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目　　　　　的

水道水中のトリハロメタン　THM　は､原水中に含ま

れるフミン質などの有機物を前駆体とし､浄水処理過程で

前塩素処理や消毒を目的とした塩素剤の添加によって生成

する｡水道水中に高頻度で検出されるTHMはクロロホル

ム､ブロモジクロロメタン､ジブロモクロロメタンおよび

ブロモホルムの4種である｡これらの物質は動物実験によ

り発ガン性があるまたはその疑いがあるとされ1)､それぞ

れの物質および総THM　上記4種のTHMの合計量)に

水道水質基準値が設定されている2)｡

1994年4月に厚生省は全国のTHMに係る要対策浄水場

を公表したが､北海道内では江別市上江別浄水場および4)

平町小平浄水場がそれに該当した｡北海道保健環境部(現

環境生活部)は水道水源保全対策の一環として､ 1995年か

ら1996年にかけ､上江別浄水場の水源である千歳川および

小平浄水場の水源である小平蘂川について､それぞれ

THM生成能(THMFP)に係る負荷量の把握を目的とす

る水道水源水質負荷調査を実施した｡本調査は､河川流域

についての水質･流量調査と､水道水源上流の土地利用状

況､人口､家畜頭数､工場･事業場などの実態を把握する

汚濁源調査からなる｡このうち当所では水質･流量調査を

担当し､千歳川流域についての調査結果は既に報告した3)｡

本報告では､主に､ 小平蘂川流域について1996年に実施し

た3回の水質･流量調査結果の概要について述べる｡

なお､小平町では給水栓水中のTHMについて年4～6

回の測定を行っているが､小平浄水場給水末端である小平

町鬼鹿支所の給水栓水中総THM濃度の､ 1991～1995年の

5年間における最高値は0.082mg/lであり､水道水質基

準値(0.1mg/1以下)に接近していた｡

方　　　　　法

1.調査年月日

現場確認のための予備調査および3回の水質･流量調査

は､次の年月日に実施した｡

予備調査:1996年4月26日､第1回調査:1996年6月6日､

第2回調査: 1996年7月30日､第3回調査:1996年10月1

日｡

2.調査地点

小平蘂川は､ 小平町を貰流して日本海へ注ぐ流程距離約

50km､支流を含む全流域面積が約450km2の河川であり､

上流には1992年に完成した小平ダムがある｡ 小平蘂川から

は小平浄水場のほか､ 小平町達布浄水場が水道原水を取水

している｡

水質･流量調査は小平ダム直下(ダムより約0.8km)

