川とも最上流地
点は流域に森林しか含まない自然流域である。
　声問川、増幌川では下流側で濃度が高くなるのに対
して、朱太川、天野川では、最上流と最下流地点の濃
度の差は小さかった。声問川、増幌川の最上流地点に
おける平水時の全窒素は0.30 ～ 0.40mg L －1であった
が、流域に泥炭土や農地が分布する中流域では、声問
川で約3倍、増幌川で約2倍まで高まった。河川水質の
全窒素に明確な基準値はないが、「生活環境の保全に
関する環境基準（湖沼その2・第Ⅴ類型）」の1.0mg L－1

以下（平水時）を仮に基準値とすると、平水時の声問川
および増幌川ではこの値を超えていないため、中流域
から下流域での河川水質が悪化している状況ではな
い。朱太川、天野川の平水時の全窒素では、声問川と
比較すると最上流地点と最下流地点の変動は小さい。

２．調査地概要

　北海道稚内市を流れる声問川流域（声問川の支川ウ
ツナイ川）、増幌川流域、黒松内町を流れる朱太川流
域および上ノ国町を流れる天野川流域で調査を行っ
た。声問川、増幌川河口では磯焼けは大きな問題とな
っていないが、朱太川、天野川の河口では磯焼けの被
害がみられる。このことから朱太川および天野川の河
口沿岸域では過年度に人工的に窒素成分などの施肥や
ウニを除去する磯焼け対策が行われた。ウツナイ川を
除く各河川では、上流から下流にかけて複数の地点で
流量観測や採水作業を行った。表－1に、各調査地点
における流域面積（km2）、流域内の土地利用状況（％）
および土壌分布状況（％）を示した。地点名の数字が大
きいほど下流側の調査地点を表している。
　流域に占める森林の割合は天野川、朱太川で大きく、
増幌川、声問川は小さい。天野川流域では全ての採水
地点において森林の割合が95％以上であった。流域に
占める農地の割合は、声問川で大きく声問川③地点か
ら下流域では30％で推移した。増幌川の最下流地点で
は、農地の割合は23％であり、声問川、増幌川の農地
は牧草地として利用されている。朱太川、天野川流域
の最下流地点の農地割合は、声問川と比較して小さく、
朱太川で15％、天野川で3％であった。朱太川では、
農地は水田と畑作で利用され、天野川では主に水田と
して利用されている。
　流域に分布する土壌は、各河川ともに褐色森林土が
広く分布しており、声問川、増幌川では中流から下流
域にかけて泥炭土がみられた。泥炭土の分布割合は声
問川下流地点で19％、増幌川で3％であった。朱太川
および天野川では、黒ボク土が分布しており、その分
布割合は朱太川で13％、天野川で15％であった。

３．調査時期

　声問川での調査は、2011年度から開始し、他の3河
川については、2012年度から開始した。2011年度から
の2年間は河川の水質調査のみを行い、2013年度から
は各河川で流量観測の調査も行った。2011年度からの
5カ年の調査で平水時の調査は、声問川で4回、増幌川
で3回、朱太川で3回、天野川で4回行った。出水時（豊
水位以上）の調査は声問川で4回、増幌川で3回、朱太川、
天野川で5回行った。流量観測は、平水時の調査では
徒歩またはボートにより水深を測定し、流速は、電磁
流速計により流速測線鉛直方向に水深の2割、8割の位

表－2　分析項目と分析手法

置で測定した。出水時の調査では浮子を使用した。そ
の時、表層水を採水した。採水した試料水は保冷状態
で郵送し、速やかに分析を行った。

４．分析項目・分析手法

　水質分析の項目と分析手法を表－2に示した。フル
ボ酸鉄の分析方法は Igarashi らの方法6）に準じた。す
なわち、腐植物質と鉄の錯体であるフルボ酸鉄は負の
荷電を帯びているため、陰イオン交換樹脂によって交
換可能である。最初にメンブランフィルター（孔径0.45 
μm）で濾過を行い、濾液100ml を毎分5ml 未満の速さ
で陰イオン交換樹脂を詰めたカラムに流した。カラム
の内側を蒸留水で洗浄後、1M 塩酸40ml で鉄錯体を
溶出させ、ICP 発光分光分析法で定量した。
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図－1　全窒素・全有機態炭素濃度（平水時）

