
巻 頭 言

環 境 測 定 と 計 測 分 析 機 器

　福岡女子大学　理事長・学長　高　木　　　誠＊

＊九州大学名誉教授，（独）科学技術振興機構戦略的創造事業本部 先端計測技術推進部開発総括

�

　私は応用化学を専門としている。���0年代の終わ

り頃から環境科学に関わるようになった。そのおり

に土木や建築，都市工学の方々と接し，化学の研究

室で用いられていた分析・試験機器の類が，これら

の分野でも積極的に活用され始めていることを知っ

た。道路やダム，ビル建設等がご本業と私が勝手に

思い込んでいた先生方が化学機器を本格的に扱われ

るのを知って，軽い学際ショックを受けたものであ

る。この頃，九州環境管理協会は設立されてまだ �0

年に満たず，水質検査の業務を本格化させつつある

時期にあたるかと思う。

　環境を評価・管理するには，環境調査に係る技術，

計測分析・試験機器が「いのち」である。九州環境

管理協会の業務案内のパンフを拝見すると，代表的

な機器が紹介されている。いずれも今の業務を支え

る標準的な機器である。高性能には違いないが，一

方で伝統的な性格が強いと表現してもよいかと思う。

　ところで私は (独 )科学技術振興機構に少し関わっ

ている。そこでは先端計測分析技術・機器開発事業

が進められている。これは先端的なナノ計測やバイ

オ計測等を目的とし，従来にない着想や原理に基づ

く先端的な機器を開発している。上記二つの機関は，

ともに分析機器を扱う。しかし事業目的が全く異な

るのだから，機器の目的や対比を論じるのは意味の

ないことである。しかし私という一個人の中に二つ

の立場が共存するとなれば，自ずからそこに，将来

展望等について自問や感想も生まれる。

　九州環境管理協会が発足したころ，日本社会には

高度成長のひずみが現れ，水や大気の汚染が大問題

になっていた。主な計測対象は河川水や事業所排水，

大気等であった。微量（低濃度）分析が必要な場合

はあっても，試料自体は大量に入手することができ

た。このようにマクロな環境を対象とする限り，基

本的に今後も計測の姿に変わりはないと思われる。

近年の二酸化炭素と地球温暖化問題も，海を越える

酸性雨や黄砂問題も，�0年前の局地課題の規模を大

きくしたものであり，計測の基本が変わるわけでは

ない。

　上記のようにマクロな気圏，水圏，陸圏，生物圏

あるいは都市環境等を観測し，環境政策やリスク管

理に役立てることは今後も大切である。一方，麻薬

取引や地下鉄サリン事件，爆薬テロのような人為活

動を未然に防ぐには，どのような機関・組織でどの

ような測定機器をもって当たるか。国際間の人的･物

的交流が飛躍的に増える中で大きな問題である。大

規模な養鶏施設が稼動しているなか，鳥インフルエ

ンザについても似たようなことが言える。また温暖

化を反映して，マラリヤを媒介する蚊の生息域が東

アジアでも広がっているという。また危険の程度は

計り難いが，カエル等の両生類に致命的な影響を与

える外来の感染症が最近我国に侵入したという。

　毒物や麻薬，爆薬の所在や拡散を知るには，その

製造中間体も含めて高感度に検出する機器が必要で

ある。麻薬犬は，警戒すべき物質を扱った人物･物品

が傍にあるだけでも，周りの空気に放出される極微

量の物質を通じて反応する。しかし技術面から見る

と，それ以上の感度や物質多様性をもつ機器もいず

れ開発されると思われる。電磁波や電子線・粒子線，
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微細加工技術等を用いる計測分析機器の進歩は極め