の滝下橋から小平浄水場原水取水点まで(流程距離約23.4

km)を調査範囲とし､小平蘂川流域全体を体系的に把握

できるよう､本流に5地点､流入する支流3地点の計8調

査地点を配置した｡それらの名称などを表1に､模式的な

位置関係を図1に示す｡なお､調査対象とした流入支流は､

調査範囲内で小平蘂川に流入する多くの支流のうち流域面

積が比較的大きなものの中から､流域の土地利用状況など

を考慮のうえ予備調査の際に選定した｡
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3.調査項目

水質測定項目は､ THMFP､ pH値､色度､濁度､大腸

菌群数､アンモニア性窒素､硝酸性窒素および亜硝酸性窒

素､鉄､マンガン､塩素イオン､過マンガン酸カリウム消

費量､化学的酸素要求量(COD)､全有機炭素(TOC)､

波長260nmにおける紫外吸光度(E260)の14項目であり､

これに河川流量を加えた計15を調査項目とした｡

図1　水質･流量調査地点模式図

表1　調査地点

4.調査方法

(1)試料の採取と水質分析:各調査地点における河川水試

料の採取は当所が行い､試料は保冷材入りクーラーボック

スで保冷して速やかに試験室に持ち帰り､分析に供した｡

ただし､ pH値の測定は試料採取直後に現地にて行った｡

THMFPに係る試験は､厚生省通知4)に準じて行った｡そ

の他の水質測定項目の分析.試験方法は､原則として上水

試験方法5)に準じた｡なお､色度およびE260の測定に際し

ては､高濁度の試料が多かったため､試料を孔径0.45μm

のメンブランフィルターでろ過した後のろ液について測定

を行った｡

(2)河川流量の測定:各調査地点における河川幅を測定し

たのち､適当間隔で河川流速および水探を測定した｡河川

流量は､それらの測定値を用いJISK00946)に基づいて算

出した｡流量測定点は原則として試料採取点と同一とした

が､原水取水点など技術的に河川流速などの測定が困難な

一部の調査地点については､近傍の橋上からこれを行った｡

なお､河川流速などの測定は､当所のほか､保健環境部環

境室環境整備課(現環境生活部環境室環境保全課)､留萌

保健所､留萌支庁および小平町が共同して実施した｡

結果および考察

1.水質･流量調査結果

第1回～第3回の水質･流量調査結果を､表2～表4に

それぞれ示す｡第1回調査時は､調査前日に少量の降雨が

あったが､当日は晴天であった｡第2回調査時は､調査当

日に相当量の降雨が認められた｡第3回調査時は､調査前

日､当日ともに降雨はなかった｡

(1)第1回調査:第1回調査における､最上流の本流調査

地点⑤滝下橋を起点とした流下距離と各調査地点の河川流

量および総THMFP負荷量との関係を図2に示す｡調査

地点⑤の流量は10.1m3/sec､近隣の支流河川などの流入

を受けた最下流の本流調査地点①小平浄水場原水取水点で
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は15.7m3/secと､流下にともない約1.5倍に増加した(図

2 A)｡本流各地点間の流量の増加は､区間距離は短いが

支流のうち比較的大きな下記念別川が流入する③中央橋-

④達布橋間で最大であった｡調査対象とした支流の中では､

⑧下記念別川の寄与が1.30m3/secと最も大きく､以下⑥

沖内川>⑦オトイチセゴロ川の順であった｡

小平蘂川本流の各調査地点における総THMFPは､上

流域の調査地点⑤および④でともに0.0532mg/lであった

が､ ⑧の流入を受けたのちの調査地点③で0.0704mg/lへ

と上昇し､最下流の調査地点①では0.0745mg/lと⑤の約

1.4倍となった｡各支流の総THMFPは､ ⑥で本流下流域

のそれと同程度であったが､ ⑦および⑧では､いずれも①

の値を上回る0.12mg/l程度の値であった｡

各調査地点の河川流量(m3/sec)と総THMFP (mg/l)

とを乗じ､総THMFP負荷量(g/sec)を算出した｡最上

流の本流調査地点⑤の総THMFP負荷量は､ 0.537g/sec

であった｡図2Bに示すように､流下とともに本流各地

点の総THMFP負荷量は増加し､ ①小平浄水場原水取水

点における総THMFP負荷量は1.170g/secとなった｡本

流各地点間の総THMFP負荷量の増加量は③-④間で特

に大きく､他の区間の増加量は微少であった｡調査対象と

した支流の中では､ ⑧の寄与が他の支流と比べ特に大きか

った｡

表2　第1回調査結果

表3　第2回調査結果

図2　第1回調査における各調査地点の河川流量(A)お

よび総THMFP負荷量(B)

(2)第2回調査:第2回調査における､最上流の本流調査

地点⑤を起点とした流下距離と各調査地点の河川流量およ

び総THMFP負荷量との関係を図3に示す｡ 小平川量水

流の流量は､調査地点⑤では12.2m3/secと第1回概況調

査時よりもやや大きな程度であったが､調査地点④まで流

下する間に25.7m3/sec～と大きく増加した｡　その後の流

下に伴って流量はさらに増加し､最下流の調査地点①では

42.4m3/secと､⑤の約3.5倍となった(図3 A)｡本流各
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地点間の流量の増加は④-⑤間で最大であり､次いで③-

