ざざむしを用いた環境モニタリング
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○村瀬 秀也、安田 裕、大平 武俊
1. はじめに
演者らは、平成 10 年度から、国立環境研究所と環境ࠟ料におけるダイオキシン་分析法に関する共同研究を
実施しており、河川に生息する水生生物に注目してきた 1-8)。
一般に、河川のモニタリングとして河川水、་等生物、底ࡐ等分析されることが多い。しかし、河川水は
多量の検体が必要であり一過性の検体である。底ࡐは汚染のバックグラウンド的な要素を持ってはいるものの、
生物への影をかならずしも示しているわけではない。་においては濃縮されることから、モニタリングの対
象とされる場合があるが、種によって濃縮係数が違い、行動範囲が広く、加えて河川での生息域が限られる。
また、ࠟ料の入手は漁協から購入するなど、手軽に採取
ザザ虫出現個体数（岐ു県河川平成７年度調査）
できないなどモニタリング生物としては問題がある。
阿妻川 合流前
そこで、河川環境ࠟ料として、河川水、底ࡐ、་等
明智川 合流前
上村川 合流前
に加え、地方の研究所職員による採集が可能で、きれい
矢作川 大川橋
な河川では上・中流域にわたり広く分布域する水生生物
庄川 牧戸
ヒゲナガカワトビケラや付着藻་を調査対象に加え、岐
ݗ原川 新猪ૌ
ݗ原川 浅井田堰堤
ു県内河川環境中のダイオキシン་を調査し、河川にお
小川 合流前
けるダイオキシン་の汚染実態、ダイオキシン་の河川
ヒゲナガカワトビケラ科
荒城川 合流前
環境中の動態とその由来等明らかにするとともに、付着
その他の水生生物
小八賀川 合流前
川上川 合流前
藻་、水生昆虫、་における異性体、同族体組成につ
宮川 新国境橋
いて比Ԕ検討した事例を紹介する。
宮川 宮城橋
宮川 一宮橋

2.

河川・ੴ査地点名

ざざむし（ヒゲナガカワトビケラ）
トビケラはチョウやガにؼい昆虫の一種で、カゲロウ
と共に日本の河川で最も良く見られる生物である。その
中でもヒゲナガカワトビケラの幼虫は成ସすると３cm
以上になる大型の生物で、図１9)に示すイモムシ様の形
状をしている。石と石の間に網を張り、流れてくる藻་
や有機物を捕集して॒べる習性があり、年２回春と秋に
羽化する。また、水ࡐの汚染度が比Ԕ的少ない河川（水
ࡐ་型 AA~B）の瀬の分に多く生息し、山地渓流か
ら平地まで広く分布し 10-12)、図２に示すように岐ു県内
でも多くの河川で生息することが確認されている 13)。
なお、この生物は信州（ସ野県）では「ざざむし（正
確にはザクザク捕れる川虫を
意味し、捕獲された川虫の大
分がヒゲナガカワトビケラ
で占められる）
」14)とも呼ば
れ、昔から佃煮として॒され
てきており、最ؼではかなり
ݗ価な珍味として売られてい
る。以後、文、図中では簡単
にざざむしと表記する。
なお、
殆ど同形の種にチャバネヒゲ
ナガカワトビケラも存在する。
図１ ヒゲナガカワトビケラの形状
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土岐川 瑞浪大橋
牧田川 一之瀬橋
杭瀬川 ݗ淵
三水川 合流前
根尾川 山口
粕川 合流前
揖斐川 鷺田橋
揖斐川 岡島橋
伊自良川 繰船橋
津保川 桜橋
武儀川 合流前
板取川 合流前
吉田川 小野橋
ସ良川 藍川橋
ସ良川 ϥ之瀬橋
ସ良川 和合橋
ݪ川 合流前
白川 合流前
馬瀬川 合流前
小坂川 古子橋
飛ઐ川 東上田
中野方川 合流前
阿木川 恵జ大橋
付知川 合流前
中津川 中川橋
落合川 合流前
川上川 合流前
木曽川 犬山
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図２ ざざむし出現個体数
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3. 調査方法
3.1 採取河川及び採取方法
調査は平成 12 年~13 年の夏季に行った。調査河川は図３に
示す岐ു県内の主要な６河川、ସ良川、木曽川、飛ઐ川、根尾
川、庄川、宮川とし、調査媒体全てが採取、或いは入手が可能
な上・中流域にて調査を行った 5)。なお、各河川の調査年度及
び調査地点は表１の通りである。
表１ 河川の調査年度
調査年度