て著しい。その分野に居る私自身が，「本当にそこま

で出来るの !?」と驚いている。

　病原ウィルスや病原菌の検出には私は専門外であ

り，弁えていることは少ない。しかし最近の急速な

技術進歩を見ると，ハード技術の面では困難はいず

れ克服されると思われる。

　難しいのは，むしろ有用なハード技術を社会で実

効ある形で動かすソフト技術（社会組織，事業組織）

の工夫かもしれない。九州環境管理協会におかれて

は，ハード・ソフトの両面で，今後とも奮迅の活躍

をされますよう心から期待いたします。

米国 Purdue 大学の加速器質量分析装置（AMS）
手前はイオン源，中央のタンク構造はバンデグラフ加速器，後方は質
量分析装置。当協会では米国 Purdue 大学，Georgia 大学の AMS を利
用する同位体（比）測定システムを構築しています。
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１．はじめに
わが国においては，����年リサイクル法の制定，

����年廃棄物処理法の改正を端緒として，その

後，容器包装リサイクル法（����.�制定，����.�

～ �000.�施行），家電リサイクル法（����.�制定，

�00�.�施行），�000年には食品リサイクル法，建

設リサイクル法の個別法とともに，循環型社会形成

推進基本法，資源有効利用促進法，グリーン購入法

が，�00�年には自動車リサイクル法（�00�.�施行）

と，関連の法律整備が相次いで行われ，リサイクル

行政は着実に前進してきた。市町村は分別収集体制

を強化して，容器包装リサイクル法や家電リサイク

ル法に対応し，燃やせないごみの破砕資源化施設を

稼働させてきた。廃棄物行政の関心は，ダイオキシ

ン問題が一段落し，最終処分量を節約するための焼

却灰のリサイクルに移っているようであり，一部の

熱心な自治体を除いて，更なる分別収集の強化には

慎重な姿勢をとっているように見える。

しかし，一般廃棄物の集団回収を含む，見かけ

のリサイクル率を見ると，�00�年度でなお ��.�％

にとどまっていて１），今後さらにリサイクル率を向

上させるためには厨芥のリサイクルや焼却灰のリサ

イクルを進めなければならない状況になってきてい

る。

また，最終処分場の確保のためには，量的な削減

だけではなく，質的にもできるだけ安全なものにし

て行くことが求められ，貴重な金属資源等の散逸を

防ぐ意味でも，一層きめ細かいリサイクルを進める

不断の努力が必要であろう。

本稿では，このような背景から，山口県で力を入

れている焼却灰のリサイクルを中心に，以下のよう

な状況を紹介し，より徹底した循環型社会を構築し

ていくための課題を整理したい。

１）山口県及び宇部市における焼却灰リサイクルの

状況

２）食品系有機廃棄物のリサイクルの困難性

３）粗大ごみ系重金属廃棄物のリサイクルの必要性

４）その他のトピックス

２．山口県及び宇部市における焼却灰リサイク

ルの状況
山口県においては，エコタウン事業の核として位

置づけられた焼却灰セメント利用が，�00�年度よ

りスタートし，フル稼働とまでは行かないが，ほぼ

順調に運営されている。

山口エコテックの前処理工程は図１に示す通りで

図１　ごみ焼却灰のリサイクル（山口県方式）
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ある。前処理された灰は（株）トクヤマ南陽工場及