④間が大きかった｡調査対象とした支流の中では､ ⑧の流

量が6.20m3/secと最大であった｡第2回調査は降雨の中

で実施したため､降水による増水の影響を受け､各調査地

点の流量は､第1回調査時と比べ本流下流域で約2.7倍､

支流においても2～5倍程度大きな値であった｡本流にお

ける④-⑤間の流量の増加量が他の区間と比べ著しく大き

かったが､これは付近の大量の雨水や沢水等の集水､流入

によるものと考えられる｡

図3　第2回調査における各調査地点の河川流量(A)お

よび総THMFP負荷量(B)

小平蘂川本流の各調査地点における総THMFPは､最

上流の調査地点⑤で第1回調査時の3倍を超える0.196

mg/lであり､流下に伴いやや減少したものの､最下流の

調査地点①においては0.182mg/lと⑤と大差はなかった｡

各支流の総THMFPを第1回調査時の値と比較すると､

3支流とも第1回よりも高く､特に⑥および⑦ではそれぞ

れ3.3倍および2.4倍に増加していた｡この調査時は降雨の

影響により､本流各地点における濁度はいずれも100度を

超え､第1回調査時の2倍以上の値であった｡また､支流

のうち⑥および⑦についてもその濁度は第1回調査時と比

べ著しく高い値を示し､増水により多量の濁質とともに

THM前駆物質も流入したと考えられる｡一方､支流⑧に

ついては､総THMFPおよび濁度とも第1回調査時より

も高い値を示したものの､その増加率は他の調査地点ほど

大きくはなく､総THMFPは本流よりも低い値であった｡

河川の増水により流域から供給されるTHM前駆物質量が

増加すると同時に､ある程度希釈の効果も働いた結果と考

えられる｡

最上流の本流調査地点⑤の総THMFP負荷量は､ 2.391

g/secで第1回調査時の約4.5倍の値であり､調査地点④

では5.140g/secと倍増した｡その後流下に伴い調査地点

③で6.247g/secと増加したが､ ③より下流域における増

加量はそれほど大きくはなく､ ①小平浄水場原水取水点に

おける総THMFP負荷量は7.717g/secとなった(図3 B)｡

この値は第1回調査時の約6.5倍､後述の第3回調査時の

約4倍である｡本流各調査地点の総THMFPの値には大

差がなかったため､河川流量の変化をほぼ反映した結果と

なった｡本流各地点間の総THMFP負荷量の増加量は､

流量の増加量が大きな④-⑤間で特に大きかった｡支流か

らの総THMFP負荷量の寄与は､第1回調査時と同様に､

⑧の寄与が最大であったが､他の支流⑥および⑦との差は

それほど大きくはなかった｡

表4　第3回調査結果

(3)第3回調査:第3回調査における､最上流の本流調査

地点⑤を起点とした流下距離と各調査地点の河川流量およ

び総THMFP負荷量との関係を図4に示す｡調査地点⑤

における流量は5.13m3/secであり､3回の調査のうち最

小であった｡流下に伴い調査地点④で6.97m3/sec､③で

は10.2m3/secと増加し､最下流の調査地点①では11.4

m3/secと⑤の約2倍となった(図4A)｡本流各地点間の

流量の増加は③-④間で最大であり､次いで④-⑤間が大

きかった｡調査対象とした支流の中では､第1回および第

2回調査時と同様､ ⑧の流量が1.10m3/secと最大であっ
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た｡第3回調査時における小平蘂川本流および支流の各調

査地点の流量は､いずれも3回の調査のうち最小であり､

第1回調査時と比べて本流下流域において約70%程度､支

流においても70～80%の値であった｡

図4　第3回調査における各調査地点の河川流量(A)お

よび総THMFP負荷量(B)