図－3　全リン・フルボ酸鉄濃度（平水時）

図－2　全窒素・全有機態炭素濃度（出水時）

図－4　全リン・フルボ酸鉄濃度（出水時）

河川での全リンの基準値はないが「生活環境の保全に
関する環境基準（湖沼その2・第Ⅴ類型）」の0.1mg L－1

以下（平水時）を仮の基準値とすると、声問川、増幌川
の下流地点でこの値を超えるまで高くなった。また声
問川のフルボ酸鉄は、最下流地点において他の3河川
と比較して高い値を示した。この値は過年度に道東の
ヤウシュベツ川で行われた6）フルボ酸鉄の濃度である
0.23mg L －1と比較すると同程度であり、磯焼けが大き
な問題となっていない道東地方の河川と同程度であっ
た。朱太川、天野川と比較すると声問川のフルボ酸鉄
濃度は、最下流地点で朱太川の5倍程度、天野川の10
倍程度高い値であった。出水時のフルボ酸鉄濃度は声
問川、増幌川では平水時と比較すると低い値（図－4）と
なっており、流量の大きい時に流出が大きくなるとい
う関係はなかった。これは、フルボ酸鉄は有機物を含
んだ腐植性土壌で生成されるため、土壌中の間隙水か
ら河川に流出する7）ことが影響していると考えられる。
声問川および増幌川ではフルボ酸鉄は平水時でも安定
的に河川に流出していた。朱太川、天野川の出水時の
フルボ酸鉄は、朱太川では下流側で濃度が高くなった
が、天野川では同程度から低い値であった。

朱太川、天野川では、流域に占める森林の割合が高く、
泥炭土の分布はない。このような土地利用状況や土壌
分布の違いが最下流地点における全有機態炭素および
全窒素の濃度に影響を与えていると推察される。出水
時の全窒素濃度は平水時と比較すると各河川で高くな
っており、声問川では1.0mg L －1を超えたが、最下流
地点では平水時と同程度であった。また、特に全有機
態炭素では流域に森林しか含まない最上流地点におい
ても各河川で濃度に違いがあった。道北地方の声問川
および増幌川では最上流地点の平水時の全有機態炭素
は、2.0 ～ 3.0mg L－1であったが、道南地方の朱太川、天
野川では0.7 ～ 1.2mg L －1と低い値であった。この原
因として、同じ森林流域であっても流域に占める広葉
樹や針葉樹などの割合に違いがあることが考えられる。

　全リン、フルボ酸鉄についても平水時、出水時にお
ける各河川の採水地点の濃度（図－3、4）を示した。図

－3から平水時の全リン、フルボ酸鉄は全有機態炭素、
全窒素と同様の傾向を示した。すなわち声問川、増幌
川では最上流地点と比較して下流側で濃度が高い値と
なったが、朱太川、天野川では濃度の差は小さかった。
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地だけが影響しているのであれば比負荷量も中流域か
ら一定となるはずである。しかし、フルボ酸鉄の比負
荷量は③地点以降も増加しているため、別の要因が影
響していると考えられる。これは声問川に分布してい
る泥炭土の影響と推察された。泥炭土の分布割合は下
流域で高くなっており、流域内の土壌が河川の水質に
影響を与えている可能性がある。泥炭土の分布がみら
れない朱太川、天野川ではフルボ酸鉄の比負荷量は声
問川と比較すると低い値となった。朱太川では、流域
内の農地割合が増加する下流側でフルボ酸鉄の比負荷
量が大きくなったが、農地の分布が少ない天野川では
最上流地点から最下流地点にかけてフルボ酸鉄の比負
荷量は一定であった。
　図－7、図－8には各河川の平水時における比負荷量
を自然流域、農地流域ごとに示した。図－9、図－10

