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1. はじめに 

小樽市は北海道開拓時代、海運業の拠点地

として栄えた街である。現在は小樽運河を中

心とする観光地として全国区になっているが、

日本酒の酒蔵が昔からあるように天狗山から

の伏流水の湧き出る、美味しい水の飲める「水

の街」である。 

地元小樽の水質を調査することにより、「理

科に関心を持たせる」「科学的探求心を持たせ

る」「地元に関心を持たせる」ことを目的とし、

実際に現場に行っての調査、実験室での分析、

顕微鏡での観察、また、パワーポイント等で

結果のまとめを行った。 

調査場所として、奥沢水源地から流れる勝

納川（かつないがわ）と、全長 1140m、幅 20m

～40m で、河水と海水が混ざり、水の流れが

ほとんどない小樽運河を選んだ。勝納川では

水生生物の採集を行い、中流と下流の 2 カ所

で水生生物を採集し、種類の比較を行った。

小樽運河では水質・堆積物（泥）調査を 6 月

と 8 月の 2 回にわたって行い、植物プランク

トン量の比較と汚濁状態の比較を行った。 

また、勝納川の水生生物の採集・観察・分

類においては、札幌科学技術専門学校の竹田

誠先生、三城史也先生、高島義和先生、小樽

運河の水質・泥質の採取・分析においては、

有限会社シーベックの柴沼成一郎氏に協力し

ていただいた。 

2. 研究の概要 

A 水生生物の観察・分類 

(１)方法 

勝納川の中流と下流にて、胴付長靴を履き、

川に入いり、川底の石に張り付いている水生

生物を採集したり、網で川岸をこすり取って

採集した。採集した水生生物は７０％エタノ

ールにて固定した。その後、双眼実体顕微鏡

を用い、札幌科学技術専門学校の三城史也先

生と高島義和先生の指導のもと、分類表を用

いて分類した。 

 

      水生生物の採集 

 



(２)結果 

勝納川ではトビケラ類の幼虫とカゲロウ類

の幼虫が多く、ガガンボ類やヒルなどもみら

れた（表 1）。中流でみられたエラブタマダラ

カゲロウ、ウスバガガンボ属、ミズムシは下

流では見られなかったが、下流では中流でみ

られなかったユスリカが多数みられた。また、

各種の蛹は下流で多く確認された。 

 

採集した水生生物 中流 下流 

ヒゲナガカワトビケラ 9 4 

ヒゲナガカワトビケラ(蛹)   1 

ウルマーシマトビケラ 33 18 

ニッポンナガレトビケラ 2 3 

タテヒゲナガトビケラ 4   

ヤマナカナガレトビケラ 1 1 

ナガレトビケラ（蛹）   4 

コガタシマトビケラ属の一種 14 12 

カクツツトビケラ属の一種 1   

エラブタマダラカゲロウ 6   

アカマダラカゲロウ 19 7 

モンカゲロウ 1   

サホコカゲロウ 1 1 

エルモンヒラタカゲロウ 6 4 

フタマタマダラカゲロウ 16 2 

フタバコカゲロウ属の一種 6 1 

トゲマダラカゲロウ類の一種   2 

ツリミミズ科の一種 1   

オヨギミミズ科の一種 1   

ウスバガガンボ属の一種 8   

ガガンボ科の一種   34 

ガガンボの一種（蛹）   8 

シマイシビル 6 2 

モイワサナエ   1 

ヘビトンボ 1   

ミズムシ（ワラジムシ目） 6   

ユスリカ   多数 

   表 1 採集された水生生物 

(３)考察 

中流と下流で採集された水生生物の種類の

間に、大きな違いはみられなかった。それは

勝納川全長が 5km と短く、採集現場の中流と

下流の間も 1km と狭い間隔であったためと

考えられる。しかし、ユスリカや複数種の蛹

が下流で多数採集されたという結果は、中流

と下流で水質、流速、底質などに変化があっ

たのではないかと考えられる。    

勝納川沿いには、工場、スーパー、民家な

どが近接しており、また掘込河道であるため、

本来の自然な状態の河川とは異なった環境で

ある。そのため、採集された水生生物の種類

のみで水質がきれいかよごれているかを直接

判断することは難しい。今後は水生生物調査

と併せて、水質調査を行っていくことが必要

であると考えられる。 

 