び宇部興産（株）宇部セメント工場にて粘土の代替

原料として資源化されている。

セメントへの利用形態としては，山口方式（�万

トン／年）のほか，同じく普通セメントへ利用する

埼玉県方式（�0万トン／年）およびエコセメント

方式（��万トン／年）がある。現在合わせて �0万

トン強の受入量になっている（表１）。

一方，もう一つのオプションはごみを最終的に溶

融スラグとして減量化あるいは資源化を図る方法

で，現在ではおよそ日本全体で年間 �0万トン弱の

ごみ溶融スラグが生産されている。山口県において

は，大口の下関市と宇部市が，エコタウン事業との

時期的なずれもあって，独自に灰溶融あるいはガス

化溶融方式を採用している。

�00�年度における日本，山口県，宇部市の一人

当たりのごみの排出，処理，リサイクル量を図２，

図３a，ｂに比較した２），３）。リサイクル率は，それ

ぞれ ��.�％，��.�％，��.�％で，山口県は焼却灰リ

サイクルによって，全国平均より高めの値となって

いる。最終処分率は ��.�％，��.0％，��.�％である。

宇部市における最終処分率がやや高いのは，事業系

の建設廃棄物の持ち込みが他市よりやや多いこと，

スラグ等の利用がなお十分ではないためである。も

しスラグ等を全量利用できたとすれば，リサイクル

率は ��.�％，最終処分率は ��.�％になると期待さ

れる。

なお，生ごみは多くの水分を含んでいるため，分

母が大きくなり，リサイクル率は見かけ上，低めに算

出される。かりに，生ごみが可燃ごみの �0％を占め，

その �0％が水分として，リサイクル率の分母から，

生ごみ中の水分を差し引いてみると，先の �00�年

度における山口県および宇部市のリサイクル率は実

質的に ��.�／ 0.�＝ ��％ということになる。

表１　焼却灰のセメント利用および溶融スラグの発
生量

リサイクルの方式 場所 灰受入量
(万 t/年 )

セメント生産
量・スラグ発
生量 (万 t/年 )

備考

セメント原料利用

普通セメント (山口 ) 周南 �～ � �00�年度～
普通セメント (埼玉 ) 熊谷 � �00�年 �月～

津久見 � �00�年 �月～
エコセメント 市原 � �� �00�年度～

三多摩 �0 �� �00�年度～
溶融スラグ利用 (�00�年度 )

ガス化溶融炉 (��) �� *
灰溶融炉 (��) �� **

(　)：灰に　*：�.�千トン /日× ��0× 0.�0�
換算    **：�千トン /日× ��0× 0.�  　

図３a　一般廃棄物処理処分の現状　山口県 (2003)

図３b　一般廃棄物処理処分の現状　宇部市 (2003)

図２　一般廃棄物処理処分の現状……日本 (2003)
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３．食品系有機廃棄物のリサイクルの困難性
さらにリサイクル率を向上させるためには，厨

芥（生ごみ）のリサイクルが有効ではあるが，食糧

輸入国であるわが国においては構造的に大変難しい

状況にある。生ごみを堆肥化しても，堆肥をもって

いくところがないというのはよく聞かれることであ

る。今や，わが国は総合食糧自給率が �/�近くにな

り，�/�は輸入に頼っている。ということは４），わ

が国の農地作付面積の２倍に相当する作付面積を海

外に借りて，生産してもらっていることになる。実

際，農水省の資料を見ればこの状況は明らかであ

る（図４）。かりに，飼料系も含む食品系有機廃棄

物（食品系バイオマス）を全量堆肥にして，農地に

戻そうとしても �/�は，単純にわが国の農地には戻

すことができない計算である。しかも国内農地は化

学肥料依存であるので，肥料必要量の全量相当分で

はなく，一部相当分しか戻すことができない。化学

肥料依存率が高ければ高いほど，わが国の農地に戻

せる堆肥はさらに少なくなるわけである。このよう

な背景から農水省では食品リサイクル法のリサイク

ルあるいは減量率の目標を �0％という低い値に設

定しているのである。平成 ��年度における，わが

国の一般廃棄物の堆肥化処理量は湿重ベースでわず

か �.�万トンであり，１人１日当たりの厨芥＋草木

ごみの発生量を �00gとすれば，���0万トンの発

生量のうちわずか 0.�％に過ぎない。実際，パイロッ

ト的に検討されている例も事業系の厨芥を対象とし

たもので，一般家庭からの厨芥を対象とするケース

はほとんど見られない状況である。

ここで食品系有機廃棄物のリサイクルについて注

意しておかなくてはならない点として，次の３点を

挙げておく。

一つは，人々の関心はごみのリサイクル，生ごみ

のリサイクルにあるようだが，窒素やリンについて

は，生ごみよりもむしろ，し尿の方に多く含まれて

おり（図５），この部分のリサイクルには，その重

要性にもかかわらず，あまり関心が払われていない

ことである。参考までに，平成 ��年度の下水汚泥

は固形物ベースで ���万トンのうち，セメント利

用 ��.�％，その他建材利用 ��.�％で多く，緑農地

利用は ��.�万トン，��.�％である５）。し尿処理汚

泥や農業集落排水処理汚泥も農業利用される割合は

わずかになっている。

二つ目は，温暖化ガス対策として，バイオマスの

図４　主要輸入食料の生産に使われている海外の作付面
積と国内作付面積の推移 ( 平成 6年度農業白書 )

