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極度に閉鎖的な水域の底質汚染－小樽運河の現状と環境改善について―
Sediment pollution in extremely closed water area of the Otaru canal, Hokkaido, Japan :
the current status and notions for the environmental improvement
仁科 健二
Kenji Nishina

Abstract
In order to understand the environment of the bottom sediments and water quality in the Otaru canal, The author
conducted the survey and study of geology, geochemistry, hydrology and oceanography. The hydraulics study suggested
that the estuary circulation system worked on the whole the canal area.

The sounding survey for the canal floor

topography revealed the presence of two basins that were isolated by the sills.

The bottom sediments were divided

into three clusters based on their characters, such as physical properties, acid-volatile sulfide (AVS) and ignition loss
(IL).

The cluster analysis clearly divided the sampling spots into three areas that were the area of polluted hypoxia,

the area of highly-polluted anoxia and the area of relatively good water condition.
main water way and the highly-polluted areas was farther from main water way.

The polluted area was nearby the
Two pollution area corresponded to

the two basins which were isolated from the water mass of the port side at the same depth of the canal side.

The

degree of pollution of each area was presumed to be restricted by the frequency and degree of the bottom water
flowing into the canal side. In addition, it was suggested by consecutive observation of the water temperature that the
isopycnic line in the port went up by Oceanic phenomena to cause the disturbance as seiche, internal wave, storm
surge and coastal upwelling.

Therefore, as a solution to prevent the water mass from hypoxia, the notion is suggested

that superintendent should dig trenches on the sills that block water exchange.

Due to this suggestion, high density

oxic water should reach to the canal whole floor.

キーワード：貧酸素水塊，酸揮発性イオウ，水温の急変，シル，エスチュアリー循環，セイシュ，内部波
Key words：Hypoxia, Acid-volatile sulfide（AVS）, Rapid changes of water temperature, Sills, Estuary circulation,
Seiche, Internal wave

Ⅰ

殖業の持続性上の問題となっており（サロマ湖：西浜・

はじめに

干川，1992；能取湖：浅見ほか，1995，など），その
沿岸の海域は陸域からの流入の負荷の影響を受けや

メカニズムについて検討がなされている（山本ほか，

すく閉鎖性の強い水域は汚濁が蓄積しやすい．水域で

2009；品田ほか，2011；奥村ほか，2011）．こうした

の有機物の蓄積はその分解の過程で水中の溶存酸素を

水産業としての場の利用だけでなく，観光や都市のア

消費するため，水中に消費量に見合う酸素の供給がな

メニティとして重要な水域も汚濁に関して課題を抱え

ければ酸素量は減少する．そして貧酸素の状態が著し

ている．小樽港の奥部にある小樽運河は，その歴史的

く進行すると多くの生物の生存が困難な無酸素状態に

な景観が石造倉庫群の景観とともに小樽観光のシンボ

なり，そうした水塊では酸素条件が回復した後でも生

ルとなっているが，流域の生活排水や産業廃水が流入

態系の回復に時間を要するなど漁業利用をはじめとす

することで汚濁が進行した時期があった．汚濁した水

る生態系サービスの低下が生じることになる．この半

質および底質環境に対して小樽市では下水道の整備，

世紀余りの間に世界中で貧酸素水（< 2 mgl ；Zhang

沈砂地の設置と定期的な浚渫，底泥の浚渫ならびに覆

et al., 2010）の出現する水域が増加・拡大し，また出

砂，および市民への啓発活動などの浄化対策がとられ

現する頻度と持続期間も増加している．その要因は

てきた（木下，1993）．しかし現在もなお，汚濁の地

-1

農地への施肥や生活・産業廃水によるところが大き

理的，港湾構造的な特徴（福山，1996）は存在し，7

く，さらに気候変化にともなうさらなる悪化も懸念さ

月から11月に底層で貧酸素水の発生が観測されている

れている（Diaz and Rosenberg, 2008）．北海道の沿岸

（大澤ほか，2011）．さらに夏季には水底からメタンガ

においても閉鎖性の強い海域で貧酸素水の出現が増養

スが発生し，時には悪臭が認められることもあること
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から，浄化に対する一層の取り組みが必要とされ，加

古発川の流量が0.56 m3s-1の時に，色内川は於古発川水

えて維持にかかる経費の縮減，効率的・効果的な管理

量の39％手宮仲川は9％であった（小樽市運河浄化対

方法が求められている．

策委員会，1998）．また，一之橋水路の港側に下水処
理場の放水路が配置されており，放流水の一部が水路

小樽運河の環境浄化のための提言を目的として，ま

を通じて運河内に流入している．

ず小樽運河の底質の状況を時空間的に把握し，その要
因について地形と水塊の密度条件から検討する．エス

Ⅲ

チュアリーの条件は多様で，季節的・空間的に状況や
プロセスが変化することもあり，一つとして同じ水域
はなく，同じ状況はない（Chapman and Wang, 2001）

Ⅲ．1

試料と方法

水理

2011年4月 か ら2012年3月 ま で 春・ 夏 は ほ ぼ 週1回，

とされるが，貧酸素水塊の形成と維持を強く規制する
要因は地形とおもに塩分条件にともなう外海との水の

秋季・冬季は月1回，於古発川の流量を観測した．於

交換である（Chapman and Wang, 2001）ことは共通

古発川の流れが射流である地点（第1図左，白丸）に

している．閉鎖性内湾の環境保全，再生，好適な環境

おいて浮子を用いて流速を一定期間測定し，断面形

の創出のためには，様々なスケール・視点からの場の

および流路の傾斜から流量および流路の粗度係数

理解が必要で，内湾を取り巻く環境との相互作用につ

（0.018）を求め，残りの期間は水理公式（開水路のマ

いては，海陸の境界ばかりでなく，湾口を通じた外海

ニング公式）によって水位から流量を求めた．一之橋

水の貫入や，大気との熱の供給・放射，底質からの溶

水路において運河内に流入する流量を見積もるために，

出・蓄積などあらゆる境界から影響が伝播してくる状

流速を計測（東邦電探：CM-1S微流速計を使用）し，

況を考慮にいれる必要がある（古川，2010）．本論で

CTDプロファイラ（後述）により淡水層厚を計測した

は小樽運河の汚濁の要因について，内外のエスチュア

（測定日：2010.12.2）．

リーの事例を参照しつつ，運河をとりまく水理および

Ⅲ．2

外海水の海洋学的な関係を検討・考慮した上で小樽運

2010年6月11日 か ら2011年10月7日 ま で の， 冬 季 と

河の環境改善についての試案を述べる．

Ⅱ

水温連続観測

地形と流域条件

小樽運河は，日本海北部の北海道西岸，石狩湾沿
岸の防波堤で閉鎖された小樽港内水域（面積：3.3 km2，
最大水深：20 m）の奥部に位置する（第1図）．小樽港
の水面の変化の要因，振幅および周期・発生頻度を
第1表に示す．現在の運河は南北に長く緩く弓型に湾
曲した長さ1,140 m，幅は20 mないし40 mである．建
設当初はすべての区間の幅が40 mであったが，後にそ
のうちの約650 mの区間は半分の幅が埋められ幅20 m
で保存され現在にいたっている．運河は港の水域と3
か所の水路で連結しており，それらのうち中央と南側
の水路は幅25 m，北側の水路は幅 3 mで，水深はいず
れも約 2 m である．ここでは水路に架る橋の名前を冠
して，それぞれを北から一之橋水路，旭橋水路および
月見橋水路と呼ぶ．運河に流入するおもな河川は3河
川であり，北端に流入する手宮仲川（第1図左中a；流