小平蘂川本流の各調査地点における総THMFPは､最

上流の調査地点⑤で0.194mg/lであり､調査地点④で

0.208mg/lに上昇したが､中流～下流域では0.16mg/l程

度に減少し最下流の調査地点①では0.167 mg/lであった｡

各支流の総THMFPは､ ⑧では本流各地点の約70%程度

の値を､ ⑥および⑦では本流下流域と同程度の値を示した｡

第3回調査時の総THMFPは､すべての調査地点におい

て第1回調査時よりも高い値であり､特に本流の各調査地

点では第2回調査時の総THMFPに近い値であった｡

最上流の本流調査地点⑤の総THMFP負荷量は､ 0.995

g/secであり､ ④では1.450g/secへと増加した｡その後

流下に伴って漸増し､最下流の①小平浄水場原水取水点に

おける総THMFP負荷量は1.904g/secとなった(図4 B)｡

本流各地点間の総THMFP負荷量の増加量は④-⑤間で

最も大きく､他の区間の増加量は微少であった｡本流各地

点における総THMFP負荷量は､第1回調査時の1.6～2.4

倍､第2回調査時の25～42%の値であった｡支流の総

THMFP負荷量は⑧>⑥>⑦の順であり､第1回および

第2回調査と同様､ ⑧の寄与が最大であった｡

2.汚濁源調査結果

水質･流量調査と平行して行われた汚濁源調査結果の概

要は次のとおりである｡小平蘂川本流の①小平浄水場原水

取水点よりも上流域における土地利用種別は､流域面積(約

415km2)の約95%を山林が占め､水田が4%程度､畑地

は0.4%に過ぎない｡本流の各調査地点間別では､図5に

示すように､下流域の①-②間および②-③間での水田面

積割合が比較的高く､流域面積の20～30%である｡調査対

象とした3支流では､ ⑦オトイチセゴロ川で水田の面積割

合が4.8%とやや高いものの95%は山林であり､ ⑧下記念

別川および⑥沖内川流域では山林面積が98%以上を占めて

いる｡

図5　調査対象流域(支流)または調査区間(本流)にお

ける土地利用状況

調査対象地域には牛350頭および豚390頭が飼育されてお

り､このうち､豚は本流流域の②-④間で飼育され､牛は

その約40%が調査地点⑤よりも上流域で飼育されている｡

また､ ⑦の流域で牛66頭､ ⑧の流域では牛3頭が飼育され

ているが､ ⑥の流域で家畜は飼育されていない｡

小平蘂川本流の流域人口は小平浄水場原水取水点よりも

上流部で約780人であり､その9割が①-④間の下流域に

集中している｡調査対象支流の流域人口は､ ⑦で約50人､

⑥および⑧ではそれぞれ10人程度である｡

調査対象地域は下水道未設置であり､合併または単独浄

化槽による生活排水処理人口は流域全体で約50人に過ぎな

いため､生活雑排水の大半は未処理のまま河川へ放流され

る｡また､当該地域には水質汚濁防止法上の特定事業場等

が二､三あるが､その排水を公共用水域には排出していな

いという｡

THMFPの負荷源は､特定負荷源および非特定負荷源

とに大別され､前者には下水､し尿､生活排水等に由来す

る生活系､家畜由来の畜産系および事業場排水由来の事業
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場系が､後者としては土地利用に基づく面源系がある｡上