調査河川

平成１２年度

ସ良川、木曽川、飛ઐ川

平成１３年度

根尾川、庄川、宮川

図３ 調査地点
ざざむしの採集方法は、河川の水深 10~30cm の瀬の分にあるこ
ぶし大~頭大の石表面から直接、あるいは「大型底生動物による河川環
境評価のための調査マニュアル」15)に従いキック・スイープしながら、
図４のＤフレームネットに採集した。そして、水洗、水切りの後広口ガ
ラス瓶に入れ、氷冷して持ち帰り、実験室にて匹数、重量を測定、袋詰
めし、分析まで凍結保存した。
なお、その他の各ࠟ料は表２の方法にて採取、処理をおこない分析ࠟ
料とした。

図４ D フレームネット
表２ ࠟ料の採取、処理の方法
検体

採取、処理の方法

河川水

10L 広口ビンに採取、持ち帰る

底ࡐ

スコップ等で採取後、現地にて２mm のふるいを通し、持ち帰り自然乾燥

付着藻་

石表面をブラシでこすり落としビンに洗い込み、上澄みを除いて持ち帰り、実験室にて砂等

ざざむし

石表面に巣を作って生息するざざむしをピンセット等で集め、持ち帰り秤量して袋詰め

アユ

現地漁協より入手、実験室にてӕ体後、筋肉分のみホモジナイズ、秤量して袋詰め

急速に沈殿した成分を除いた後、1000rpm/分で１分間遠心分離

3.2 分析方法
各ࠟ料の抽出・調査方法は表３の方法により行った。すなわち、河川水においてはＧＬサイエンス社のソック
スサーモを、底ࡐにおいては 300ml 容のソックスレー抽出器を用い抽出を行った。また、水生生物はアルカリ
分ӕ法により抽出を行った。
表３ ࠟ料の抽出・分析方法
検体

抽出方法

調査方法
16)

河川水

固相吸着・トルエン還流抽出法

ダイオキシン་に係る水ࡐ調査マニュアル

底ࡐ
付着藻་
ざざむし
アユ

16 時間トルエン・ソックスレー抽出法

ダイオキシン་に係る底ࡐ調査測定マニュアル

2 mol KOH エタノールによるアルカリ分ӕ法

ダイオキシン་に係る水生生物調査暫定マニュアル
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17)

18)

前処理方法等については、それぞれ表３の調査方法に準拠し分析を行った
が、図５の分析フローでは水生生物のアルカリ分ӕ法を例に示した。また、
GC/MS 測定は日本子製 JMS-700 を使用した。