図５　わが国における食品系バイオマス量の推定 (2002 年度 )
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燃料利用に関心が高まっていることである。かつて

有機肥料の代表的なものであった，鶏糞も燃料利用

の対象になりつつある。木質系バイオマスは従来熱

利用をしてきたので問題ないと思うが，土に戻した

ときの有機物そのものの効用や，混合焼却による重

金属汚染の可能性を考えると，食料系バイオマスの

燃料利用には慎重でありたい。

三つ目は，食飼料系有機廃棄物をリサイクルする

ことの重要性はなにも，窒素やリンに限ったことで

はない。カルシウム，マグネシウム，鉄，マンガン，

銅，亜鉛等，微量有用ミネラルのリサイクルの重要

性についても我々はもっと関心を払うべきではない

かということである（表２）６）。

表２　日本人の栄養所要量（ミネラル）
�人 �日当たり

ミネラル
所要量 (��歳～ ��歳 ) 許容上限

摂取量 備　　考
男 女

カルシウム Ca �00mg �00mg ��00mg

鉄 Fe �0mg ��mg �0mg ヘモグロビン
リン P �00mg �00mg �000mg

マグネシウム Mg ��0mg ��0mg �00mg 骨形成
カリウム K �000mg �000mg － 神経・筋肉機能
銅 Cu �.�mg �.�mg �mg 骨形成
ヨウ素 I �.�mg �.�mg �mg 骨形成
マンガン Mn �.0mg �.0mg �0mg 糖・脂質・蛋白質代謝
セレン Se �0μg ��μg ��0μg 肝機能，ビタミン E