位置図． a: 手宮仲川流域，b：色内川流域，
c：於古発川流域，白丸は流量観測地点
Fig. 1 Location map. watersheds
are, a; Temiyanaka-gawa riv., b: Ironai-gawa riv.,
c: Okobachi-gawa riv., Open circle is the point
of stream flow observation.
第1図

域面積：3.2 km2，流域面積は国土地理院地の25,000分
の1形図から集水範囲をデジタイズして求積
した），中央の水路の正面に河口が位置する
色内川（同b：9.5 km2），および南端に流入す
お こ ば ち がわ

る於 古 発川（同c：7.8 km2）である．最大の
流域面積の河川は色内川であるが既存の流
量調査（小樽市運河浄化対策委員会，1998）
では於古発川が最も流量が大きく，0.12 ～
0.76 m3s-1であり，ほかの2河川については於

第1表 小樽港の水位変動
Table 1 Water level fluctuation in the Otaru port.
phenomena

amplitude (m)

astronomical tide *
seasonal variation*
storm surge**

0.56
0.2
max 1.0

occurrence frequency, cycle

2 times per a day
once a year
0-3 times per annum
2-3 times per month
seiche**
max 0.5
4-137 min（observed in 2006-2011）
*Japan coast guard（2004），**Japan meteorological agency (web)
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第2図 小樽運河における試料採取および観測地点
Fig. 2 Sampling and observation site in and around the Otaru canal.
filled circle: Sediment sampling and CTD observation site, open circle: Flow observation site, star: CTD survey site, A/B:
Sediment sampling site. ASHB and IRNI are the site of setting of temperature data loggers.

機器交換の間を除く期間，自記式水温計（Hugrún社

7日から8日に114.5 mm（24時間降雨量の観測既往第5

Seamon miniおよびOnset社TidbiT v2）を運河内の北端

位），8月11日から12日の間に43 mmの降水量があった．

付近（第2図地点4，水深3.5 m）および色内埠頭（第2

地点2，27および44は河口近傍で河川水の流軸上に位

図IRNI，水深約 5 m）の底と中層に，運河北部最深部（地

置する地点であり，地点40は管渠の出口直下である．

点13，水深約4.5 m）および旭橋水路（地点ASHB，水

溶存酸素，水温ならびに塩分は採泥時にJFEアレック

深約 2.0 m）のそれぞれ底に設置した．設置前に恒温

社製CTD RINKO-Profilerで計測した．魚群探査装置の

器と氷温中の温度を記録し，それぞれの記録値に差の

発信機の位置とCTDの降下位置のずれがあるため，測

無いことを確認した．

定地点の深度は必ずしも一致しない．

Ⅲ．3

測深

酸 化 還 元 電 位（ORP：oxidation-reduction potential）
は東亜ディーケーケー社製ポータブルORP計RM20P

2009年7月14日 に ポ ー タ ブ ルGPS付 魚 群 探 査 装 置

で計測し，計測の前または後に標準試薬（HORIBA製

Eagle社FishElite480を用いて測深をおこなった．測位

OPR標準液パウダー 89.0 mVを調製）で指示値を確認

はMSAS受信によるDGPSでおこなった．ただし，橋

した．

の下や建物の陰で受信状態が悪く，誤差の大きな地点

底 質 の 経 時 変 化 を 把 握 す る た め に2009年6月 か ら

は除外した．航跡を第3図Aに示す．測深した値は小

2010年8月まで運河内および港内の定点で採泥を実施

樽港内にある気象庁の潮汐観測地点のデータ（気象庁，

した．採取地点は上述の地点4，22，36，41および42，

ウェブサイトa）によって潮位を補正し，東京湾平均

ならびに第2図A地点およびB地点である．

海面（TP）基準の標高値とした．測深に用いた魚群
探査機では反射強度（ハードネス）を記録・出力する

Ⅲ．5

分析

ことができる．含水比の高いゆるい泥では砂地や岩盤

粒度分析用の試料は次のように調製した．酢酸（20

よりも反射強度は低くなることから，出力した反射強

vol. %）処理によって炭酸塩を除去，過酸化水素（6

度を音響的堅さ指標として分布図を作成した．

%）処理によって有機物を除去した後，超音波洗浄器

Ⅲ．4

採泥および水質調査

2010年8月19日10時から15時の間に地質研究所の小
型船舶によって運河内の45地点（第2図）で観測・採

で分散処理（600 W, 25分間）をおこない粒度分析試
料とした．レーザー回折粒度測定装置（コールター社：
LS230）で0.04 ～ 2000μmを計測した．サブミクロン
粒子はミュー散乱理論に基づき，粒子の屈折率を1.4，

泥を，港側の2地点（第2図A地点，星印地点）でCTD

吸収係数を0.01として計算した．得られた粒径d（mm）

観測をおこなった．採泥はエクマン・バージグラブ採

は-log2dで表現したφ値で表現し，モーメント法によ

泥器を使用し，表層約 2 cmをサンプリングした．地

り組成値から粒度統計値を算出した．含泥率は4φ以

点35は何度か採泥を試みたが採取できなかった．なお，

上（63μm 以下）の比率とした．

観測・採取日は晴天であり，調査日以前の気象は8月

AVS（Acid-volatile sulfide）は堆積物に酸を加えるこ
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とによって発生する酸揮発性のイオウ量を硫化水素と
して定量した値で，Berner（1964）によって定義され
た実験操作上の分析値である．堆積物中および間隙水