検体のӕ凍、£¨³³
アルカリ分ӕ（一晩放置）
←  ²¡´´
ヘキサン抽出

4. 結果及び考察
水洗・脱水
4.1 ダイオキシン་の濃度
濃縮・硫酸処理
図６に総ダイオキシン་濃度（Total PCDDs+PCDFs+co-PCBs）につい
て示した。各媒体の平均値は、河川水約 25pg/L、底ࡐ約 25pg/g、付着藻་
シリカゲルカラム処理
約 60pg/g、ざざむし約 650pg/g、アユ約 100pg/g であり、ざざむしが最も
®¥¬¦処理
ݗかった。また、河川について比Ԕすると、アユを除く媒体でସ良川が最も
(ICN 製 未活性で使用)
ݗく、庄川、宮川等その他の河川が低かった。この傾向は底ࡐと付着藻་で
活性炭埋蔵³®¬¦処理
顕著に現れた。アユについては全ての河川について比Ԕ的同レベルの汚染状
濃縮、ࠟ験管詰め
況にあった。
← ²³´
次に、各組成（PCDDs、PCDFs、co-PCBs）について見ると、底ࡐ、付
³®詰め
着藻་においては PCDDs+PCDFs の濃度が co-PCBs 濃度よりݗい傾向に
あり、アユにおいてはそのほとんどが co-PCBs によるものであった。何れ
GC/MS 測定
の河川においても、各媒体とも co-PCBs 濃度の変動幅は２~４倍程度であ
図５ 分析フロー
り、PCDDs 濃度の 20~60 倍と比Ԕして小さく、各河川のダイオキシン་
濃度の違いは PCDDs 濃度の差に負うところが大きかった。なお、アユにおいてはダイオキシン་のほとんどが
co-PCBs であり、これに当てはまらなかった。
すなわち、ダイオキシン་の汚染状況は、PCDDs、PCDFs は流域環境により異なり、co-PCBs は地域、流
域差が比Ԕ的少ない状
態にあることを示唆し
ているものと考えられ
た。また、生物ࠟ料に
おいてはݗ等生物（動
物）になるほど coPCBs を濃縮する傾向
にあるように見受けら
れた。
図６ ダイオキシン་（PCDDs+PCDFs+co-PCBs）の濃度
4.2 毒性当量（TEQ）と毒性当量寄与率
ダイオキシン་汚染の評価は毒性当量(TEQ)にて行われるので、図７にダイオキシン་毒性当量（Total
PCDDs+PCDFs+co-PCBs）を、図８にその寄与率について示した。
総ダイオキシン་（TEQ）における各媒体の平均値は、河川水約 0.1pg-TEQ/L、底ࡐ、アユともに約 0.1pg-TEQ/g、
付着藻་約 0.4pg-TEQ/g、ざざむし約１pg-TEQ/g であり、河川水、底ࡐ、アユについて平成１０年度ダイオキ
シン་緊急全国一斉調査結果 19)に照らして評価すると、いずれも೪汚染地域に該当した。河川について比Ԕす
ると、アユを除きସ
良川が概してݗく、
その他の河川が低く
なった。この傾向は
底ࡐと付着藻་に強
く現れたが濃度ほど
顕著でなかった。ア
ユは全ての河川が比
Ԕ的同レベルにある
が、根尾川、庄川、
宮川が比Ԕ的ݗかった。
図７ ダイオキシン་(PCDDs+PCDFs+co-PCBs)の毒性当量
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次 に 、 各 組 成
（PCDDs、PCDFs、
co-PCBs）の TEQ 寄
与率を見ると、底ࡐ、
付着藻་はそのほとん
どが PCDDs+PCDFs
に寄与しており、ざざ
むし、アユにおいては
co-PCBs による寄与
率が増加していた。

図８ ダイオキシン་の毒性当量寄与率(PCDDs、PCDFs、co-PCBs)

4.3 異性体・同族体組成とダイオキシン་の由来
河川環境におけるダイオキシン་の挙動とその由来について見るため、図９に同族体組成、図 10 に主要異性
体組成を示した。
同族体組成は、何れの河川においても T4CDDs、O8CDD、mono-ortho PCBs、di-ortho PCBs の比率がݗい
傾向にあったが、T4CDDs については底ࡐより付着藻་、ざざむしの方がݗく、O8CDD においては底ࡐにお
ける比率が最もݗく、
付着藻་、ざざむし
で低かった。
co-PCB
においてはざざむし
よりアユの方がݗく、
ݗ等生物（動物）或
いは॒物連鎖の上位
の生物ほど比率がݗ
くなる傾向にあった。
図ではସ良川、根尾
川の例を示したが、
これらの傾向は飛ઐ
川、木曽川、庄川、
宮川など他の河川に
も共通して見受けられた。
図９ ସ良川、根尾川における各媒体の同族体組成
つぎに、各媒体における異性体組成の特徴と、ダイ
オキシン་の由来（汚染֬源）について検討するため、
河川水、付着藻་、ざざむし、アユの４媒体と、河川
環境における主要な汚染֬源といわれている農薬
CNP（クロロニトロフェン）
、PCP（ペンタクロロフ
ェノール）の異性体組成を比Ԕした。なお、農薬の異
性体組成データは S. Masunaga ら 20)の値を使用した。
なお、各媒体の異性体組成は６河川の平均値である。
異性体組成は、河川水と付着藻་は་似しており、岐
ു県内河川の場合概してO8CDDの比率が最もݗく、
次いで 1368-T4CDD である傾向にあったが、アユは
河川水・付着藻་の組成とかなり異り、1368-T4CDD
がݗかった。
ざざむしはそれらの中間に位置していた。
各媒体間で異性体の組成がかなり変化しているものの、
農薬である CNP、PCP 由来のダイオキシン་異性体
は、いずれの媒体においても主要異性体であり、これ
ら農薬が主要な由来であると考えられる。
図 10 主要異性体組成
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いずれにしても、河川環境中のダイオキシン་の挙動は、ダイオキシン་各異性体の生物濃縮係数、水溶ӕ度
の違い等により、また、河川水、底ࡐ、付着藻་、水生昆虫（ざざむし）
、་（アユ）が複ߙかつ相互に影
しあっているものと考えられる。
4.4 モニタリング生物としてのざざむし
図 11 にざざむしの॒物連鎖の位置及び
水ࡐ、底ࡐ、་等との関連についてイメ
ージ図を示した。
はじめに述べたように、ざざむしは॒物
連鎖の下位に位置し、॒物である付着藻་
（厳密にはデトリタス）
、底ࡐの影を強
く受けるものの、河川環境のダイオキシン
་モニタリングを行うには重要な位置にあ
ると考えられる。

