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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みられる朱太

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は大きかった。比負荷量に違いが

みられたのは、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。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10倍であった。 
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1. はじめに 

 北海道沿岸では、日本海側を中心に磯焼けが発生して

いる 1）。磯焼けとは、浅海の岩礁域においてコンブな

どの海藻の群落が、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）。磯焼けの原因には、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）。磯焼けは海藻の消失だけで

なく、海藻の群落を生息の場とする魚類やウニなどの減

少につながるため、漁業に大きな影響を与えている 3）。 

磯焼け対策の1つとして、森林などの陸域から河川を

通して供給される物質に着目した研究が行われている。

特に森林土壌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 3）。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 4）ため、農地流域からもフルボ酸鉄

が河口、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河川の水質分析を行

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。 

 

2. 調査地の概要 

北海道稚内市を流れる声問川、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。表－1 には、各河川における流域面積

（km2）、流域内の土地利用状況（％）および土壌分布

状況（％）を示した。声問川および増幌川河口では磯焼

けは大きな問題となっていないが、朱太川および天野川

の河口沿岸域では磯焼けの被害が顕著である。これら沿

岸域では人工的に窒素成分などの施肥やウニを除去する

などの磯焼け対策が行われている。 

 流域に占める森林の割合は天野川で大きく、天野川流

域では全ての採水地点において森林の割合が90％以上で

あった。流域に占める農地の割合は、声問川で大きく中

流域から下流域にかけて30％で推移した。朱太川および

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。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、声問川および増幌川では泥炭土がみられた。

泥炭土の分布割合は声問川で19％、増幌川で3％であっ

た。朱太川および天野川流域では、黒ボク土が分布して

おり、朱太川下流地点で13％、天野川で15％であった。 

河川名 
流域面積 

（km2） 

土地利用状況（％） 土壌分布状況（％） 

森林 農地 その他 褐色森林土 黒ボク土 泥炭土 その他 

声問川 270 50 30 20 67 1 19 13 

増幌川 120 61 20 19 78 0 6 16 

朱太川 362 74 16 10 70 13 0 17 

天野川 297 91 5 4 75 15 0 10 

表－1 調査流域の概要 
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3. 調査時期 

 4つの河川について、平水時および出水時に流量観測

と水質分析を行った。平水時、出水時の調査は、各河川

ともに平成25年10月から平成26年11月の間に4回ずつ行

った。流量観測時には、徒歩またはボートにより水深を

測定し、電磁流速計で流速を測定した。その時、表層水

を採水し水質分析に供試した。 

 

4. 水質分析の項目 

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5）に準じた。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0.45μm）で濾過を行い、

濾液100mlを陰イオン交換樹脂を詰めたカラムに流した。

カラム内を蒸留水で洗浄後、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。 

 

表－2 水質分析の項目と分析手法 

 

5. 結果と考察 

（1）全有機態炭素、全窒素 

 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傾向があ

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い。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以下を仮

に基準値とすると、平水時の声問川、増幌川はこの値を

超えていないため、水質が悪化している状況ではない。

一方で朱太川、天野川の平水時の全窒素は、最上流地点

からほぼ一定の値で推移した。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、全窒素の濃度に影響を与えていると

推察される。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、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0.7～1.2 mg L-1であった。

この原因として、同じ森林流域であっても流域内の広葉

樹や針葉樹などの割合に違いがあることが考えられるが、

明確な理由は明らかとなっていない。 

各河川の採水地点における比流量と全有機態炭素、全

窒素の比負荷量との関係を示した（図－3、4）。各河川

ともに比流量が 0.025m3 s-1 km-2 以下は平水時の値を示し

ており、0.025m3 s-1 km-2 以上は出水時の値を示している。 

図－3、図－4 から各河川ともに比流量の増加に対し

全有機態炭素、全窒素比負荷量は増加していることが分

かる。このことから、各河川の全有機態炭素、全窒素比

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。そのなかで朱太川、天野川の全有機態炭素、

全窒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、

増幌川の全有機態炭素、全窒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可能性がある。  

図－1 採水地点における全有機態炭素・全窒素濃度 

（平水時） 

図－2 採水地点における全有機態炭素・全窒素濃度 

（出水時） 

分析項目 分析手法 

全有機態炭素 赤外線式TOC自動計測法 

全窒素 紫外線吸光光度法 

全リン 吸光光度法 

フルボ酸鉄 ICP発光分光分析法 
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図－3 全有機態炭素の比負荷量と比流量との関係 

図－4 全窒素の比負荷量と比流量との関係 

 

（2）全リン、フルボ酸鉄  

全有機態炭素、全窒素と同様に全リン、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－5、6）と比流量に対する比負荷量との関係（図

－7、8）を示した。図－5 では平水時の全リン、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。声

問川、増幌川では下流側で高い値となり、特に声問川で

この傾向が強かった。声問川の全リンの値は「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以下を仮の基準値とすると最下流地点でこの値

を超えるまで高くなった。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が、

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 0.23mg L-1と比較すると同程度であった。声問川

のフルボ酸鉄濃度は、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るといえる。朱太川、天

野川の全リンおよびフルボ酸鉄は声問川と比較すると低

い値であり、下流側で濃度が高くなるという傾向もみら

れない（図－5、6）。 

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相関はなかった（図－7、8）。

フルボ酸鉄の比負荷量は、平水時の比流量が小さいとき

に高く、出水時の比流量が大きいときには低くなった。

図－5、図－6 からもフルボ酸鉄の濃度は天野川では平

水時と出水時のフルボ酸鉄は同程度であったが、他の 3

河川では出水時の方が低い値となっていることが分かる。

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 1)。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るという様子はなかった。 

  

図－5 採水地点における全リン・フルボ酸鉄濃度 

（平水時） 

 

 

図－6 採水地点における全リン・フルボ酸鉄濃度 

（出水時） 

 

図－7 全リンの比負荷量と比流量との関係 
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図－8 フルボ酸鉄の比負荷量と比流量との関係 

 

（3）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－9、10）。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

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

違いがみられ、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 10 倍であり、磯焼けのみ

られる河口と比較すると多かった。 

図－9 最下流地点の物質流出量（平水時） 

 

 

 

 

 

 

 

図－10 最下流地点の物質流出量（出水時） 

                              

6. まとめ 

 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みられる朱太川および天野川に

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。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。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

て声問川および増幌川で高い値となった。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

10倍であった。ただし、比負荷量の増加の要因が流域

内の土地利用状況による影響が大きいのか、土除分布の

影響が大きいのかは明らかに出来ていない。今後、精査

をしていく必要がある。 
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