Ⅳ．2

水温連続観測

観 測 期 間 中 の 北 運 河 底（Loc. 4） の 水 温 の 季 節 変

中の硫化物の存在形態は複雑であり，操作によって溶

動（図4A上） は252日目（2010年9月上旬）が最高値

解する硫化物の構成と種類には不明な点が多いこと

（24.3℃），77日目（2011年3月中旬）付近が最低値（4.7℃）

や，全イオウ化合物の過半を占めることのある硫化鉱

であった．北運河底（Loc. 4）と旭橋底（ASHB）の

物（黄鉄鉱）の一部しか溶解しないこと，空間的にも

水温は150日目頃までは同等であったが，150日頃以降

硫化物の構成が変化することなどから堆積物中の硫

水温差は拡大し，夏季の間1度程度の差があった（図

化物の指標として適していない（Rickard and Morse,

4A下）．水温差の大きな期間は150日目（6月上旬）か

2005）とされた．しかし硫化物の詳細を計測する技術

ら260日目頃（9月中旬）であったが，その間に水温差

がない現時点では，堆積物を酸揮発性イオウをプール

の増減が大きな期間が認められた（2011年170日目（6

するブラックボックスとして扱う限りでは意義のある

月下）から200日目以降，2010年は160から180日目頃（第

指標である（Meysman and Middelburg, 2005）．実用

4図B））．秋季から初冬にかけては旭橋底と北運河底

としてのAVSは，CODや強熱減量，窒素や燐，さらに

（Loc. 4）の水温は同程度であったが，その差はスパイ

底生生物の量や多様性と比較的高い相関性を持ち，そ

ク状に振動し振幅が拡大した．昇温期（第4図B）には，

して簡易に計測が可能で再現性が高いことから，養殖

運河底の水温が不連続に上昇した．2010年6月から7月

漁場の管理のために漁業者自らが計測することが薦め

には3回（166，181および188日目）の明瞭な不連続な

られている方法（横山，2011）でもある．この方法と

上昇と2回の急激な上昇が認められた．これらの時期

同様にAVSをガステック社製ヘドロテックで測定した．

は同地点の水深1.5 mと旭橋底（水深約 2 m）の水温が

専用のガラス反応容器に湿泥（0.18 ～ 1.29 g）を入れ，

低下した時期にあたり，188日目は極めて短時間（30

9M硫酸を 5 ml 加えて反応させ，発生した硫化水素を

分）に旭橋底で0.6度の一時的な低下があった．195か

ガス検知管（全硫化物用）に吸着させ定量した．別

ら198日目には旭橋底およびLoc.4では2およそ24時間

に分取した湿泥を110℃で24時間以上乾燥させて，含

周期で最大振幅1.5度の振動があった．なお2010年236

水比を求め，間隙水の塩分を 3 %と仮定し重量補正し，

日目の水温の急激な逆転（第4図A下）は降水の時期（後

乾燥重量あたりの含有量を計算した．酸による溶出は

述）と一致した．

1試料につき2回計測し平均した．なお4回の繰り返し

2010年盛夏期の期間中（第4図C）では，図示した

分析でのAVSの標準偏差は0.04 mgg-1乾泥であった．強

3地 点（ 旭 橋 底，Loc. 4底，Loc. 13底（ 最 深 部： 水 深

熱減量は試料を110℃乾燥・秤量後，600℃で3時間強

約4.5 m））のなかで旭橋が最も高く，ほかの2地点は

熱し，前後の重量差から求め，AVS同様に塩分量を補

地点13の方が低い期間が多いが，地点4と逆転する期
間があった．この3点の順位の傾向は，設置深の深さ

正した．
自然帯磁率は樹脂製のキューブ（9.81 cm3）に試料

と対応しており，後述の採泥時の水深が深い地点ほど

を 充 填 し 湿 潤 状 態 でBartington MS2に よ っ て 高 周 波

底層が低水温であった傾向と一致した．北運河底層

（4.6 kHz）と低周波（0.46 kHz）での帯磁率（κhf，κ

の水温が短い周期で大きく変動した期間（旭橋：223

lf）を計測し，それぞれの値から周波数依存度%χfd

～ 229日 目，242 ～ 246日 目（2010/8/11 ～ 17，8/30 ～

（（κlf –κhf）/κlf×100）を求めた．帯磁率を測定した

9/3）；地点4：219 ～ 240日目（8/17 ～ 28）），振幅と周

キューブを60℃で72時間以上乾燥後に秤量し，乾燥か

期の規則正しい変動（地点4：246 ～ 260日目（9/3 ～

さ密度（DBD：Dry Bulk Density）を算出した．

9/17））および短時間のうちに大きな水温の上昇（最
深部：231，235および249日目（それぞれ8/20，8/23お

Ⅳ．結
Ⅳ．1

よび9/6）があった．旭橋と地点4の水温は8/11と8/23

果

～ 24に差が減少した．アメダス小樽（気象庁ウェブ

水理

c）の降水量と急激な水温の変化が対応のあった期間

2011年4月から2012年3月の於古発川の流量は，0.12
～ 8.7 m3s-1で あ り， 融 雪 期 お よ び 降 雨 の 後 を 除 く 大

（8/23，9/6），なかった期間（8/20）があった．
水 温 の 低 下 期（2011年9月 か ら10月， 第4図Da） に

半の平常時および渇水時は0.12から0.17 m s であった．

は北運河最深部底（Lo.13）の水温に不連続に低下す

一之橋水路の淡水層の厚さは0.8 m，該当する層の平

るイベントを3回認めた．いずれも港側地点IRNIの水

均流速は0.20 ms であったことから，この幅 3 mの水

深 2 mの水温の急激な変動とほぼ同じ時期であったが，

路から運河内に流入する淡水量は0.47 m3s-1と推算され

265日目（9/22）に運河底で低下した際にはIRNI地点

た．この量は渇水時における於古発川の流量の2倍を

水 深 5 mな ら び に 運 河 中 層（Loc. 4水 深 約 2 m） に は

超える量であり，融雪期および降雨時を除くと運河に

大きな変化はなかった．図Dbは港側IRNI地点，水深

流入する淡水流入量としてもっとも多かった．

5 m），旭橋底および運河最深部の水温の2分間の変化

3 -1

-1
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運河底およびシル底の水温の時間変化．A：2010年8月から12月，および 2011年2月から7月，B：2010年6月か
ら7月，C：2010年8月から9月の水温と小樽アメダス（気象庁）日別降水量，最大風速の東西・南北成分，D：
2011年9月から10月； a：各地点の水温（オフセットして図化），b：水温の変化量，c：水温差，ｄ：小樽アメ
ダス（気象庁）日別の最大風向風速．
Fig. 4 Temporally variations of water temperature on the bottoms of the Otaru canal and Asahibashi-sill. A: Aug.
to Dec. in 2010, and Feb. to Jul. in 2011., B: Jun. to Jul. in 2010., C: Aug. to Sep. in 2010. and the Otaru
AMeDAS (JMA) date of divided maximum wind speed in NS and EW components, and daily precipitations., D:
Sep. to Oct. in 2011.; a: water temperature (aligmented with offset)., b: absolute value of forward differences., c:
difference the temperature between in two sites., d: maximum wind speed and directions in the Otaru AMeDAS
(JMA).
第4図