は出水時の比負荷量である。自然流域は流域に森林し
か含まない最上流地点の結果であり、農地流域は流域
に森林と農地のみを含む地点（各河川の②地点）で、そ
の地点の比負荷量から自然流域の比負荷量を差し引く
ことで求めた。図－7、図－9に示したウツナイ川は、
声問川の支流で流域内には泥炭土が分布し、農地を含
まない河川である。泥炭土からの物質の流出特性を把

５．２　各河川の比負荷量

　各河川の採水地点における全窒素、フルボ酸鉄の比
負荷量を示した（図－5、6）。図－5は平水時の結果で
あり、図－6は出水時の結果である。比負荷量は、調
査地点の濃度に流量を乗じて求めた物質の流下量を流
域面積で除して求めた。平水時における声問川の全窒
素比負荷量は、調査③地点で高まり、③地点から下流
では同程度で推移した。声問川の流域に占める農地割
合は③地点で30％に達した後は、ほぼこの値で最下流
地点まで推移していることから、流域内に分布する農
地が全窒素の流出に一定の影響を与えていると考えら
れた。出水時においては声問川の③地点で全窒素比負
荷量が高まり同じ傾向であったが、最下流地点の比負
荷量は低い値となった。朱太川、天野川では流域に占
める農地の割合は声問川と比較して小さいが、中流域
から下流域にかけて農地が分布している。朱太川、天
野川の全窒素比負荷量は平水時、出水時においても中
流域から下流域で高まっていた。
　声問川のフルボ酸鉄比負荷量は、平水時および出水
時ともに下流側で高くなった。全窒素と同様に農地か
らのフルボ酸鉄の流出があると考えられるが、流域に
占める農地の割合は③地点以降30％で一定であり、農
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図－5　全窒素・フルボ酸鉄比負荷量（平水時） 図－7　自然流域の比負荷量（平水時）

図－6　全窒素・フルボ酸鉄比負荷量（出水時） 図－8　農地流域の比負荷量（平水時）
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握するために対照として、ウツナイ川で調査を行った。
　全窒素比負荷量は自然流域より農地流域で平水時、
出水時ともに大きくなっており、営農活動が影響して
いると推察された。フルボ酸鉄の比負荷量は、農地流
域で高い値を示す河川と低い値となる河川があるが、
農地流域からも自然流域と同程度以上のフルボ酸鉄が
流出していた。また、泥炭土が分布するウツナイ川か
らもフルボ酸鉄の流出があった。平水時では他の河川
と同程度の流出であり、出水時には他の河川以上の流
出があった。特に出水時において、泥炭土からのフル
ボ酸鉄の流出が大きいと考えられる。

そのなかで朱太川および天野川の全窒素、全有機態炭
素比負荷量の増加する割合は声問川や増幌川と比較し
て小さい。このため、同じ比流量であっても声問川、
増幌川の全窒素、全有機態炭素の比負荷量が大きくな
った。このような比負荷量の増加する割合に違いがあ
るのは、上記に述べたように各河川の流域内の土地利
用状況や土壌分布の違いが影響している推察される。
　全リン、フルボ酸鉄比負荷量と比流量との関係をみ
ると全リンの比負荷量は、比流量と正の相関がみられ
るが、フルボ酸鉄の比負荷量には比流量との間に相関
はなかった（図－15 ～ 18）。特に平水時の声問川・増
幌川のフルボ酸鉄の比負荷量は、比流量が小さいとき
に増加し、比流量が大きいときには低下した。このこ
とから、フルボ酸鉄の流出特性は、流域面積や流量と
は別の要因を受けていると考えられる。フルボ酸鉄は
腐植性土壌の中で形成されると考えられており、出水
時の表面流出では河川への流出は少ないと推察され
る。このため、出水時において顕著に流出する傾向は
他の物質と比較すると小さくなった可能性がある。フ
ルボ酸鉄は平水時と比較して出水時に顕著に流出して
いなかった。

