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霞ヶ浦の水質汚濁CI ) 

一ーその実態一一

団関俊雄

1. 問題の背景

霞ヶ浦はわが国で、は琵琶湖につぐ 2番目に大きな湖である。茨城県南東部に位置

し，その水は常陸利根川を経て銚子のすぐ上流で利根川に流入している。したがって

霞ヶ浦は利根川水系の最末端にある湖であり，古くから利根川本流の影響を強く受け

てきた。洪水で利根川本流の流量が大きい時には，利根川の水が霞ヶ浦へ逆流し，湖

岸地帯は洪水害に襲われた。 一方，潟水時には海水が逆流し，水稲に塩害をもたらし

た。このような逆流を防止するために常陸川水門が作られ，これは通常「逆水門」と

呼ばれた。

さらに近年，霞ヶ浦の水が首都圏の貴重な水資源として注目されるようになり，こ

の逆水門を操作して流出水を貯留する計画（水ガメ 化）が実行された。こうして逆水

門は逆流を止めるだけでなく，）I頂流をも止める役害ljを荷うことになった。この結果霞

ヶ浦の水と利根川および海水との交流が止められ，湖流や魚類の移動そのほか湖の生

態系は大きく変化することになった。

ところで一方，湖水の水質汚濁は急激に進み，後述するようなさま ざまな障害を招

き，水利用そのものも危くなるものであった。このような中で1973年茨城大学農学部

に霞ヶ浦研究会が結成され，以降霞ヶ浦の水利用と水質汚濁にかかわる問題が多勢の

メンパーにより共同研究された。その結果は，昨年『霞ヶ浦』（三共出版）りという一

冊の本にまとめられた。本稿では，同書を参考にしながら，霞ヶ浦の水質汚濁に焦点

を当て，さらに汚濁と水利用との関連について触れてみたい。
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霞ヶ浦と流入河川第 1図

(1) 利水状況

霞ヶ浦の水は農業，水道および工業に使われている。この中では農業にも っとも多

くの水量が使われており，茨城県の資料によると水田のかんがし、面積は 1万9,OOOha, 

取水量は62.4m8/secとなっている。しかし， その水のかなりの部分は再び霞ヶ浦へ戻

る。水道は 4施設，約17万人に供給されている。もっとも大きいのは霞ヶ浦上水道で

土浦，竜ヶ崎，取手などに送られている。さらに筑波研究学園都市へも送水するため

に，日量10万m＇の拡張工事が行なわれている 。

工業用水は鹿島臨海工業地帯へ送られている。 日量で第一期事業が 21万m', 第二

期が60万m'，第三期が53.5万m＇の計画て、ある。 1966年から事業は着工されて進行中

であり，使用水量は現在40万m＇／日弱である。
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第2図 霞ヶ浦の水収支 J)
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(2) 水収支と水ガメ化

霞ヶ浦の水収支は第2図のようになっている。流域と湖面に降る年聞の雨量が29億

m＇，蒸発量が 16倦m＇で ，その差の13億m＇が霞ヶ浦から海へ流出する。一方，海から

は満潮の時に，1.8億m3が逆流して霞ヶ浦へ入るので，この逆流分と流出分の和 14.8

億m3が霞ヶ浦から海へ向って流れている。

霞ヶ浦の水深は平均4mで非常に浅いがそこには8億m3の水量が貯えられている。

したがって1年間の流入水量の方が湖の貯水量よりも大き く，湖水の入れ換りが 早

L、。

水ガメ化事業は，一言でいえば逆水門を閉じて流出水13億m3を海へ流さすやに利用し

ようとい うものである。それには水門は既にあり，しかも，水没補償も必要ない霞ヶ

浦は水ガメ化に適した条件にある。

しかし，海水との交流や流出を止めることは，湖流の変化を来たし，魚の層上にも

影響を与える。また湖の水位の変動も激しくなる。

第3図は水ガメ化によ る湖水位の変動幅を示している。現況平水位は YPLOmて、あ

るが水ガメ化により下限水 第3図 水資源開発による水位変動幻

位はYPOm，上限はL3m

になり，水位の変動幅は1.3

mになる。この値は平均水

深 4mの霞ヶ浦にとっては

大きな意味をもっ。このた

めに湖岸堤防のかさ上げや

揚排水機場の改修などの工

事が必要になる。 さらに汀

線の変動も招くので，湖の

魚や植物の生態系にも大き

計画商水位， YP 2.85m 
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な影響を与えることが考えられる。