量である．旭橋は最大2分間に4.0度，IRNI地点の 5 m

下ではこの特徴から運河を2区分し，北側を北運河，

では1.5度と大きな変化があったのに対して，最深部

南側を南運河と呼ぶ．北運河の底の地形は南運河の地

で0.3度であった．また，最深部では255日目頃以降に

形に比較して起伏があり，局所的に深い箇所が存在し

変動の比較的大きな期間が265日目の水温の急激な低

た．また北運河の半分より南寄りに存在する北浜橋下

下まで継続した．265日目の地点13での急激な低下の

の箇所の水深が最深部で2.4 mと，その南北の水域を

前に大きな差（最大4.0度）が生じ，また大きく変動

隔てる浅い地形（シル）となっていた．港内に接続す

した．260日目から264日までの港側が約1度低温の期

る水路はいずれも水深約 2 mであり，北運河の水深よ

間は地点13の水温の低下イベントまで継続し，その後，

り浅く，北運河は港内とはシル（旭橋水路）で区切ら

やや小さな変化（0.5度程度）の期間が継続した．第4

れた盆地となっていた．もう一方の南運河はその南端

図Da，b および c で認められた水温の急変，大きな変

が最も浅く，港内の深部との連続性を隔離する高まり

動のあった期間，そして水温差があった期間は小樽の

は存在しなかった．北運河の底の地形には，空間分解

風データ（アメダス日毎の最大風速，第4図Dd）と対

能が良いマルチナロービームの成果（東陽テクニカ

応しており，強い東風が転向ないし弱くなった日（244

提供データ2010年7月測量，第5図）においても局所的

から245日目，248から249日目および264から265日目）

な深み（第5図上左）や溝状に掘削されたような痕跡

に発生していた．
Ⅳ．3

測深

（同図上右）が認められた．痕跡は横断方向に伸長す
ることから運河に繋船している船舶の離岸接岸時にス
クリューの水流で掘削された痕跡と考えられる．第5

深度を第3図Bに示す．旭橋水路の位置より北と南

図上左の深みには表面にうねった起伏があることから

とで深度が異なり，北側が深く,南側が浅かった．以

基盤岩が露出しているとみられる．音響測深時に得ら
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第3図 小樽運河における測深探査測線：A，水深図：B，反射強度分布：C
Fig. 3 In the Otaru canal, A: Survey line. , B: Bathymetric image, C: Hardness (reflected sound intensity) image.

第5図 北運河の詳細水深イメージ（マルチナロービー
ム測量；提供：
（株）東陽テクニカ）
．灰色はデー
タ未取得範囲．
Fig. 5 Bathymetric image in northern part of the Otaru
canal, with the multi narrow beam echo sounder
（offered form TOYO corporation）
. The gray
area is the area with no data.

れた反射強度比の分布（第3図C）では，反射の弱かっ
た範囲は北運河の北浜橋以南，南運河の南寄りの区域
と北寄りの東側の区域であった．反射の強い区域は南
運河北部の西側および北運河北浜橋以北で強く，とく

A：堆積層厚分布図，B：層厚南北投影図，C：
堆積層厚と浚渫後後経過年数 .（小樽市港湾部
提供データを基に作成）
Fig. 6 A: Spatial distribution of sediment thickness.,
B: Vertical bathymetric profile projected onto
longitudinal section, C: Sediment thickness and
elapsed years. The planed cross-sections are
based on the date that was holdout from the
port harbor department of the Otaru city.

第6図

に中央部が強い．このうち南運河の北部西側は調査時
に竿による打診でこの領域の底質が岩ないしコンク

度と測深値の最深水深および浚渫後に堆積した厚さを

リートであることが確認されており強度記録との対応

表現した．同図Aの岸に沿った正あるいは負に大きな

が確認された．

領域は深度の補完の際に岸壁の深度が運河底にまで補

第6図Aは2003年から2008年に小樽市によりおこな

完されたエラー値を除けば，堆積層厚の大きな領域は

われた浚渫時の設計深度と測深時の深度の差（堆積層

北浜橋周辺および北浜橋以北の中央から南よりの領域，

厚）の空間分布である．同図Bは南北投影した設計深

手宮仲川河口および色内川河口付近であった．両図か
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ら南運河よりも北運河で浚渫後に堆積した厚さが厚く，
また北運河では厚さが不均質であった．同図Cの上部

Ⅳ．4
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底質直上水質

の数値は浚渫後の経過年数，下部の棒グラフは浚渫後

底質採取時の地点別水質を第7図に示す．測定した

に堆積した厚さである．北運河の堆積した厚さが大き

地点（第2図A）の水深は1.6 mから4.9 mであった（第

く南運河が小さい関係は経過年数と対応しており，浚

7図A白丸）．北運河での地点は南運河よりも深い地点

渫後5年および6年経過した区間に厚く堆積した領域が

が多く，測深結果で認められた局所的に深い領域が含

存在すること，また，堆積した厚さの大きな領域は浚

まれている．南運河は南端に近い地点に向かって浅く

渫計画水深が大きな領域と対応していた．

なった．水温（第7図B白丸）は南運河で高く，北運
河で低い傾向を示し，22.1から24.7℃の範囲であった．
北運河の周囲よりも深度の大きな地点12および16は周
辺の地点よりも1度ほど低温であった．水温は深い地
点ほど温度が低い傾向があった．塩分（同黒丸）は南
運河の月見橋水路と旭橋水路の間が最も高く，南北両
端に向かって低下した．北浜橋の北で北側と南側の濃
淡の差が0.18と大きく異なった．密度（σT）は水温，
塩分および深度から計算される海水の密度ρ（kgm-1）
から1000を引いた値である．σT（第7図C）は南運河
では南端に向かって小さくなる傾向があり，北運河
の地点6，13および16は周囲よりも大きな値であった．
これらの地点の密度が大きかった要因として地点6は
周囲より高塩分であったこと，地点13と16は低温で
あったことである．地点13，19および地点Aの密度鉛
直プロファイル（第8図A）は運河内の奥まで下層に
海水が及んでおり表層付近（0.3 ～ 0.6 m）に塩分濃度
差に起因する躍層（特性が急変する層準）が存在する
成層構造を示している．港内と運河内の密度差は水深
2 m以深で港内の密度が大きかった．溶存酸素（DO）
（第7図D）は0から6.84 mgl-1の範囲にあり，南運河の
最低値は3.97 mgl-1（地点37）であるのに対し，北運河
では北浜橋より北側の領域に貧酸素水が分布した．そ
の濃度は北に向かって急激に減少し，地点17以北の地
点の底層すべて貧酸素水塊に覆われていた．酸化還元
電位（ORP）
（第7図E）は北浜橋付近から北の区域で著
しく低く，北浜橋より南の区域では南に向かって増加

第7図

運河内における地点別水深および水質特性値．
A：水深，B：水温・塩分，C：密度，D：溶存
酸素，E：酸化還元電位，破線：北浜橋シルの
位置，点破線：旭橋水路位置，D 中の水平線は
環境基準値（本文参照）, 三角・ひし形は河川
および水路．
Fig. 7 Distribution of the depth and water quality properties in the Otaru canal. A: water depths, B: temp.
and sal., C: Density, D: DO, E: ORP, Dashline: position of the Kitahama-bashi sill, Dotdash line: Asahi-bashi water way. Horizon line
in D means criterion value for benthic faunae
(see the text).the lower triangle and diamond
sign are same as the Fig.2.

