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ただいまご紹介にあずかりました、村山でございま
す。今日はよろしくお願いいたします（図－1）。
今日のお話は（図－2）、まず、水環境保全チームの

研究概要ということで、全体概要と各研究テーマにつ
いて説明し、各研究テーマでは溶存酸素改善技術につ
いて少し詳しく説明いたします。そして、最後に今後
の展望をお話しします。
皆さんご存じのとおり、北海道は積雪寒冷地として
過酷な気象条件下にある一方で、豊かな自然環境を有
しており、それを踏まえた取り組むべき課題を整理し
ました（図－3）。
まず、①として、北海道特有の課題解決に貢献する
ことが必要であり、例えば積雪分布の高精度化や、融
雪・流出モデルの開発を行っています。
②としては、自然環境と調和した基盤整備の実施に
貢献することで、例えばサケ等の生息・産卵環境を考
慮した河道掘削技術の開発を行っています。
③としては、行政ニーズや情勢変化に的確に対応す
ることが必要であり、気候変動への対応やグリーンイ
ンフラの推進に寄与していきたい考えです。そして、
これらの研究は、北海道はもとより、他の同様な地域
への活用を図っていきたいと思っています。

水環境保全チームでは、このような背景を踏まえ、
河川・湖沼の水環境管理、生物生息環境の保全、総合
土砂管理、水資源管理など、いろんな分野の研究を行
っており、今年度は11本の研究を実施しています。
具体的な研究は（図－4）、黄色で示した11本であり、
その内、左1列の5本が主要研究であり、一番柱となる
研究です。その右の1本が重点研究で、右2列の5本が
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基盤研究です。
それでは、各研究テーマを説明します（図－5）。
まず、背景としては、積雪寒冷地では、水資源を融
雪水に依存しているため、春にはダムに水をためる必
要がありますが、一方でこの時期は融雪出水にも備え
る必要があり、難しいダム運用が求められます。この
ため、精度の高いダム流入量予測が必要であり、その
予測にあたっては、精度の高い積雪分布が必要となり
ます。
調査としては、航空レーザー測量を行っています。
左上の写真で、標高が低い所を「樹林帯」、それより
標高が高く、風が強くて木が生えていない所を「高山
帯」と定義します。左下のグラフは、横軸が標高で縦
軸が積雪深であり、調査は4回行っていますが、樹林

帯ではきれいな線形関係となっています。一方、高山
帯では、雪が風で吹き飛ばされたりする影響で線形関
係にはなりません。そこで、右下に示した「地上開度」
という指標を用いると、右上のグラフのように地上開
度と積雪深が線形関係となります。
この研究成果を用いると、標高や地上開度から積雪
深を容易に推定することができます。また、これとは
別に、基盤研究では、人工衛星画像から導かれる雪の
面積と、ダム流入量の間にも相関があることが確認で
きています。今後は、ダムの流入量予測を行いますが、
今年度から人工知能を活用した予測も開始したところ
です。
次は（図－6）、サケの生息・産卵環境の保全にあた
り、河川改修や河道の維持管理で、どのようなことに
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配慮すれば良いのかという視点で研究を行っていま
す。
右上の写真は豊平川ですが、下流から上流に入り組
んだ「くぼ地」（楕円で囲まれた部分）のことを「ア
ルコーブ（alcove）」と呼んでいます。その上流に掘
削路を造成して通水すると、左上のグラフのように細
粒分の厚さが5cm以下に減少し、左下のグラフのよう
に産卵床が増加しました（棒グラフの一番右）。
その後、出水の影響で掘削路が埋まってしまいまし
たが、その時の産卵床の状況が右上の写真です。閉塞
前は青丸で閉塞後は赤丸ですが、産卵床が半分程度に
減少しました。そして、閉塞前は上流側に産卵床が集
中していましたが、閉塞後は下流側に偏っています。
これは、閉塞前は掘削路を通して水の流れがあったの
で、その流れに刺激されて上流側に産卵が偏ったので
はないかと考えています。
また、右下の実験は、河川を部分的に拡幅した時に、
どのように河床が変わるのかという実験です。この実
験は、拡幅の幅を複列砂州領域にして、拡幅部の流れ
方向の延長をいろいろと変えて、実験を行いました。
結果としては、増水後の水位低下とともにアルコーブ
が形成される場合があることが確認できました。
このほか、豊平川の工事では、サケの生息を考慮し、
部分的に浅い水深を確保できるような断面で掘削する
ことも、今年から始めています。
次の研究では（図－7）、河川流域の土砂移動を考え