水ガメ化による新規利水は，二次利根プランでは 40m1/sec （茨城県分34.3m1 /sec) 

でその主なものは鹿島工業用水であった。その後の三次利根プラン（1976〕によると，

茨域県の分だけで52.lm3 /secと増大した。この水量は約16億dで，前述した霞ヶ浦の

純流出水量13億dよりも大きく，霞ヶ浦自身の水だけではまかなえなし、。 したがって

他（利根川か那珂川）からの水を導入することを意味している。このように需要計画

の方は急激に増大しつつある。

2. 霞ヶ浦の汚濁の現状

(1) 湖水の汚濁状況

第4図に霞ヶ浦の湖心の水質変化を示した。 C0 D，窒素，リンのすべてが最近の

10年間に急激に増大している。これらは工場やし尿処理場の新設および養豚数の増大

など，流減における近年の変化を反映している。湖水中の有機物質の量に対応するC

OD （化学的酸素要求量）の濃度は1970年に 5ppmをこえ， 1973年には最高 8ppmに

達した。その後はやや低下の傾向にあるが，依然、として 5ppmをこえる水準にある。

他の湖沼や港湾の値と比較してみると第5図のようになる。諏訪湖は ？ppmに近い

高い濃度で霞ヶ浦と同じ水準にある。この二つの湖の濃度は琵琶湖の 4倍，十和田湖

の8倍も高く ，大阪港や東京港の値よりも高い。国が定めた湖沼の環境基準では， A

第4図 霞ヶ浦湖心の水質変化（茨城県〕。

COD 
ppm 
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〈賢料〉茨城大学農学部による。
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A類型がC0 Dで 1ppmtJ 

下， Aが3ppm以下，Bが

5ppm 以下，Cが8ppm以

下で，水道用水としてはA

AおよびA類型が適応する

とされている。霞ヶ浦はA

類型に指定されているが，

現状の水質はその基準値

( 3ppm 以下）をはるかに

オーバーしている。

霞ヶ浦のC0 Dの濃度

は，夏期に高く冬期に低い

という季節変化をする。こ

れは夏になると植物プラン

クトン（緑色をしているの

でアオコと呼ばれる）が増

殖して有機物生産が行なわ



れるためで、ある。このよう 第5図

に湖では有機物質は流域か ppm

ら河川により流入するだけ

でなく，湖内でも生産され

る。したがってアオコが生

成しないようにしなければ

ならないが，それにはプラ

ンクトンの増殖を助ける窒

素やリンなどの栄養塩類の

濃度を低くおさえなければ

ならない。

しかし第4図に示したよ

うに，窒素やリンも C0 Dと同じように急激に増大しており，その濃度はアオコが異

常増殖するのには十分なほどの値になっている。したがって，流域から湖へ流入する

窒素やリンについても，なんらかの対策を立てることが緊急に必要となっている。
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(2) 汚潟による障害

湖の透明度がしだし、に悪くなり，湖心でもl.2mになってしまった。湖底が澄んで見

えたというのは昔話で，今や水面は緑色のアオコでおおわれている。アオコによって

美観が損われただけて・なく，大腸菌も増えて，水泳も1974年には全面禁止になってし

まった。魚の種類も変化し 第6図養殖コイの鎗死叫

ている。汚濁に強いハゼ，

フナ，テナガエピが増し，

ワカサギやシラウオが減っ

~ヶ崎市
＠ 

（注〉 1973年 7月16日～ 9月6目。単位：ト ン。

〈資料〉 高村義親原図による。

ている。一方アミイケスに

よるコイの養殖が増大し，

生産量は8,000トンをこえ

るに至った。 1973年夏には

この養殖のコイが高浜入を

中心に約 1,500トンも量産死

した（第6図参照）。これは

当時養殖していたコイの58

%に上る量であった。この

原因は底層の酸欠水が風に
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第7図 霞ヶ浦湖心の溶存酸素の変化1)
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〔資料〕茨城大学農学部による。