記の汚濁源調査の結果を考慮すると､小平蘂川における

THMFPの負荷源は事業場系以外の3系からなり､中で

も面源系､特に流域面積の大半を占める山林に由来する負

荷が大きいと考えられた｡

3.総THMFPの流達負荷

3回の調査における､調査地点①小平浄水場原水取水点

の河川流量および総THMFP負荷量を100%とした場合の､

小平蘂川本流各地点の流量および総THMFPの負荷率と

最上流の調査地点⑤を起点とした流下距離との関係を図6

に示す｡また､調査対象とした支流からの総THMFPの

負荷率および未実測の総THMFP負荷率(調査対象支流

以外の寄与による総THMFP負荷量に相当する)もあわ

せて示す｡

図6　河川流量および総THMFP負荷量の負荷率

流量については､起点である⑤における負荷率が調査時

により約30%～65%と大きく異なっていたが､ ③における

負荷率は3回の調査ともに80%を超えており､ ①-③間の

流量の増加は3回の調査でほぼ同様の傾向であった｡調査

地点⑤および調査対象支流の流量の総和である実測流量は､

第1回調査で12.67m3/sec､第2回調査で22.71m3/sec､

第3回調査で7.26m3/secであり､流量に関する実測率は

それぞれ3.7%､ 53.6%および63.7%であった｡ 3回の調

査とも流量の未実測分は主に上流部の③-⑤間での流量増

加であった｡

総THMFP負荷量については､起点である⑤における

負荷率が第1回45.9%､第2回31.0%および第3回52.2%

と調査時により異なっていたが､ 3回の調査ともに調査地

点③における総THMFP負荷量は､流量と同様に①の80%

以上に達し､ ②では90%を超えていた｡また､ ①-③間で

の総THMFP負荷量の変化は流量の変化とほぼ等しく､

流程距離を考えると調査範囲の中で③よりも下流域での総

THMFP負荷は小さいことがわかる｡小平蘂川本流の各

調査地点間の総THMFP負荷率は､第1 回調査では③-

④間(31.6%) >①-②間(10.3%) >②-③間(7.2%)

>④-⑤間(5.0%)､第2回調査では④-⑤間(35.6%)

>③-④間(14.4%) >②-③間(11.3%) >①-②間

(7.7%)､第3回調査では④-⑤間(23.9%) >②-③間

(8.9%) >③-④間(7.9%) >①-②間(7.0%)の順で

あった｡先に報告した千歳川流域の場合には､上流部にお

ける総THMFP負荷率は下流の浄水場原水取水点の数%

に過ぎないが､千歳川中～下流域に広範囲に存在する水田

からの農業用水の放流により総THMFP負荷量が増加す

ること､特にしろかき時期に著しく大きな負荷があること

を確認した3)｡本調査では､しろかき時期の調査は実施し

なかったが､調査範囲内で水田面積の割合が比較的高い①

-②間および②-③間での総THMFP負荷はそれほど大

きくはなかった｡また､最上流の調査地点⑤における総

THMFP負荷率は①の30～50%程度の値であり､流下に

伴い支流の流人等により負荷を受けるものの､ 小平蘂川本

流の総THMFP負荷量は調査範囲内の上流域においても

低くはないといえる｡

調査地点⑤および調査対象支流の総THMFP負荷量の

総和である実測総THMFP負荷量は､第1回調査で0.818

g/sec､第2回調査で4.657g/sec､第3回調査で1.310

g/secであり､総THMFP負荷量に関する実測率はそれ

ぞれ69.9%､ 60.3%および68.9%であった｡実測した3支

流の総THMFP流達負荷への負荷率は､ 3回の調査とも

に(釣が最大であり､第1回および第2回は14%程度､第3
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回では7.5%であった｡ ⑧下記念別川および⑥沖内川の流

域はいずれも流域面積に比べ人口､家畜ともに極めて少数

であることから､雨支流河川の総THMFP負荷は､事実

上面源系のみに由来し､特に面積割合の大きな山林に依存

すると考えられた｡総THMFP負荷量についての未実測

分は､流量の場合と同様に上流部の③～⑤間での割合が大

きかった｡未実測の総THMFP負荷量の起源としては､

今回は調査対象としなかった支流河川などからの負荷､本

流の流下や降雨にともなう河川底質や周辺の山林土壌から

のTHM前駆物質の流出などが想定されるが､流域人口や

家畜頭数の分布を考慮すると､生活系および畜産系由来の

THMFP負荷は小さいと考えられる｡

4. THMFPと濁度との関係

TOCなど有機物の指標項目やE260は､ THMFPの推定

に有効であり､特にE260はTHM前駆物質量の指標となる

とされている7.8｡千歳川流域についての水質･流量調査

においても､E260とTHMFP､特にクロロホルム生成能

(CFFP)との間に強い正の相関が認められ､しろかき時

期に採取した高濁度の試料を除いた各試料のE260とCFFP

との間にはCFFP =0.8856× E260-0.0232 (相関係数

0.954)の関係式が得られた3)｡本調査において小平蘂川

流域から採取した各試料のE260とCFFPとの関係式を求め

たところ､ CFFP =1.402× E260-0･0012 (相関係数0.956)