亜鉛 Zn ��mg �mg － 生殖機能，味覚
クロム Cr ��μg �0μg ��0μg 糖代謝，脂質代謝

モリブデン Mo �0μg ��μg ��0μg 尿酸生成
ナトリウム Na �0g未満 /�日

わが国が依存している海外の農地でも，農産物を

収穫し，輸出する一方では土壌中の必須ミネラル分

が不足し，いずれ生産力に問題を生じる可能性もあ

る。また，鉄は土壌中の存在量自体は非常に多い元

素であるが，その化学的存在形態によって，作物へ

の吸収性が異なり，有機物由来の腐植酸等の共存が

重要であることが想像される（図６）７）。いずれに

しても，これら微量ミネラルの循環の輪が断たれ，

細くなっていることが，われわれの健康にも影響が

ないのか検討が必要であろう。

WTOに対して，わが国は，国内農業の保護を訴

えてきているが，生産効率のみ考えて，化学肥料に

依存した農業をしていては，農業の多面的役割を主

張しても，説得力に欠けると言わなければならな

い。農業もその生産物をリサイクルさせる責任を自

覚し，実践することによって初めて，国際社会を説

得できる可能性が出てくると思われる。

環境保全型農業への関心も徐々に高まりつつある

が，本来の農業を，あえて有機農業と特別な言い方

で呼ばなければならないほど，化学肥料依存農業が

一般化してしまったが，われわれの健康にも関わる

最も基本的な循環であるので，現実は厳しいもので

あるにしても，今一度理想に立ち帰り，少なくとも

目標は高く，明確に持つことが重要ではないかと考

える８）。

４．粗大ごみ系重金属廃棄物のリサイクルの必

要性

焼却灰の重金属濃度を下げ，その再利用を促進

し，同時に，貴重な重金属資源の回収を図るために

は，粗大ごみ・燃やせないごみの処理過程の改善が

重要である。現在，ほとんどの自治体で，破砕・資

源化が行われるようになり，この処理工程からの可

燃区分が焼却処理工程に入り，結果的に焼却灰の重

金属濃度を上げている可能性がある。家電製品リサ

イクル法の施行によって相当程度，状況は改善され

たが（図７）９），まだまだきめ細かい個別製品のリ

サイクルルートを構築していく必要があるように思

われる。とくに，電池類，蛍光灯，基板類，電気製

品の銅線など，資源回収と環境汚染防止のために，

より丁寧なリサイクルを行っていく必要がある。

図７図８は宇部市のごみ処理の状況をやや詳しく

図６　作物のミネラル濃縮率と必要摂取量
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見たものである。表３は，焼却場（ガス化溶融施