よって起きた湖流に導かれて上昇したことにあるとされている。

霞ヶ浦の湖水の溶存酸素量（DO）は第7図のような変化をしている。水深が浅い

ので一般には表層から底層までほぼ飽和に近い状態になっているが，夏期には底層近

くの水の溶存酸素は低下して 1～3ppmになっている。いわば酸素欠乏の状態であ

る。これは異常に増殖した植物プランクトンが枯死して湖底へ沈積し，そこで分解す

る際に水中の酸素を急激に消費するために起るのである。したがって，この底層の酸

欠水はアオコによって引き起されたもので，アオコの増殖を止めない限り駿欠水の発

生を防ぐことはできなし、。利水の面における障害では，水道水に異臭が生じるように

なり，土浦市民へのアンケート調査によると， 67%の人が飲料水に不安を抱いてい

た～ この異臭を防ぐために浄水場で＇ ft活性炭を使ってお り，そのために薬品費が高

くなり，水道料金の値上げが必要となった。農業揚水機場でもスク リーンにアオコが

付着して，その除去に苦労をするようになった。このように湖水の汚濁は景観，水

産，利水など多方面に弊害をもたらすようになってきている。

3, 流入河川の水質汚濁

湖の汚濁はそこへ流入する河川の汚濁を反映している。河川が汚れ，その結果汚濁

物が湖へ大量に流入することが湖の汚濁の原因となる。われわれは河川の水質と水量

および負荷（汚濁物量）を調べてきたが，それは河Jllの汚濁の状況を知るためばかり

でなく，河川を通じて湖へ流入する汚濁物の量を知り，さらに汚濁物の排出源につい

ての手がかりをえるために行なったので‘ある。

(1) 河口の水質

第2表に示した13の河Jll（西浦に流入するJllの主なもののすべてを含む） の河口で

流量と水質を1973年から隔月に調べている。水温，電気伝導度，溶存酸素（DO）は現

地で測定し，一般細菌，大腸菌，Cl,CO D，全窒素（T-N），アンモニア，硝酸，
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第2表 河川概況と水質！）

域！ I~~＇ pp (pp (pp (pp (pp 

n¥) in) m〕 m)Iin: 