第8図

小樽運河の地点13，29および港側水域地点Aに
おける鉛直分布特性，A：密度，B：傾圧駆動
力および傾圧流速，C：溶存酸素量
Fig. 8 At the sites (Loc.13 and 29) in the canal ,and
Loc.A in the port side, vertical profiles of
Sigma-T (A), baroclinic force and flow (B), and
dissolved oxygen (C).
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した．いずれの地点も負であり，最も低い値は地点21

および含泥率（同図B黒丸）はともに同じ傾向を示し，

で-400 mVであった．

河口および旭橋付近の一部の地点を除き，他の地点

Ⅳ．5

底質

は全て含泥率が50％以上で底質区分は泥となった．最
小の平均粒径が8.82φ，最大の平均粒径が1.69φ（地

採 泥 し た 地 点 は 水 深1.8 mか ら4.5 mの 範 囲 で あ っ

点28）であり，含泥率は100％から5.6％（地点28）で

た（第7図A黒丸）．含水率（第9図A白丸）は23.3から

あった．第10図に代表的な粒度組成を示す．粒度分析

89.6%を示し，河口に近い地点および旭橋付近の含水

は化学的・物理的に粒子を分離した上で測定結果を示

率は低くかった．乾燥かさ密度（DBD）
（ 同図A白丸）

していることから，もともとの粒子の持つ粒径と強度

は0.08から1.45の範囲にあり，含水率の分布と同様の

に由来する化学的・物理的な抗力をもった集団に分画

空間特性を示した．粒度特性の平均粒径（同図B白丸）

された組成を示していると考える．粒径頻度プロファ
イルから運河の堆積物は4ないし5個の複数のフラク
ションの集合によって構成されている．とくに，2φ
以下の粗粒なフラクションの混合比率が地点別に異な
り，地理的には河口ないし水路からの距離が近い地点
ほど粗粒フラクションの混合比が大きく，その最頻粒
径値が粗粒側に位置する．重量帯磁率χmass（第9図E
黒丸）は地点23と24の間を境界として南側で高く，北
側で低かった．また，河口の周辺の地点2，28，40お
よび44で高かった．0.03μm未満の粒径を持つ生化学
作用由来の極微細な磁性鉱物は高周波での測定値が低
周波での測定値に比べて低くなる特性をもつため，周
波数依存率χfd%は磁性鉱物を生じさせる物堆積物中

第9図

小樽運河における地点別底質特性値．A：乾燥
かさ密度と含水率，B：含定率と平均粒径，C：
強熱減量と酸揮発性イオウ，D：含泥率で規格
化した強熱減量と酸揮発性イオウ， E：重量自
然帯磁率および帯磁率周波数依存性，破線：北
浜橋シルの位置，点破線：旭橋水路位置
Fig. 9 Spatial characters of the sediments. A: DBD and
water cont., B: mud cont. and mean particle size,
C: IL and AVS, D: IL and AVS standardized with
mud contents., E: mass magnetic susceptibility and
％ Kai ferq. dependency., Dash-line: position of
the Kitahama-bashi sill, Dot-dash line: Asahibashi water way.

第10図 代表的ないくつかの地点における粒径頻度分
布図
Fig.10 Distribution of particle size at some point
typical.
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の続生過程の情報を持つ．測定されたχfd%（同図D
白丸）は北浜橋より南でばらつきが小さいのに対して

Ⅳ．6
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クラスター解析

北側ではばらつきが大きい特徴があったが，北浜橋以

得られた底質および直上水の特性値から乾燥かさ密

北の値の地理的分布や水深といった空間的配置との間

度DBD，平均粒径，重量帯磁率，帯磁率周波数特性，

に関係は見出せなかった．

含泥率で規格化した酸揮発性イオウAVSならびに強熱

強熱減量（IL）および酸揮発性イオウ（AVS）
（第9図C）

減量IL，および酸化還元電位ORPを変数として採取地

は組成値であり，それぞれの成分を含まない鉱物や岩

点をウォード法によって分類し，ユークリッド距離に

片といった粒子の混入率の大小によって値が変化する．

基づいて3つのクラスターとした（第11図A）．クラス

このため環境指標として用いる際にはそのような成分

ター分類された地点の地理的分布（同図B）はおおき

を含まない粒子による希釈する効果を補正する必要が

く3つの領域に分布し，ひとつは北運河の北浜橋より

ある（Chapman and Wang, 2001）．分布特性は粒度お

も北側の領域，ふたつ目は北運河の北浜橋より南の領

よび含泥率で認められた空間分布と対応していること

域であり，最後の領域は南運河であった． 含泥率規

から，砂粒子（> 4φ）による希釈の効果が予想され

格化後のAVSのクラスター別の平均値，水深および水

たため，ここでは泥分含有率を乗じることによって規

質項目（水温，塩分，σT，DO）を第12図に示す．各

格化した．規格後のIL（第9図D黒丸）は

クラスターの平均値は各項目の地形的分布に対応した

北浜橋以北，

旭橋付近および南端で高い特徴が認められた．規格化

値であり，その差にはクラスター 1と3との間で底質

後のAVS（第9図D白丸）は旭橋付近および南端を除く

項目に重量帯磁率，含泥率で規格化したAVS，および

と，北浜橋以北の高い領域，北浜橋以南の南に向かっ

ORPに有意な差（p<0.05）があった．水質項目ではク

て減少する領域に区分され，月見橋水路の地点36から

ラスター 2と3の間では水温，σTおよびDOに差があっ

地点42の間で低い値であった．非規格化のAVSおよび

た．クラスター 1と2の間では1と3の間で差のあった

ILは地点2が周辺より突出して低く，また地点45は高

変数に加えて平均粒径で差が認められ，水質には水温，

かったが，規格後では前者は周辺と同程度の値に，後

塩分，DOに差が認められ，σTには差が認められなかっ

者は横断方向で同系列の地点43と同程度の値となった．

た．クラスター 2と3の間では底質項目にORPのみが，

農林水産省（1999）は著しく悪化している養殖漁場の

水質項目に水温とσTに差があった．また採泥地点の

基準としてAVS値2.5 mgg-1を魚類養殖場の環境評価基

水深はいずれのクラスター別の平均値に差があり，ク

準値として設定している．この基準値に照らして非規

ラスター 1，2および3の平均水深はそれぞれ3.5±0.4

格化のAVS値（第9図D）を評価すると，北運河北浜橋

m，3.0±0.6 mおよび2.4±0.4 mであった．

以北で19地点中18地点（95％）が，北運河北浜橋以南
で11地点中7地点（63％）が超過し，南運河では14地
点中5地点（36％）が超過した．

Ⅳ．7

底質特性の年間の変化

底質のAVSおよびILの時系列変化を第13図に示す．
観測した時期によってそれぞれの値に変動が認められ

第12図

第11図 小樽運河における底質特性のクラスター樹形
図および各クラスターの平面分布
Fig.11 Cluster dendrogram and spatial distribution of
clusterized sampling points in the canal.