設）から排出される鉄区分，アルミ区分および不燃

残査の組成を調べた結果である。鉄区分の鉄含量は

��％であり，�.�％のアルミと 0.�％の銅が混じる。

また電池が �.�％含まれている。アルミ区分のアル

ミ含量は ��％であり，�.�％の銅と，�.�％の鉄が混

じる。埋め立て対象の不燃区分には，鉄が �0.�％，

アルミが �.�％，銅が �.�％，電池が 0.��％含まれ

ている。電池は３区分合わせると年間 �.�トンにも

なる。リサイクルプラザの可燃区分からのものが�.�

トンであるので，�.�トンは燃やせるごみとして不

適正に排出されていることになる �0）。表４はリサ

イクルプラザから排出される，鉄区分，アルミ区分，

可燃区分，プラスチック区分，および不燃区分の組

成を調べた結果である。鉄区分の鉄含量は ��%で

あり，�.�％のアルミと 0.�％の銅が混じる。アル

ミ区分のアルミ含量は ��％であり，��.�％の鉄と，

�.�％の銅が混じる。可燃区分には配線が �.��％，

基板が 0.��％，銅が 0.�％，電池が 0.��％含まれて

いた。年間それぞれ，��トン，�.�トン，�.�トン，

�.�トンが焼却にまわることになる。プラスチック

区分も焼却されるが，基板が 0.�％，配線が 0.�％

含まれている。一方，埋立処分にまわる不燃区分に

は，�0.�％のプラスチック，�.0％の可燃物が混じり，

鉄が �.�％，電池が �.��％，基板が 0.��％含まれて

いる �0）。

山口県の場合は，焼却灰のセメントリサイクルが

行われているので，主たる埋立対象物はリサイクル

プラザからの不燃残査であり，その組成の吟味が重

要であると思われる。

また，とくに燃やせないごみ系のよりきめ細かい

リサイクルを行い，可燃ごみ中の不適物も少なくす

ることによって，焼却灰の重金属含量を減らすこと

ができ，焼却灰のセメント利用やごみ溶融スラグの

利用もやりやすくなると考えられる。

蛇足ながら，最近，アスベスト廃棄物の処理が，

解体廃棄物を中心に業界の大きな関心事になってい

るが，粗大ごみリサイクルに関連して，ストーブ，

トースター，電気コタツ，アンカなど，熱を使う家

表３　焼却施設残査 ( スラグ，飛灰は除く ) 発生状況
（宇部市 �00�年度 �回調査の平均値％）

種類 鉄区分 アルミ区分 不燃区分
年間排出量 (t) �00 �� ����

鉄 ��.� �.� �0.�
アルミ �.� ��.� �.�
銅 0.� �.� �.�
電池 �.� 0.� 0.�
不燃物 0.� �.� ��.0

残査 (�mm以下 ) �.� �.� ��.�
合計 �00.0 �00.0 �00.0

図８　宇部市リサイクルプラザ・焼却工場物質収支…2005 年度…単位 : トン / 年図７　テレビの別途リサイクル前後の鉛収支の変化

表４　粗大ごみ処理施設の分別後排出量及びその組成
（宇部市リサイクルプラザ �00�年度 �回調査の平均値％）

種類 鉄区分 アルミ区分 可燃区分 プラ区分 不燃区分
年間排出量 (t) �0�� �� ���� �0� ����

鉄 ��.0� ��.�� �.�� 0.�� �.��
アルミ �.0� ��.�� �.�� �.�� �.��
銅 0.�� �.�� 0.�0 0.��

可燃物 0.�0 0.�� ��.�� ��.�0 �.��
軟質プラ 0.0� 0.�� �.�� ��.�� �0.��
硬質プラ 0.�� �.�0 ��.�� ��.0�
配線 0.0� 0.�� �.�� 0.��
ゴム 0.0� 0.�� �.�� �.��

発砲スチロール 0.00 0.0� 0.�� �.��
基盤 0.0� 0.�� 0.�� 0.�� 0.��
電池 0.�0 0.�� 0.00 �.��

陶器，ガラス 0.�� �.�� �.0� ��.��
ダスト �.�� 0.0� �.�0 ��.�� �.��
合計 �00 �00 �00 �00 �00



�

庭用品の多くにはアスベストが使われているという

ことであり ��），リサイクルの破砕工程での労働環

境にも配慮する必要があるように思われる。目下の

所このような研究例はないようである。

５．その他のトピックス
最近の山口県内における静脈産業の動向で気に

なったこととして，昨年 �00�年度において帝人ファ

イバー（株）の画期的なペットボトルの原料リサイ

クルが，容器包装ペットボトルを落札できなかった

ことは衝撃であった。また今年度 �00�年度はペッ

トボトルの落札価格がマイナスになった（図９）
��）。同社は，今年度は逆有償の落札により，ようや

く部分的な量を確保されている。当初ある程度の処

理費を見込んでの事業化であったはずであるので，

おそらく非常に経営が苦しい状況にあることが推察

される。今回の事態は中国の需要が活発で，多くの

ペットボトルが輸出に回ったためであるが，これほ

ど市況の変動が激しいものに対して，先物入札制度

を適用することは，もともと無理があるのではなか

ろうか。

再生処理業界は当然，安易に輸出に流れることが

ないように，自治体が分別収集したペットボトルは

指定法人ルートに乗せることを義務づけるよう環境

省に要望しているが，経済的に有利な方に流れるの

は，自然なことであり，このような規制は，自由競

争を妨げることにもなり，頭の痛いところである。

残念ながら，どう考えたらいいか名案はないが，

おそらく，不法投棄や環境汚染規制を厳しく行いな

がら，処女資源税やエネルギー税，最終処分税をとっ

て，その条件下で自由競争をしてもらえば，色々総

合的な意味で，適正なリサイクルが行われるように

なるのではなかろうか。その上で，開発補助金など

のインセンティブも考えていけば，必要な技術開発

も自然に進んでいくものと思われる。

もともと，静脈部のものの流れは，放っておけば，

自然には流れないものであり，静脈部のスタート時

に確実に処理費用を付与するか，あるいは始めか

ら，動脈部のスタート時に，リサイクルのための費

用を付与しておく必要がある。民営化ばやりの世の

中であるが，このような仕事は公共事業として税金

で運営されるべきことなのかもしれない。いずれに

しても，処理のしにくい膨大な廃棄物が発生する現

代においては，廃棄物に係る静脈部の経済は，これ

までの動脈部の経済学では解釈できないものになっ

ているようである。モノを生産し，消費することが

善である，従来の経済の仕組みでは，循環型社会の

構築は難しい。人間の環境に対する影響力が大きく

なった現代においては，循環・共生・省エネのそれ

ぞれについて，環境を組み込んだ新しい

経済の仕組みを構築し，導入していく必

要がある。

６．おわりに
以上，山口県のリサイクルの状況など

を紹介しながら，循環型社会の構築の課

題について考察した。

昨今政府の歳出圧縮のために，直接金

儲けに結びつかない研究は非常にやりに

くい状況になっている。これまで，公立

の大学はある程度の研究費を保証してもらい，民間

からは資金を得にくい研究をやることができた。大

学には，将来に向けて必要な研究をし，政策の方向

性を示すという社会的使命がある。先の見えにくい

現在こそ，そのような使命を果たすために，なにが

しかの公的な支えが必要であることを，社会に理解

してもらうことも必要である。循環型社会構築に関

図９　容器包装廃棄物の再商品化委託単価の推移
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連して，卑近なところでいえば，産廃税を一般廃棄

