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河川への赤土等の流出実態を把握するため, 既報１)の

河川��等データベースに, 新たに集積したデータを加
え, 雨天時 (後) における河川水��について解析を行っ
た. ここでは, 雨天時 (後) の河川水��と河川周辺に
分布する主な土壌, １時間降水量および河川水の粒径分

布との関係を検討したので報告する.� ��
１. 調査期間

1988年６月16日～2000年８月１日.

２. 解析に用いた河川水��測定値
著者らが採水した河川水の��測定値及び各機関の報
告書２�７)から得られた河川水��値を既報１)のデータに新

たに加え, その中から雨天時 (後) のデータのみを抽出

して解析に用いた. 対象となった河川数は, 沖縄島, 久

米島および石垣島の182河川 (排水路を含む), ��測定
点数はのべ653点である. なお, ここで扱う河川水��デー
タのほとんどは, 平成11年度環境庁委託業務により作成

された赤土等の流出に関するデータベースＣＤ�ＲＯＭ
(Ｃ○ 沖縄県文化環境部環境保全室赤土対策班／沖縄県衛

生環境研究所赤土研究室) に収録されている.� ������
１. 土壌等別降雨時河川水��
雨天時 (後) 河川水��値を河川流域に主として国頭

マージ土壌が分布する地帯 (以下, 国頭マージ地帯と称

す) とクチャ (島尻層群泥岩) 及びジャーガル土壌が分

布する地帯 (以下, クチャ・ジャーガル地帯と称す) に

分けて集計した. 解析に用いた国頭マージ地帯の河川数

は159, のべ544点, クチャ・ジャーガル地帯の河川数は

23, のべ109点である. それぞれ河川ごとに��の平均値
を算出し, さらに, 流域に分布する主な土壌地帯別にそ

の平均を算出した. 国頭マージ地帯は沖縄島石川市以北,

石垣島, 久米島に多く分布し, クチャ・ジャーガル地帯

は沖縄島中城村以南, 特に国場川水系を中心とした那覇

市近郊の南部地域に多く分布している. なお, 河川水��
は対数正規分布する1)ため, 対数変換後, 統計処理した.

沖縄県における過去５年間 (平成５～10年) の25河川,

55～89地点の水質調査結果８)によれば, 平水時の河川��
測定値の平均は, ほとんどの地点で１～50����の範囲
に収まる. これに対し, 雨天時 (後) の国頭マージ地帯

河川水の��平均値は103����, 最高値は1997年11月25日,
東村平良川下流側支流の44�100����である. また, ク
チャ・ジャーガル地帯河川水の��平均値は292����, 最
高値は2000年８月１日, 豊見城村与根川河口の4�730����で, いずれも前述の平水時の��平均値を大きく上
回っている. また, 土壌等地帯別に雨天時 (後) の河川

水��平均値を比較すると, クチャ・ジャーガル地帯が
国頭マージ地帯よりも約３倍高い.

比嘉ら９)は赤土等の流出に関連して測定した流出源濁

水��値の中から上位10地点を抽出し, その平均値を土
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壌等別に比較している. その結果, クチャ・ジャーガル

が国頭マージよりも流出しやすく, 特に, クチャでは５

倍強流出しやすいことを報告している. したがって, 雨

天時 (後) 河川水��が流出源濁水の濃度に強く影響を
受けていることは明らかである.

ただし, クチャ・ジャーガル地帯, 特に国場川水系の

流域では, 家庭雑排水や家畜排水なども河川に流入して

おり, 有機汚濁成分に由来する��の評価が課題となっ
ている.

なお, 各河川の雨天時 (後) における��値測定件数,
平均及び標準偏差については末尾の表１に掲載した. 沖

縄島北部の河川名は大見謝８)による.

２. １時間降水量と��
１時間降水量は, 採水時間が明らかな地点ののべ159

河川, 257点について, 近傍のアメダス観測地点の１時

間降水量を採用した. 図１に１時間降水量と河川水��
の関係を示す. 図から, １時間降水量が数��でも, ��
は100����を超える場合が多いことがわかる. 特に, ク
チャ・ジャーガル地帯では顕著である. さらに, １時間

降水量が10��未満で, ��が1�000����を超える地点の
割合は, クチャ・ジャーガル地帯が22�2％, 国頭マージ
地帯では6�7％である. このようなことからも, クチャ・
ジャーガル地帯では, 国頭マージ地帯に比較して土壌等

が河川に流出しやすいといえる. また, １時間降水量が

10��以上の場合, 両地帯のほとんどの地点で河川水��
が100����を超え, 15��以上では, 調査地点の約40％
が1�000����を超えている.

３. 河川水の粒径分布と��
粒径分布が測定された河川水102点について, 最大粒

子径およびシルト以下の割合と河川水��との関係をそ
れぞれ図２及び図３に示す. なお, シルト以下の粒径に

ついては国際土壌学会法に基づき, 20��以下とした.
河川水��が1�000����までは, 最大粒子径は100��以
下のものが多いが, 1�000����を超すと, 最大粒子径が
100��を超えるものも多くみられるようになる. また,
河川水��が100����を超すと, ほとんど90％以上で安定
していたシルト以下の割合に低下傾向がみられ,

1�000����あたりからはシルト以下の割合が大きくばら
つき, 80％前後まで低下するものが多くみられるように

なる.
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図２. 雨天時 (後) 河川水の最大粒子径と��の関係.
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図３. 雨天時 (後) 河川水のシルト以下 (＜20��) の

割合と��の関係.河川水�� (㎎��)

河川水�� (㎎��)

河
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図１. １時間降水量と河川水��の関係.



この現象に関連して, １時間降水量と河川水��の関
係をみた時, 河川水��が1�000����を超えるのは, １時
間降水量が15��以上の場合である. したがって, １時
間降水量が15��以上の場合に, 下流側で底質の巻上げ
が生じ, 大きな径の粒子が河川水中に含まれるようにな

るため, ��値が増幅されるものと推察される.� �����
沖縄島中南部のジャーガルクチャ流域の河川では, 家

庭雑排水や畜舎排水などの流入負荷の影響が無視できな

いため, 河川水��成分の分画方法を開発し, 降雨時の
土壌等流出による河川への��負荷量を明らかにしたい.� ����
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表１. 雨天時 (後) の河川水��(1998.6.16～2000.8.1).
(㎎/�) (㎎/�) (㎎/�)
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