B 小樽運河の水質・泥質調査 

(１)方法 

小樽運河の水は、バンドーン型採水器を用

い、「表層」と「底層」の２ヶ所の水を採取し

た。また、それぞれの海水温と塩分濃度も同

時に測定した。小樽運河の底層の堆積物（泥）

はエクマンバージ型採泥器を用いた。なお、

水と泥の採取は、同じ場所で「６月」と「８

月」の２回行った。 

水試料はクロロフィル a の分析、堆積物試

料はクロロフィル a と硫化物量の分析を行っ

た。クロロフィル a は水中の植物プランクト

ン量の指標として用いられる。硫化物量は底

層中の汚濁状態を把握する指標の一つで、底

近くの水の酸素が低い状態が続くと値が高く

なり、悪い状況となる。 

採取した水はろ過し、ろ紙フィルターの状

態で凍結保存する。堆積物試料は小分けして

凍結保存する。凍結保温した試料は後日測定

した。 

クロロフィル a は、ろ紙上に集めた試料を



溶媒で植物色素を抽出し、蛍光光度計ブルー

ターナーを用いて測定した。硫化物量は硫化

物用ガステック検知管と硫化物用ガラス反応

管を用いて行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   小樽運河での水採取 

(２)結果 

小樽運河の水については、水温、塩分濃度、

クロロフィル a 濃度を測定した(表 2）。塩分濃

度とクロロフィル a 濃度は表層に比べ底層の

方が高く、塩分濃度は 2 倍近く、クロロフィ

ル a 濃度は 4 倍から 8 倍近く高かった。 

堆積物については、底層の水温、塩分濃度

（表 2 の同データ）と併せて、堆積物中のク

ロロフィル a 濃度と硫化物量を測定した(表

3）。クロロフィル a 濃度が 6 月に比べ 8 月は

約 7 分の 1 減少しており、反対に硫化物濃度

は約 70 倍に増加していた。 

 

 

 

 

 

 

   表 2 小樽運河 水サンプル 

 

 

 

 

 

  表 3 小樽運河 堆積物サンプル 

 

 (３)考察 

小樽運河の水の塩分濃度が、表層より底層

の方が高いという結果は、塩分濃度の低い河

川の水が表層に流れ、塩分濃度の高い海水が

底層にたまっているからだと考えられる。ま

た、塩分濃度が高い底層でクロロフィル a 濃

度が高いことから、塩分を栄養塩類（栄養源？）

として植物プランクトンが増殖していると考

えられる。 

堆積物について、6 月と 8 月の底層の塩分

濃度に大きな差はないにもかかわらず、8 月

のクロロフィル a 濃度が低かった。また、そ

れとは反対に、硫化物量は 8 月の方が多かっ

た。これは、硫化物量の増加が、植物プラン

クトン増殖の阻害要因になっている可能性が

考えられる。 

硫化物は、植物プランクトンなどの発生に

よる有機物の蓄積が溶存酸素の減少につなが

り、硫化塩還元細菌の増殖によって引き起こ

されると考えられている。6 月から 8 月にな

り水温が上がるにつれて、有機物の蓄積、硫

化塩還元細菌の増殖、硫化物量の増加を引き

起こし、植物プランクトンの増殖を阻害した

のかもしれない。 

小樽運河は水の流れがほとんどないため、

表層と底層の水が循環していないことが予想

される。もし、循環できるようになれば、有

機物が拡散され、硫化物量の増加を防ぎ、よ

りきれいな水質になるかもしれない。 

 

3. 成果と課題 

 本調査・研究は、生徒に「理科に関心を持

たせる」「科学的探求心を持たせる」「地元に

調査日 採水層水温(℃) 塩分 Chl.a(μg/ L)

14.6.25 表層 21.18 17.38 3.37

14.6.25 底層 17.34 32.36 13.89

14.8.27 表層 22.43 17.39 1.53

14.8.27 底層 22.43 33.56 12.21

調査日 採水層水温(℃) 塩分 Chl.a(μg/ g) AVS-S(mg/ g)

14.6.25 底層 17.34 32.36 29.57 0.03

14.8.27 底層 22.43 33.56 4.13 2.18



関心を持たせる」ことを目的として行った。 

 勝納川の水生生物の観察・分類では、いつ

も見ている身近な川に、実際に胴付長靴をは

いて川に入るという体験や、その川底に想像

もしなかった水生生物が生息しているという

発見が、理科や身近な自然に関心を持たせる

ことにつながった。また、顕微鏡を使っての

分類では、毛の数、体の太さ、えらの形など、

細かいところで分類しているという科学者の

実践方法を体験できたことも、科学的探究心

の育成につながった。 

 小樽運河の水質・泥質調査では、観光でし

か知らなかった場所での調査、専門的な器具

を用いた分析、水だけではなく泥についての

調査など、地元への関心や科学的探究心を大

いに育成できた。また、分析した試料の結果

を書籍やインターネットなどで調べパワーポ

イントでまとめたことは、論理的思考やプレ

ゼンテーション力を培うのに大きな成果を上

げたと考えられる。 

 本調査・研究を一回限りではなく、継続し

て行うことができれば、地元小樽の水質環境

の探究を通して、「理科に関心を持たせる」「科

学的探求心を持たせる」「地元に関心を持たせ

る」の 3 つの目的をより深めていくことがで

きるであろう。 
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