物まで拡大し，その税収の一部を，このような研究

資金に当てるというようなことを考えてもらいたい

と思う。

おわりに，資料の提供や，調査にご協力をいただ

いた，宇部市環境部，環境保全センター施設課，ご

み減量推進課，および日立造船（株）に厚く御礼申

し上げます。（本稿はやまぐち環境ネットワーク第

２回シンポジウム �00�.�.��での講演内容を再録し

たものである）
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はじめに
２００８年から京都議定書の第一約束期間がはじ

まる。国は，京都議定書の温室効果ガスの排出目標

量を達成する国際法上の義務を負うことになる。人

為的な二酸化炭素などの排出に伴う気候変動の影響

を回避するためには，全世界の二酸化炭素などの排

出を２０５０年には，半分程度にしなくてはならな

い。さらに，日本のような長きにわたって大量の二

酸化炭素などを排出してきた国は，３分の１程度ま

で減らす必要もでてくる。それにしても，９０年代

はじめから，温暖化対策のための税制をはじめとし

た政策手法などが検討されてきたにもかかわらず，

この国で具体的に導入された実効性ある手法は，自

動車，電気製品などのエネルギー効率に関するトッ

プランナー規制くらいである。「みんなで省エネ」，

「チームマイナス６」などの小手先の対策では，二酸

化炭素は減らない。何が二酸化炭素の排出を増大さ

せている構造的な元凶かを見極めたうえで，その構

造を改革する手法を講じなければならない。

９０年代はじめからの毎年のエネルギーバランス

表をじっくり眺めてみると，８０年代半ばからのバ

ブル期から９０年代半ばまでのエネルギー需要の伸

びの大きさもさることながら，石炭火力発電の大幅

な拡大が，二酸化炭素増大に大きく寄与しているこ

とに気づく。これは，電源多様化という政策的な背

景があると言われるが，実は，石炭（海外炭）が安

いからというだけである。そこで，石炭火力発電か

ら天然ガスのコンバインドサイクル発電に転換して

いく必要がある。もちろん，再生可能エネルギーの

大幅拡大も必要である。二酸化炭素排出の少ないエ

ネルギーへの転換は，発電に限らず，工場・事業場

においても共通する。

また，さらにエネルギーバランス表からは，発電

のためのエネルギー投入量と，生産される電力量の

間には，大きな乖離があることがわかる。日本の火

力発電所は，すべて海岸にあって，廃熱は海，大気

に捨てられる。発電所に投入された化石燃料の約６

割は，無駄に二酸化炭素を出しているわけである。

欧州，ロシア，北米の多くの都市では，市内に発電

所を設置して，廃熱を地区の住宅などの暖房，給湯

用に供給している。例えば，ベルリンでは，家庭・

業務施設の暖房・給湯用のエネルギーの３割近くが，

都市内の地区熱併給発電所の廃熱でまかなわれてい

る。その分の石油，天然ガスなどがいらなくなり，

二酸化炭素排出が削減される。そこで，少なくとも

大都市においては，１０年，２０年かけて，中小規

模の天然ガスのコンバインドサイクルによる地区熱

併給発電を整備する必要がある。熱導管は，道路・

下水道・上水道の予算を充当し，公共インフラとし

て整備していく必要がある。

二酸化炭素排出の少ないエネルギーへの転換，そ

して，都市内の地区熱併給発電所の廃熱の利用といっ

たエネルギー構造の改革を図っていくためには，エ

ネルギーごとに二酸化炭素の排出量に応じた税を課

し，エネルギーコストを引き上げるとともに，二酸

化炭素排出量に応じたエネルギーコスト負担として

いく方法が有効である。ただし，増税であってはな

らない。増税は，政府の無駄使いを助長するだけで
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ある。そこで，炭素税（ここでは，「気候税」と言