る際、下流に堆積した土砂が、上流域のどこからやっ
てきたのかが分かれば、土砂の計画も立てやすくなる
ので、下流に堆積した土砂を採取し、放射性同位体濃

度の分析及び解析を行って、その生産源を推定する手
法を開発しています。左上の写真が、放射性同位体の
濃度を測る装置です。また、この研究は、主に沙流川
流域を対象に行っています。
まず、放射性同位体濃度との関係が強い「地質区分」
を作成しますが（図－8）、①流域内の72サンプルの土
砂を採取して放射性同位体の濃度を測ります。次に②
地質図の「地質区分」を時代別や岩石別などいろいろ
変えてみます。そして①と②を統計解析し、両者の関
係が一番強い組合せを見いだしますが、その時の「地
質区分」が上の図です。なお、途中の過程で関連性が
薄い放射性同位体は除外されています。結果的には、
3つの放射性同位体から、流域の土砂生産源を6つに区
分できます。
次に（図－7）、左下の図は、土砂生産源の寄与を求
める概念図です。三つの軸は放射性同位体濃度で、具
体的には鉛212、アクチニウム228、カリウム40の濃度
です。赤い点が下流の堆積土砂を示しています。
例えば、この赤い点が生産源3の領域に属している
とします。しかし、見た目では生産源1までの距離と
生産源3までの距離は同じくらいに見えるので、これ
では赤い点が生産源3に属していることが分かりませ
ん。そこで、それぞれの距離をそれぞれの生産源のば
らつきの程度で割ります。これが「マハラノビスの距
離」です。このように評価すると、生産源3までのマ
ハラノビスの距離が生産源1よりも近くなり、生産源3
の影響が強いことが分かります。このマハラノビスの
距離をdとすると、それぞれの生産源の寄与は、dの
逆数に比例すると仮定したものが左下の式です。

図－7 図－8
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今回の土砂生産源は右上の図（先ほど図－8で求め
たもの）ですので、この式を用いて土砂生産源の寄与
を求めると、右下のグラフのようになり、それぞれの
土砂生産源の寄与率が分かることになります。なお、
以前は0.5mm未満の粒径で分析が可能でしたが、現在
では9.5mmまでの粒径で分析が可能となっており、例
えばシシャモの産卵床に適した粗砂や細礫の生産源も
推定できることになります。
次の研究の前に（図－9）、底層溶存酸素量の環境基
準を説明します。この基準は、底層を利用する水生生
物の保全を目的としており、環境基準の生活環境項目
となっています。
この環境基準が設定されると、類型指定を行います。
類型指定とは、具体的な水域にこの環境基準を当ては
めていく作業ですが、それはまだ行われていない状況
です。BODで言うと、河川の上流がAAで、その下流
がAなどと決めていくのが類型指定です。今後、この
類型指定が決まると、その次は具体的な対策が求めら
れることになるものと思われます。
次に、溶存酸素の消費と硫化水素の生成について説
明します（図－10）。まず、酸素は好気性細菌が有機
物を分解することで消費されます。この消費が進んで
酸素が十分でなくなると、今度は嫌気性細菌が活動し、
硫化水素が発生します。ここで、硫化水素の中の硫黄
は、どこからやってくるのかというと、海水中の硫酸
イオンや、プランクトンの死骸などに含まれています。
これが研究の概要です（図－11）。酸素を吹き込む