が得られ､ E260の係数は千歳川の場合より約1.5倍大きかっ

た｡千歳川流域における関係式算出に用いた各試料の濁度

が30度未満であったのに対し､小平蘂川流域の各試料の濁

度は最高で120度であり､半数以上が50度を超えていた｡

E260の測定は水中に懸濁する粒子状物質を除去したのちに

行うため､ E260の係数の差は試料中の濁質に由来する

CFFPに基づくものと考えられた｡そこで小平蘂川本流か

ら採取した計15試料について濁度と総THMFPおよび

CFFPとの相関係数を求めたところ､それぞれ0.941およ

び0.955が得られ､この河川では濁質量とTHMFPとの関

係が密であることがわかった｡

小平蘂川本流河川水の濁度は､第1回調査時は39～70度､

第2回調査時は110～150度､第3回調査時には84～120度

の範囲にあった｡降雨による濁質の流入があった第2回調

査時は別として､晴天時の第1回および第3回調査時の濁

度は通常の河川としては非常に高い値である｡特に第3回

調査時には､最上流の調査地点⑤における濁度は､下流の

調査地点よりも高く､ 小平蘂川は本来的に混濁した状況に

あることがわかる｡先に示した濁度とTHMFPの関係を

考慮すると､調査地点⑤における比較的高い総THMFP

負荷率は濁度の値からある程度説明できる｡代表的な

THM前駆物質とされているフミン質は土壌由来の有機物

であり､ 小平蘂川のTHMFPが高い原因のひとつは､河

川水中に比較的多量に存在する土壌粒子等の濁質にあるこ

とが示唆された｡

なお､ 小平浄水場では､その水道水中総THM濃度の低

減化のため､数年前から活性炭処理を導入した高度浄水処

理を開始している｡

最後に､調査にご協力いただいた北海道保健環境部環境

室環境整備課(現環境生活部環境室環境保全課)､北海道

留萌保健所､留萌支庁および小平町水道事業の関係各位に

感謝いたします｡

要　　　　　約

小平蘂川流域について､ THMFPの負荷を把握するた

めの水質･流量調査を行った｡小平ダム直下の滝下橋から

小平浄水場原水取水点までの小平蘂川流域について実施し

た3回の調査により､調査対象範囲においては､ 1)最上

流の調査地点⑤においても総THMFP負荷量は下流部の

1/2程度であること､ 2)調査地点③中央橋よりも下流

域での総THMFPの負荷は大きくないこと､ 3)降雨時

には流域全体にわたり流量および総THMFP負荷量が著

しく増加すること､ 4)支流の中では下記念別川の寄与が

もっとも大きいことがわかった｡また､小平蘂川流域にお

ける総THMFP負荷には､流域面積の大半を占める山林

や周辺土壌に由来するTHM前駆物質の寄与が大きい可能

性が示唆された｡
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英　文　要　約

The surveys of water quality and waterflowrate

were made to estimate the loading of trihalomethane
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formation potential (THMFP) in the Obirashibe River

basin. On the surveys for three times over the Obirashibe

River basin, from Takishita bridge (Pt. ⑤) just below

Obira dam to the uptake point of Obira water purification

plant (Pt. ①) , the results were obtained as follows; 1) The

loading of THMFP at Pt.⑤ was about one half of that at

Pt.①. 2) The loadingofTHMFPin the downstream

area below Chuoh bridge (Pt. ③) did not share a large

portion of total loading. 3) Not only the water flow rate

but also the loading ofTHMFP were remarkably in-

creased by rainfall. 4) The loading of THMFP from Shi-

mokinennbetsu River was found to be largest among

three branches surveyed.

Key words : survey of water quality and water flow rate ;

loading of trihalomethane formation potential ; Obirashibe

River
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