小樽運河におけるクラスター別の特性値
クラスター群別平均値の差（ｐ<0.05），1と2：*，
1 と 3： †，2 と 3: ‡．
Fig.12 Property values according to the cluster class in
the canal. There is a significant difference
(p<0.05) between 1 to 2: *, between 1 to 3: †,
between 2 to 3: ‡ .
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多数存在していたために気泡の存在するレイヤーが強
い反射面を形成していた解釈される．実際に採泥時に
グラブサンプラーが着底すると底から多数の気泡が浮上
した．この解釈に基づくと表層付近でメタンが生成する
強い還元状態にある領域が北浜橋以北に広く分布して
いることとなり，底質特性から分類された著しい汚濁
状態にあったクラスター 1の群の分布範囲とも調和する．

Ⅴ
Ⅴ．1

考

察

地形特性

小樽運河はシルによって水域の深部が港内の水域と
隔てられ，さらに北浜橋にあるシルによって大きく2
第13図

運河内および周辺の地点の：酸揮発性イオウ
（A）
および強熱減量
（B）の経時変化
Fig.13 Temporal change of A: AVS and B: IL around
a year in and around the canal.

つの盆地として隔てられた地形であることが明らかに
なった．底質特性は3つの群（クラスター）にグルー
プ分けでき，比較的良好な群，汚濁した群および著し
く汚濁した群に区分された．これらの群は地形区分に
ほぼ一致し，汚濁の著しい群は港側から旭橋シルと

た．各観測間隔における最大の変化はAVSで5.9 mgg-1

北浜橋シルの2つのシルを越えた盆地状の領域であっ

の 増 加（ 地 点43，2009年8月 か ら12月 の 間 ） が あ り，

た．このことは，底質を特徴つける要因として地形条

また短期間の間に値に大きな変化が認められた期間

件が強く作用していることを示している．フィヨルド

（2009/8/4 ～ 18の間：地点4，23，41および43，AVS最

やラグーンといった外海との間にシルが存在するエス

大3.2 mgg-1減少，地点4で2010/4/21 ～ 26の間に2.1 mgg-1

チュアリーの場合は，内部に進入する水と退出する水

減少）があった．また一乃橋水路港側の地点Bは全期

の深度帯がシルによって制限され，貧酸素水塊の形

間平均AVS：0.6 mgg-1，IL： 7.3%であり，月見橋水路（地

成と維持される事例が多く報告されている（Díaz and

点36）の値および旭橋水路港側（地点A）の値（AVS：

Rosenberg, 2008）．このような地形に規制されたエス

0.6 mgg-1，IL：10.3%） とAVSは 同 等 で あ り，ILは む

チュアリー内外の水の交換に作用する現象として重要

しろ低かった．地形によって区分された領域（南運

とされるメカニズムとして，1）エスチュアリー循環（宇

河，北運河の北側および南側）に属する地点の含有量

野木，1998）
，2）内部波（山本ほか，2007）
，3）外海水

をすべての期間で平均し比較すると，北運河の地点の

の密度特性の動態（Kasai et al., 2002）を挙げること

AVSの値（3.9，9.6 mgg-1）は南運河の地点の値（1.2，

ができる．

2.7 mgg ） に 比 べ て 高 く，ILは 北 運 河 が21.4，27.4％
-1

であったのに対し南運河が15.5，18.6％と北運河が年

Ⅴ．2

運河内の水を交換させる作用

間を通じて高かった．また北・南運河は水路・港内よ

観測したいずれの年の6月から9月に旭橋シルの水温

りAVSおよびILは高かった．先の魚類養殖場の環境評

と底層の水温差があったことはそれぞれの水に密度差

価基準値に対しては，地点4および地点23は全期間で

があり，小樽運河内が成層した状態であったことを示

超過し，地点43は冬期の12月から3月の期間に超過した．

している．この期間に認められた運河底の急激な水温

Ⅳ．8

音響特性との比較

音響測深の結果では，反射の強い（音響的に堅い）

の変化（第4図B，CおよびD）は，運河内に港側の高
密度水が進入した過程，つまり上述したエスチュア
リー内外の水の交換に作用するそれぞれの現象，ない

区域が南運河北部の西側および北運河北浜橋以北に存

しはそれらが複合して運河深部へ影響が及んだ過程や

在し，とくに中央部が強かったが，実際の底質の含水

結果を示していると考えることができる．前節で挙げ

比は高く，乾燥かさ密度は低かった．音響的な硬さと

た3つの水の交換に作用する現象が小樽運河の水質お

実際の底質特性の結果が不調和であったことは底泥に

よび底質の時空間分布特性への与えた影響と及ぼす可

含まれるメタンガスの気泡によると考えられる．この

能性を検討し，貧酸素水塊の形成・維持・消散機構に

領域の底泥のAVSは高くORP（Eh）はメタン還元が生

関する運河の内側および外側の水の密度構造の変化を

じる-250 mV（Reeburgh, 1983）を大きく下回ったこと

考察する．

から堆積物の内部は無酸素・還元状態にあった．堆積
物の内部ではメタン還元による有機物の酸化によって
生成したメタンガスの気泡が堆積物の表面付近にまで

Ⅴ．2．1

エスチュアリー循環

湾奥や河口に供給された淡水は湾の外の海水との間

極度に閉鎖的な水域の底質汚染－小樽運河の現状と環境改善について―（仁科健二）
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に水平的な密度差をもつ．この水温・塩分で決まる水