と、まず、左上に示した反応が起きて、有害物質であ
る硫化水素が固体の硫黄となって析出し、その後、溶

存酸素は少しずつ増加していきます。
現在、網走湖において現地実験を行っており、左
下の写真が酸素供給装置です。この装置は、直径3m、
高さ3m程度の大きさで、吐出量は120m3/hです。そ
の仕組みは、まず酸素を圧縮して20%から90%まで濃
度を上げて、この装置の中で水に溶け込ませてから網
走湖に入れていきます。そうすると、右上のグラフの
ように溶存酸素が増えていきます。なぜ、上下に乱れ
ずに水平方向の改善が図られるのかというと、酸素を
気体の状態で入れ込むと泡の影響で乱れが発生します
が、本実験では高濃度の酸素を、完全に水に溶かして
から入れ込んでいるので、このようにきれいに溶存酸
素が増加します。
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次は（図－12）、魚類の遡上や産卵環境を保全する
ため、河川構造物周辺における魚類の行動を把握する
研究です。これは「バイオテレメトリー技術」と呼ば
れており、魚類に超音波発信器を付けてその行動を把
握します。左下は美利河ダムでの調査事例ですが、サ
クラマスの幼魚がダム湖内をさまよったり、支川や魚
道に行ったりする行動を把握することができます。
そのほか、「魚カウンター」という計測器があり、
電極棒を等間隔に置き、魚が通過すると通電して検知
するものですが、これを用いると何匹遡上しているの
かなど魚類の数を把握することができます。右下の図
ですが、このように魚類に関して「バイオテレメトリ
ー技術」で行動を把握し、「魚カウンター」で数を把
握し、「産卵床調査」で産卵状況を把握して、この3点
セットで実態の把握を行っているところです。
主要研究以外の継続研究については、ご紹介のみと
させていただきます（図－13）。
次は、今年度からの新規です（図－14）。河畔林の
伐採で切り株を残すことがありますが、4年で10m以
上に成長するケースもあります。そこで、切り株の再
萌芽を在来腐朽菌、つまりキノコのようなもので抑制
する技術を開発しています。
右上の写真のように、腐朽菌が感染することで、枯
死が進行します。枯れるメカニズムとしては、腐朽菌
が感染すると、セルロース等が分解され、最終的には
樹皮近くの導水管が破壊されて、枯れていきます。
研究の流れは、まず、在来腐朽菌を採取して、どの
ような菌がいるかはDNA調査を行います。それを木
片に接種し培養して、木材分解能力を試験します。そ

して、実際の切り株に適用していくという流れです。
培養する技術は北大と連携し、現場としては北海道開
発局の名寄河川事務所、池田河川事務所、札幌河川事
務所と連携して調査を実施しています。
次も、今年からの新規ですが（図－15）、山地上流
域でどれだけ土砂が生産されて、どのように流出する
のかは、意外とよく分かっていないため、土砂の定量
評価と連結性評価を行っています。
現地調査やリモートセンシング、他機関の既存デー
タなどを活用して解析することで、土砂生産や流出量
を評価します。また、右の図ですが単なる傾斜だけで
はなく、地質条件等も踏まえた土砂の流れ易さ、すな
わち「土砂連結性ポテンシャル」を評価して、モニタ
リング手法を提案します。
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次も新規です（図－16）。北海道胆振東部地震で発
生した崩壊地は、全体で6,300箇所を超え、厚真町だ
けでも4,300箇所を超えました。そこで、中長期的な
視点に立ち、崩壊土砂の再移動、つまり二次移動を把
握することを目的に、インターバルカメラで斜面の連
続監視を行っています。
まず、右上の写真ですが、左の写真は日高幌内川で、
基盤岩の風化観測を行っています。これまでの状況と
しては、ぼろぼろと風化した岩が転がる様子などが観
察されています。中央の写真が東和川で、崩壊斜面の
土砂の挙動を観測していますが、今のところあまり大
きな変化は無い状況となっています。
右の写真が厚真川で、浮遊土砂の流出特性を把握す
るため濁度観測を行っており、右下のグラフのように、
降水量と水位と濁度の関係など出水時の挙動を調査し
ているところです。
今後の展望ですが、まず、この5年間の北海道の状
況の変化を整理しました（図－17）。
平成26年には、道内で初めて大雨特別警報が発表さ
れましたが、この頃はまだ、気候変動の影響を示すた
め、全国ではこれまで50mm/h以上の雨が年々増加し
てきたという表現が用いられましたが、北海道では
30mm/h以上でしか語れませんでした。しかし、平成
28年になると空知川等の堤防が破堤し、令和元年には
岩見沢で100mm/h近くの集中豪雨が発生するように
なり、ここ数年で、状況が一変しました。
このような北海道の状況変化を踏まえ、今後の展望
ということで、研究の方向性を研究分野別に整理して
みました（図－18）。
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やはり、北海道においても、気候変動の影響が今後
いろいろと懸念されるため、気候変動や防災面を考慮
した展開へと、研究テーマをシフトしていく必要があ
るのではないかと考えています。
最後に、良好な水環境の実現に向けて、今後どうす
るのかということですが、ここでは、「水質保全」を
イメージして広い視点で考えてみました（図－19）。
まず、行政の役割としては、これまでの環境管理施
策を着実に継続するとともに、気候変動など今後の情
勢変化に応じた施策を展開していく必要があるように
感じます。
また、これらを支える技術研究開発の推進が必要不
可欠であり、まさに、これこそが我々研究所の役目で
あると思います。
加えて、これまでのように、例えば、「単に規制を
守れば良い」という受け身の姿勢ではなく、企業や地
域、住民など様々な主体による自主的な取組を社会全
体で進めていくことが重要であり、これらをセットで
進めていくことで、良好な水環境が実現していくので

はないかと思っています。
以上で私の発表を終わらせていただきます。ご清聴
ありがとうございました。
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