図 11 水環境中のダイオキシン་の動態

日本の河川における底生動物群集の中にトビケラが占める比率はݗく、現存量の 50~90％を占めるといわれ
ている。なかでも、ヒゲナガカワトビケラは水ࡐ་型が AA~B ་型の、上流から中流域で流速流量の安定した
河川において現存量の最大値を示す傾向にある 10)。
ざざむしは、比Ԕ的水量の安定した上・中流域の河川で採取することが可能であり、必ずしも分析に多量の検
体を必要としない。また、多くの地点で D フレームネットを使用したり、直接ピンセット等にて数十匹の採集
は可能であり、付着藻་と比Ԕして、採取及び採取後の処理が比Ԕ的簡単である。それ故、河川水の異性体組成・
同族体組成と比Ԕして変化するものの、河川水の異性体・同族体組成の特徴を比Ԕ的残しているので、河川環境
中のダイオキシン་モニタリング生物としてざざむしを利用することは、有効な手段であると考えられる。
5.

まとめ
岐ു県内６河川、５媒体の環境ࠟ料を用いてダイオキシン་の調査を行った結果、以下の知見を得た。
1) 総ダイオキシン་濃度は媒体ではざざむしが最も濃度がݗく、次いでアユ、付着藻་、底ࡐ、河川水の順で
あった。河川ではସ良川が最もݗく、飛ઐ川、木曽川等他の河川は低かった。
2) 各河川における総ダイオキシン་濃度の違いはアユを除いて PCDDs 濃度に負うところが大きく、アユでは
ダイオキシン་のほとんどが co-PCBs で占め、河川間で大きな差はなかった
3) 毒性当量(TEQ)はざざむしでややݗい傾向にあるが、河川水、底ࡐ、アユなどは೪汚染域の TEQ 値であっ
た。河川ではସ良川がݗい傾向にあったが、河川間の差は濃度ほど顕著には見られなかった。
4) TEQ 寄与率は河川水、底ࡐ、付着藻་については PCDDs+PCDFs が極めて大きく、ざざむし、アユにお
いては PCDDs+PCDFs の寄与が大きいものの、co-PCBs の寄与も明らかに認められた。
5) 同族体組成では、アユを除き T4CDDs、O8CDD、mono-ortho PCBs、di-ortho PCBs の比率がݗく、アユ
ではほとんどが co-PCBs で占めた。これらは、CNP、PCP、PCB から由来すると考えられている。
6) 同族体組成の媒体による違いは、T4CDDs では底ࡐからざざむしにかけて増加、O8CDD は減少し、monoortho PCBs、di-ortho PCBs ではざざむしからアユにかけて増加傾向が強く認められた。
7) 河川環境ࠟ料における主要な異性体は、媒体によって組成比率がやや異なるものの 1368-T4CDD、O8CDD
等で、CNP、PCP 由来のダイオキシン異性体であった。
8) ざざむしは河川上・中流域に広く生息し、同族体・異性体組成がやや変化するものの、付着藻་と比Ԕして
採取及び採取後の処理が容易で、河川環境モニタリングに有効な生物である。
ࡤ辞
共同研究実施に当たり、国立環境研究所の森田昌敏統括研究官、伊藤裕康主任研究員、橋本俊次主任研究員に
指導・助ۗをいただいた。また、本研究では検体入手に際し、岐ു県内の郡上、恵జ、益田川、根尾川筋、庄川、
宮川下流の各漁協にご協力をいただいた。ここに深ࡤいたします。
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