５．３　比流量と比負荷量

　各河川の採水地点における比流量と全窒素、全有機
態炭素の比負荷量との関係を平水時および出水時ごと
に示した（図－11 ～ 14）。
　図から各河川ともに比流量の増加に対し全窒素、全
有機態炭素の比負荷量は増加していることが分かる。
これは平水時、出水時ともに同様であった。このこと
から、各河川の全窒素、全有機態炭素の比負荷量は流
量に対して一定の正の相関をもっていると考えられる。
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図－9　自然流域の比負荷量（出水時）

図－11　比流量と全窒素比負荷量（平水時）

図－10　農地流域の比負荷量（出水時）

図－12　比流量と全窒素比負荷量（出水時）
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図－14　比流量と全有機態炭素比負荷量（出水時） 図－18　比流量とフルボ酸鉄比負荷量（出水時）

図－15　比流量と全リン比負荷量（平水時）

図－16　比流量と全リン比負荷量（出水時）

図－13　比流量と全有機態炭素比負荷量（平水時） 図－17　比流量とフルボ酸鉄比負荷量（平水時）

図－19　最下流地点の物質流出量（平水時）

５．４　最下流地点の物質流出量

　平水時および出水時の各河川の最下流地点における
物質の流出量を示した（図－19、20）。声問川はここま
でみてきたように河川水中の物質濃度が高く、また流
量も他の3河川と同程度であるため、河口に供給され
ている物質の流出量は一番大きい。これは平水時であ
っても出水時であっても同様であった。増幌川も河川
水中の濃度は高い値を示したが、他の3河川と比較し
て流域面積が1/3程度と小さく、流量も小さいために
流出量をみると大きな値とはなっていない。逆に朱太
川は、流域面積が他の河川より大きく流量が大きいた
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図－20　最下流地点の物質流出量（出水時）

酸鉄の流出特性は、流域面積や流量とは別の要因を受
けていると推察された。調査最下流地点における声問
川の平水時でのフルボ酸鉄の流出量は、朱太川の2倍、
天野川の12倍であり、磯焼けの見られる河口域と比較
するとフルボ酸鉄のような鉄分の供給に違いがあった。
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めに、例えば全窒素の流出量は声問川と同程度であっ
た。フルボ酸鉄の流出量には違いが見られ、声問川の
平水時でのフルボ酸鉄の流出量は、朱太川の2倍、天
野川の12倍であり、磯焼けの見られる河口と比較する
と多かった。

６．まとめ

　流域内に農地や泥炭土が分布し、磯焼けの被害が少
ない声問川、増幌川と河口沿岸域で磯焼けの見られる
朱太川、天野川において流量観測および水質調査を行
った。声問川、増幌川では下流側で河川の水質濃度が
高くなるのに対して、朱太川、天野川では、最上流と
最下流地点の濃度の差は小さかった。各河川ともに比
流量の増加に対して全窒素、全有機態炭素および全リ
ンの比負荷量は増加した。このことから、各河川のこ
れら物質の負荷量は流量に対して一定の正の相関をも
っていると考えられた。そのなかで朱太川、天野川の
比負荷量の増加する割合は声問川や増幌川と比較して
小さいために、同じ比流量であっても声問川および増
幌川では、全有機態炭素、全窒素および全リンの比負
荷量は大きかった。このように声問川、増幌川におい
て比負荷量が大きくなったのは、流域内の土地利用状
況や土壌分布状況の違いによるものと推察された。
　農地流域では、流域内に森林しか含まない自然流域
と同程度以上のフルボ酸鉄が流出していた。また、自
然流域で泥炭土が分布する河川からもフルボ酸鉄の流
出が確認され、泥炭土からのフルボ酸鉄の供給がある
と考えられた。フルボ酸鉄の比負荷量は、比流量との
間に一定の傾向はなかった。フルボ酸鉄の濃度は特に
平水時において声問川、増幌川で高い値となり、出水
時には希釈されて濃度が低下していた。フルボ酸鉄は
有機物を含んだ腐植性土壌で生成されるため、フルボ
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