桜 Jll 54 349 352し尿処理場，下水114.610. ~1 3. 6 22 5.0 2. 90 0.06 13. 4 

新利根川 32 180 378下水 15. 0 7. 3. 1 85 7. 7 2. 17 0. 20 8. 2 

小野川 37 172 319 し尿処理場，下水

恋 瀬川 25 153 233 下水

園部川 22 82 284 し尿処理場，工場

天 ノ川 14 73 223 非食品工場

1~ 室 川 15 40 585 工場，下水

一ノ瀬Jll 15 28 170 

菱木 川 12 24 303 非食品工場

梶無川 11 30 188 

清 明川 11 26 291 工場，下水

境 Jll 7 20 629 工場，下水

山玉 川 8 13 1,343 工場，下水

土浦下水

沢 水

（注） 1973年6月～1975年2月の平均値。

（資料〉茨城大学農学部による。

16.2 6.6 3. 4 23 6. 0 6. 44 0.33 10. 9 

14.6 9.0 3.8 10 4. 8 3.40 0.09 32.2 

16. 7 7. 7 4.3 2112. 8 4.54 0.31 28.4 

15.3 8.8 3.8 17 7. 4 3.83 0.09 12.2 

16. 5 7 6 4.8 3412. 0 6.08 0.82 47. 5 

9.2 3. 1 38 5. 2 2. 16 0.05 14. 4 

17. 1 8.5 3.6 35 6. 9 2.36 0.09 12.9 

15.9 9.0 3.4 14 3. 7 1. 72 0.06 19.6 

18.2 5. 6 4.4 31 9. 6 3.40 0.56 25. 1 

19. 6 1. 2 5. 9 21,54. 581. 40 28. 8 

16. 1 3. 1 5. 8 7823. . 951. 1723. 7 

12. 110. 4 2. 01 91 2. . 2310. 0314. 0 

I医硝酸，有機体窒素，全リン（T-P),リン酸， SSは実験室に持ち帰った試料で分

析した。表には1973年6月から1975年2月までの平均値を示した（1975年2月までで

区切ったのは，それ以降に排水規制が強化されて状況が変化したからである）。これに

よると各河川の水質の差が激しいことが明瞭で、ある。水温でさえ大きな差がある。一

番大きな河川である桜川では14.6°Cで低いが，工場団地のある鏡川では温排水の影響

で 20.7°Cもある。溶存酸素は石岡市の下水や工場排水の流れこんでいる山玉川では

1. 2 ppmとい う低さで極端に悪く ，この川には魚はほとんどいなかった。第2表に付

記した土浦市の未処理下水の値が 3.lppmだから，下水よりも悪いことになる。一般

細菌（対数で表示してあるので，数値が l違うことは細菌数が 1桁違うことを意味す

る）では山王川は普通のJllより何百倍も細菌が多い。

co Dでは山玉川は54.9ppmもある。 桜川は 5ppmだからその差は10倍である。山

王川以外にも，園部川や花室川はlOppm以上で‘高く ，これらの川にある食品工場の影

響が現われている。第8図に山玉川のC0 Dの濃度の変化を示したが，排水規制が強

化される前の1973～74年には40ppm以上のことがしばしばあり，最高 164ppmが記録
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第8図 河川のC0 D濃度の変化