限されている結果と解釈される．内外の鉛直の密度分

平方向の密度差は湾奥から湾口部へ向かう表層の密度

布の差が生じる深度（第8図A）は旭橋シルの高さと

流を生じ，上下層の境界の流れの方向の差（シアー）

一致していたことは，港内の高密度水で酸素に富んだ

が下層水を連行することで，下層には湾奥へ向かう高

（第8図C）水が北運河の底に進入するポテンシャルが

密度水の流れが生じる．この供給される淡水によって

あるが実際に進入できないことを示している．一方の

継続して駆動される循環をエスチュアリー循環という．

南運河ではシルおよび窪地が存在しないためエスチュ

エスチュアリー循環流によって流出する量は淡水量の

アリー循環によって底層を港内から進行した水が奥域

数倍から20倍以上にもなる（宇野木，1998）ことから，

まで及んでいるために底質が良好に保たれていると考

淡水の流入量は閉鎖性海域の底質環境を検討するうえ

えられる．さらに，表層水がその手前で分岐し低層水

で重要である．小樽運河内の塩分鉛直構造は水平方向

の進入経路から外れている南運河の月見橋水路と旭橋

の密度変化が小さい弱混合型で，密度の鉛直プロファ

水路の間（地点32および33）はILとAVS値（第9図D）

イル（第8図A）は北運河奥に対して旭橋水路付近で

が他の南運河より高かったことは南運河の南部がエス

は密度躍層の深度がやや浅く，水平方向に対する差が

チュアリー循環の影響によって良好に保たれていると

認められた．このような鉛直密度分布の水平方向の傾

する考えを支持している．

度（圧力勾配）から流れの構造を推定することができ
る．地点29は地点13の流出方向の流軸上にあることか

Ⅴ．2．2

副振動（セイシュ）と内部セイシュ（内部波）

ら全層の圧力勾配から鉛直平均値を引くことによって

小樽港は南北方向に長い軸を有することから長軸に

流れの駆動力（単位体積の海水に働く力）を求めるこ

沿って継続した風によって一方の岸に吹送流が押しや

とができ実際の流速が近似的に現わされる（藤原ほか，

られ水位の高い状態が生じうる．風が止むないしは転

2000a）．ここでは地点29と地点13の水位差（順圧成分）

向すると水位は復元しその位置エネルギーと慣性に

はないとして，藤原ほか（2000a）と同様に各層の密

よって振動する副振動（セイシュ）が生じる．気象庁

度差から密度流の傾圧駆動力と各層の流速を求めた

（ウェブサイトa）の潮位記録の統計（各月の潮汐）で

（第8図B）．極表層を除いて表層では奥から港側への

副振動として各月に生じた規模の大きな現象（2010年

流出成分が，底層では運河奥への流入成分が示された．

の例，周期：7 ～ 64分；振幅：17-49 cm）が記載され

極表層で逆転しているのは色内川から流入した淡水の

おり，5分間隔の潮位観測情報（気象庁，ウェブサイ

影響と考えられるものの，表層の流出のピークは水深

トb）においても10 ～ 30分周期で振幅20 cm程度の副

0.4 mにあり，水深0.8 mで流向が逆転し水深1.1 m以深

振動が生じていたことが読み取れた．運河内において

はほぼ一様の流れ，つまりエスチュアリー循環流が計

も，潮位と関係なく運河内の水位がかなり短い周期で

算された．0.8 m以深の流れが横断方向（幅40 m）に

変動した（神山，1975）ことや，今回の観測中（2011/9/2）

3 -1

わたって一様と仮定して流出量を計算すると5.2 m s

の2時間半の間に15 ～ 25分周期で水面が上下し7分間

と求められた．一乃橋水路および手宮仲川からそれぞ

で25 cmもの水位変化があったように，短い周期で港

れ0.47 m s および0.03 m s が流入していたとすると淡

内と連動して運河内の水位が変動する．第1表から時

水流入量の約10倍の量に相当し，運河の内部へは淡水

間当たりの変化の積算値は副振動による変動がほかの

3 -1

3 -1

の約9倍の海水が流入している．このため，一般に成

変動よりも大きいことが分かる．例えば5分周期で振

層の強い夏季においても港内から流入する循環流にと

幅20 cmの振動が2時間継続した場合には積算で4.8 m

もなう海水交換があるといえる．年間を通じた汚濁指

の上昇と下降に伴う水位差に相当するように，周期の

標に関わる底質特性は12月から3月にかけて南運河南

長い潮汐や高潮の変動に比べ時間当たりの水位差の

端の地点43においてILおよびAVSの増加が生じた（第

積算量は最も大きい．

13図ひし形印）．これは例年，運河の最南端にある於

セイシュの現象は表面の自由水面を変動させるだけ

古発川河口の沈殿池の浚渫をおこなうため沈砂池を締

ではなく，水域が成層状態にある場合には密度境界面

め切り流路が切り替えられ，南運河の南端域にはその

に振動を与える．こうした振動に伴う流動は微弱な

間，表流水が通過しない．このためエスチュアリー循

流れしか存在しない深層や底層に与える影響が大き

環が停止し，地点43の有機物と硫化物の蓄積が生じた

く，成層状態にある水域では境界界面の振動と擾乱が

と考えられる．浚渫終了後に通水した後も冬季渇水の

貧酸素水の移動に強く影響している（宍道湖：福岡ほ

ためエスチュアリー循環が弱かったために，融雪によ

か，1999；チェサピーク湾：Sanford et al., 1990）．小

る増水までは高いILおよびAVS値が維持されたと推定

樽運河の場合には，港内で生じた内部波の振動にとも

される．北運河へのエスチュアリー循環による港側か

なって高密度水や，内部波の砕波や擾乱によって形成

らの水の流入が存在することが推定されが，北運河で

した密度の大きな水が北運河の底に進入している可能

は南運河よりも底質環境は著しく劣悪であった．これ

性がある．水温測定記録（第4図）では港内または旭

は港側から運河内への水の進入が旭橋シルの高さで制

橋の水温が短い周期で大きく変動した期間を認めて
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おり，低温で高密度な水塊が上下動したことを示して
いる．2010年188日目はパルス状に港側から運河内に
水が進入し，底層の低温の水塊と入れ替わったことが