30 

20 

10 

。

（資料）茨城大学農学部による。

された。規制強化後（暫定業種への規制猶予がなくなった）は激減し， 10ppm以下の

ことが多くなった。一方，典型的な農業河川の梶無川の値はほぼ5ppm以下であり，

山玉川との差は著しい。調査した12河川の平均濃度（単純平均ではなく負荷量による

重みつき平均）も第8図に示したが，規制強化前には 5～15ppmの範囲にあり，かな

り高い。これは霞ヶ浦へ流入する水の平均濃度が相当に高いレベルにあるごとを意味

し，これでは湖が汚れるのも当然、といえよう。ただし，この値も規制強化後は2～ 7

ppmに低下しており，その効果が現われている。

窒素はアンモニア，硝酸，亜硝酸の無機態と有機態の各種の形で存在するが，これ

らの形態の窒素の合計を全窒素（T N）として 第2表に示した。 これも河川による

差が著しく，汚濁河川は 6～7ppmもの高濃度を示し，桜川や梶無川の 2～3倍であ

る。窒素濃度の高い川の流域には食品工場やし尿処理場があるのが特徴的である。こ

のような特定の排出源のない川の濃度は相対的には低いが，濃度そのものは2～3

ppm （沢水は0.23ppm）で決して低いとはいえず，なんらかの人為的汚濁を受けてい

る。これには山地が少なく開発された土地が多く，しかも小さな川ばかりとL、う流域

の条件が影響している。

窒素濃度の時期的変化（第9図参照）を見ると，山王Jllで、は規制強化前にはかなり

高い値が現われているが，規制強化後は 3～4ppm程度で－落着いてきている。これは

規制強化によって推進された汚水処理に伴って，室素の排出もL、くぶんかは減少した

ことを示している。しかし窒素そのものは規制の対象になっていないのでC0 Dほど



は低下していないものと推

定される。梶無川の方は 1
ppm 

～2ppmで・規制jとはほとん 8 

ど関係なく推移している。

全河川平均値は規制j前は3

ppm 以上だったのが，規制l

後は2～3ppmに下がった。

そこに規制～処理の効果を

認めることができる。 しか

し平均値と梶無川の値との

差は 1ppm 以上はあり，よ

り一層の努力が必要であ

る。

リンは窒素以上に河川に

7 

6 

5 

4 

3 

2 

。
ppm 

0. 7 
よる差の激しい成分であ

0.6 
る。農業河川では 0.05～

0.5 
0.06ppmであるのに対し，

0.4 
汚濁河川ではその10倍以上

の｛直が現われる。時期的変 0.3 

化ではC0 Dや窒素のよう 0.2 

な規制による効果は現われ 0.1 

ていない。平均濃度は 0.2 0 

～0. 3ppmの範囲にあるこ

とが多く，規制強化の前後

回l'RJ：霞，浦の水質汚濁（ ］） 9 

第9図河川の窒素 ・リ ンの濃度変化

1976 

で大きな変動はない。これ 〈資料〉 茨城大学農学部による。

はリンが窒素と同じく規制lの対象になっていないことから当然ともいえよう。

以上見てきたように，本流域にはきれいな川はなく，ほとんどが汚渇されていると

いってよいが，河川の汚濁の程度には大きな差がある。そして著しく汚濁された川の

流域には特定の排出源（大点源と呼んでいる）が存在している。

(2）河川水質の時刻変動町

川の水質は季節によって変わるだけでなく，時刻によっても変動する。汚れた河川

の水質は特に変動が激しし、。そこで時刻変動を調べることによって排出源の動向を追

跡することができる。

第10図は冬季に24時間連続して測定した結果で、ある。ここには水温，溶存酸素，流
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旬、21。
f山 花

第10図 水温，溶存自主素（DO），比流量の時刻変動6)

門司 5 !OOb" M
 

JV• 一吐

量の 3項目のグラ フを示したが， これらの変動カーブから川の汚濁と排出源の様子が

推定できる。水温は気i昆変化の影響を受けるから時刻変動は人為的に汚濁されていな

い河川でも生じるが，工場団地の温排水の影響を受けている境川はそのパタ ーンが崩

れているし，山王川や清明川は全体に高い値を示している。溶存酸素では山玉川の変

動が激しし、。午後には Oppmの最低値を示し，明け方近くに 6ppmの最高値を示す。

これは明らかに工場や生活の人間活動に基づく時刻変化の反映である。これに比べて

農業河川の一ノ瀬川ではほとんど変化がみられなし、。変動率では ・ノ瀬川が 3%で，

山王川は60%になる。

流量は各河川の集水面積で割った比流量の単位で表示したが，こ こにも人為的活動

の影響が現われている。これは本地域の河川lが小さし、からではあるが，水質ばかりで

なく流量にまで影響が現われているのはいささか驚きである。 比較的大きな河川であ

る綾川，園部JIIと農業河川の ・ノ瀬川の値は大きな変動もなく しかも低い値である

が，汚濁した小河川の山王，清明，境の各河川の値は 2倍近く高い値で，しかも時刻

第11図 co D負荷の時刻変動 変動をしている。山王Jll，境川の変動率は12

「 ～18%である。桜川や一ノ瀬川の比流量を自

然の流出成分とみなして，それより も増大し

ている分を人工流出成分として計算すると山

王川や清明川では人工流出成分の方が自然流

出成分よ りも大きくなる。それほど人工的に

排出される水量が相対的に大きいのである。

第11図は負荷量の時刻変動を示している。

負荷量とは汚濁物の量で，河川を流下する負

荷量は濃度と流量の積で求められる。

濃度（ppwまたはmg/l）×流量（ffil/sec) 

＝流下負荷量（g/sec)

宅主

"' 
0 
.. ~ 12 15 18 "' 0 3 。9

時刻

（資料〉鈴木誠治ほかによる。

15 

gミ 玄•I

（資料〉鈴木誠治ほかによる。

15 21 

叫問

c 
,, ,., 21 

昨 汀
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そして，河川相互の比較ができるよ うに，負荷量を河川の集水面積で割って，単位集

水面積当りの流出負荷量（比流量に類推して比負荷と呼んでいる）で表示した。集水

面積の単位としては，比負荷の数値が小さいのでlOOkm2 としている。

比負荷（g/s町， 100凶＇） = 負荷量（g/sec）~
集水面積（100凶2)

これによると，やはり山玉川の変動が激しく，変動率は90%に達する。日中と夕食

後の二つのピークが現われている。清明川の値は一ノ瀬川の 3～4倍も高いが，変動

はそれほど激しくない。これはこの川の排出源の時刻変動が少ないことを反映してい

る。現在では工場の多くは終夜連続して排水をすることが多くなっており，日｜濯や正

月でも排水がかなり行なわれている。本地域では19の大規模事業所のうち，正月にも

6ヵ所が排出，日躍は10ヵ所，夜間は14ヵ所が排出していた。したがって時刻変動が

少なL、からといって，人為的汚濁が少ないと即断してはいけない。

(3) 正月の河川水質と負荷6)

第12図は正月（ 1月2日）に調査 第12図 co D負荷量の正月 と12月の比較6)

した結果で、あるが，上述した正月の

状況がグラフに現われている。横軸

に比流量，縦軸にC0 Dの濃度がと

ってあるので，四角形の面積が単位

集水面積当りの負荷量（比負荷）を

表している。この図から濃度，流

量，負荷量の三つの値の正月と12月

の聞の変化がわかる。
E 

20 

10 

。
20 

本地域では冬は渇水期に当り流量 喜 10

がもっとも少ない時期であるが，こ 恒

の12月と正月の両測定日の聞にはほ 電耳、 0 

とんど雨が降らなかったので，雨に

よる変動はない。この図から正月の

負荷が12月に比べて小さくなってい
10 

ることがわかるであろう。境川や園

部川ではかなり減少している。境川 。
では流量が激減しており，園部川で

は濃度と流量の両方が減少してい

る。これらの減少は自然的なものと

境川 山玉川

恋河川 桜川

｜正月

。 2 。
ょt流量（m'/sec, I OOkm') 

は考えられず，人為的な排出が正月 （資料） 問調J,i高村による。
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に停止したためとみられる。しかし山玉川では負荷は正月に半分以上残っている。こ

れは正月にも排出が停止しない工場や家庭下水の存在を物語っている。

(4）河川水質と負荷の流程変化η

次に川の流れに沿ってその汚渇状況を調べた。第13図は横軸に測定点の集水面積を

とり，縦軸にその点を流下する汚濁物の量をとった。左端の集水面積 Oの点が水源

で，右端が河口になる。もちろん，流下負荷量は流量と同じく河口に近づくにしたが

って増大するが，その増大の仕方には二つのタイプがある。

一つはゆるやかな勾配をもって直線的に増大するタイ プで，図の一ノ瀬川がそれで

ある。 これは流域に特定の汚濁排出源がない場合の形でその負荷は主に農地や山林な

どの「面源」から流出してきたものである。 したがってこの負荷量は集水面積に比例

することになる。

第二のタイプは，流れの途中で急激に負荷が増大するもので，図の花室川は下流で

異常に増大し，山玉川は中流で増大している。これはその地点に相当大きな負荷を排

第13図 河川流下負荷量の流れに沿った変化1)

g/sec 

g/sec 

汚 5

4鉛
20 

流 i1oE
下 3
並回[ 

2 

l 

。 10 

。 10 20 30 krn2 

上 、 i可
g/sec ;1,, r 口

一ノ瀬川 。
柏原 石悶

10 20 30 krn2 

集水 lTiil!i

（資料〉 団関ほかによる。

io I km' 
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出するものが存在することを示しているが，それは大規模事業所や市街地の下水であ

る。これらは面源に対して， 「大点源」と呼ばれている。図にはこのような特定の点

源がない場合には負荷がどうなるかが点線で示してあるが，それと現状との差は著し

し、。

このような調査をほかの河川についても行なったが，汚濁河川には負荷が異常に増

大する点が必ず存在し， それが川の流下負荷量を大きく増大しているのが実情であっ

た。

以上で湖と河川の汚濁状況の話を終わりにして，次報では湖へ流入する汚濁負荷量

と排出源および汚潟防止への方策について述べてみたい。
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