記述する．
Ⅴ．3．1

現況と過去の汚濁状態との比較

推察される．また，そのような振動があった期間でも

運河の浄化に対して，神山（1975）は下水道の整備

北運河奥（地点4）底層との水温差は1度以上と大きかっ

と浚渫を対策として提言した．その後，小樽市は浄化

たことは，進入した低温水（であるが北運河奥の水深

対策として下水道の普及率の向上，沈砂地と運河の浚

3.5 mの水温よりは高い）は北浜橋以北の底層へ進入

渫，曝気装置の設置やゴミの除去および市民への啓発

しなかったと考えられる．北運河北浜橋以南の底直上

や指導（木下，1993）など多面的な対策がおこなわれ

の水温・塩分および密度の値は港側と北浜橋以北との

てきた．その効果があって，流入河川の水質（BOD）

値の中間の範囲にあったこと（第7図），ILおよびAVS

は1974年に手宮仲川116.1 mgl-1（神山，1975）であっ

の汚濁の程度は北浜橋以北に比べて良好であった（第

たのに対して最近は2.3 mgl-1（2007 ～ 2011年の5年間

9図D）ことは，この領域の底質環境は高密度水の進

の平均；小樽市，2011）と著しく改善している．しか

入する頻度と量に依存している可能性がある．

し，今回得られた ILの年間の最大値は塩分補正を行

Ⅴ．2．3

外海水の密度変化

閉鎖性水域の内外の水の密度差が湾内への外海水の

わない値で32％（1974年：23.5％；神山，1975）であ
り，個別の地点の比較では地点42が同じく14.0％（同：
13.8％），地点5

17.2（同：19.7％），地点16 28.6（同：

進入形態を決定し，進入する時期や深度は，外海水と

23.5）とILは単純比較すると1974年の調査よりも高い

閉鎖性水域内の水塊特性の季節的変動によって変化す

値であった．また養殖漁場の評価基準に照らして多く

る．このため酸素に十分に富む外海水が海底に沿って

地点がAVS基準値を超過した．

進入する場合には底層に貧酸素水塊が形成されないが，
外海水の密度が小さく中層に進入する場合には，底

Ⅴ．3．2

現在までの浄化対策

層に孤立した水塊が形成される（Kasai et al.，2002）．

小樽市によって流域の下水道整備と浚渫を柱として

また，外海で発生する湧昇や内部波によって沿岸に高

多面的・長期的な視野に立って対策が進められてきた．

密度水が進入することによっても生じる（東京湾：藤

これらの対策のうち浅草橋付近でおこなわれていたエ

原, 2000b；伊勢湾：高橋ほか，2000）．

アレーションは効果を上げている（木下，1993）とさ

外海で発生し運河内に及ぶ擾乱として暴浪による擾

れた．また，改良材（赤泥：水酸化鉄）投入が実験さ

乱，湧昇および内部波による影響が考えられる．石狩

れ，効果があった（渡辺・岸，1996）が，曝気装置の

湾では内部潮汐波による周期的な等密度層の上昇・下

運転同様に汚濁の構造が改変しない限り継続が必要な

降変動に加え，沿岸湧昇によって沿岸に高密度水が

対策である．浄化対策として，浚渫とあわせて底層を

現れる（瀬戸ほか，2000）．台風の通過にともなって

被覆したが，現在では細粒な堆積物が堆積し覆砂によ

35 cmの水位差が発生した際に等密度線が80 m上昇し，

る底質の粗粒化と栄養塩の溶出を抑える効果は失われ

表層にまで高密度水が及んだ（瀬戸ほか，2000）よう

ている．

な擾乱が小樽港内に波及し港内水と混合すれば，小樽

貧酸素水塊発生防止策は，富栄養化を防止し，底層

運河底の水塊を置換するポテンシャルが高くなる．高

水の酸素消費速度を小さくすることに対策の基本を置

水温期に認めた港側および旭橋シルの水温の大きな変

かなければならない（柳，2004）とされ，小樽運河で

動（第4図D）は風の方向，強度の変化に対応して生

はこれまでに下水道の整備による流域からの負荷量の

じていたことから，沿岸湧昇ないしは石狩湾全体を伝

削減と，浚渫によって酸素消費量の多い泥の除去をお

播する内部波の発生があった可能性が高い．

こなってきており，この基本に沿っている．下水道の

Ⅴ．3

環境改善について

地形と海水の交換に関する営力について検討した結

普及率がほぼ100％となった現在では，さらなる河川
からの負荷の低減は期待できず，定期的な浚渫が継続
されている．

果，小樽港側の水域では高密度水を上昇させる現象が

浚渫については，かつて1982 ～ 1987年に全域を浚

生じていること，および運河の水の流入出量は必ずし

渫してから後にふたたび浚渫が必要になり， 2002 ～

も少なくないことが推察されたが，小樽運河の北運河，

2009年に全域で実施した．ところが，今回の調査で浚

とりわけ北部域では汚濁状態が著しく，その原因とし

渫してから経過年数の大きな区域は汚濁した浮泥が厚

てシルによって港内からの水の進入深度が制約されて

く堆積していた（第6図）ように，負荷量の削減が進

いるためと考察した．以下に現在の運河の水質・底質

んだ現在でも，遠くない将来に再び浚渫の必要が生じ

環境のデータを過去のものと比較し，おこなわれてき

ると予想される．

た浄化対策について効果を検証する．それらを踏まえ

一方，小樽運河北部には下水処理場からの放流水の

て提言と要点，および改善にともなう影響について

一部が流入しているが，これは淡水流入として重要な

極度に閉鎖的な水域の底質汚染－小樽運河の現状と環境改善について―（仁科健二）

位置を占めていると推測される．小樽運河においては，

Ⅵ

結
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論

鉛直密度勾配からエスチュアリー循環流として港側か
らの淡水流量の9倍量の流入が推量された．北運河の

貧酸素水塊の課題の解決は形成機構の解明に基づく

主要な淡水の供給源である一之橋水路からの供給が停

必要がある（柳，2004）とされる．本論では底層の特

止した場合にはエスチュアリー循環による交換量が激

性を規定する要因がシル地形にあり，シルを越えて進

減してしまうことが予測される．負荷削減のみによる

入するポテンシャルを有する港側の水が運河底に進入

閉鎖性海域の環境改善方策には限界があることと，河

できないことが主要な要因と結論し，地形の改変によ

川流量の制御が内湾環境改善のための方策として有効

る改善の可能性について述べた．対策にあたっては，

である（児玉ほか，2008）ことから，小樽運河におけ

こうした改善策をとった際の沿岸環境，生態系および

る処理水の流入は負荷のみでなく循環流の駆動力とし

漁場への影響を検討する必要がある．

ての役割を考慮する必要がある．
Ⅴ．4

Ⅶ

地形条件の改変策

おわりに

小樽運河はシルによって港側と隔離された構造が底

閉鎖性水域の環境改善のために，底質・水質の調査

層への海水の進入量と頻度が規制されていた．この要

を調査し，既存のデータを活用して広域かつ長期的な

因となっているシルを取り除く方策について以下に検

視点と他の系との対比から「場」を理解することによっ

討する．旭橋および北浜橋の2か所のシルを運河の掘

て，小樽運河内部にも外海の海洋動態が反映されてい

削し，港側の水域に向かって窪みのない地形とするこ

ることを示した．小樽運河で得られた水質・底質環境

とで，密度の大きな底層水が孤立する条件がなくなり，

特性が，ローカルで特異な水域特性の一事例としてで

エスチュアリー循環流によって経常的に，そして内部

はなく，寒冷地の沿岸内湾域に共通した閉鎖性水域の

波によって港内水が底層にそって運河の奥まで流入す

利用・保全へ適用できる知見となることを期待したい．

ることで貧酸素水の形成を解消できると考えられる．
過去に能取湖で歯人工的に湖口を開削したことで，
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