うことにする）を課すと同時に，企業・個人が支払っ

ている年金保険料を気候税負担分だけ安くする。こ

れによって，①二酸化炭素排出量削減，②雇用増進

（厚生年金保険料などの事業主負担が気候税負担分

減るので，雇用コストが削減される），③基礎年金

財政の税方式による統合が，期待される。この方法

を，本稿では，「気候・年金税制改革」として提案

してみる。

１　「気候・年金税制改革」試案
初年度に気候税の導入と年金保険料の減額を行い，

個々の企業・家計における負担の中立を図り，気候

税収はすべて年金財政に充当する。次年度以降も同

様に個々の企業・家計の負担が中立であることが基

本であるが，気候税によって二酸化炭素排出が減っ

ていくので気候税収が減らないように毎年税率を引

き上げ，また，気候税納税額が二酸化炭素排出量に

比例する仕組みとする。

（１）初年度の措置

導入年（ここでは，２００７年からとする）には，

①気候税の導入，②個々の企業・家計における気候

税負担と同額の年金保険料負担（事業主負担・被保

険者負担）の減額による負担の中立化，を行う。

①気候税の導入

気候税は，化石燃料の最終製品ごとに，二酸化炭

素の排出係数に応じた率で課す。課税対象となる化

石燃料の最終製品は，ガソリン，Ａ重油，都市ガス，

石炭，高炉ガスなど１８種類。石油化学原料用のナ

フサ，コークス製造用の原料炭，都市ガス製造用の

天然ガスなどは，燃焼させない（二酸化炭素を排出

しない）ので課税対象ではない。

税率は，炭素１kg当たり４５円。この値は，後述

の効果推計から導き出されたもの。２０１２年のエ

ネルギー起源の二酸化炭素排出量が，概ね１９９０

年の排出量と同じレベルになるように税率を決めた。

１８種類の課税対象ごとの税率は，表１のとおり。

例えば，ガソリンは１リットル当たり２８．６円の

値上がりになる。これは，０５年８月から０６年８

月までの１年間のガソリン価格の値上がり額（１６

円，レギュラーガソリン，愛知）の２倍弱に相当す

る。電力は，売電（発電所の所内で消費するもの以外）

に要する化石燃料に係る炭素税負担を電力料金に転

嫁する。熱供給業からの熱の炭素税負担も同様に料

金に転嫁。

表１　課税対象の化石燃料最終製品ごとの気候税率
（炭素１kg当たり４５円）

化石燃料最終製品 税率 化石燃料最終製品 税率
ＬＮＧ �.�円 /kg 軽油 ��.�円 /ｌ
天然ガス ��.�円 /Nm� Ａ重油 ��.�円 /ｌ
都市ガス ��.�円 /Nm� Ｃ重油 ��.�円 /ｌ
ＬＰＧ ��.�円 /kg 一般炭 ��.�円 /kg
ナフサ（非石化用） ��.�円 /ｌ 原料炭 ��.�円 /kg
ジェット燃料油 ��.�円 /ｌ コークス �.�円 /ＭＪ
灯油 �0.�円 /ｌ コークス炉ガス 0.�円 /ＭＪ
ガソリン ��.�円 /ｌ 転炉・高炉ガス �.�円 /ＭＪ
原油 ��.�円 /ｌ 製油所ガス 0.�円 /ＭＪ
電力料金　　　　　　　　　 ４．３円 /kwh
（電気事業者の売電（所内消費以外）に要する化石燃料に係る炭素税（円）/電気事業者
の発電電力量（kwh））

熱供給事業の熱料金　　２０８．０円 /ＭＪ
（熱供給事業者の熱供給（所内消費以外）に要する化石燃料に係る炭素税（円）/熱供給
事業者の熱供給量（ＭＪ））

備考　二酸化炭素の排出係数は，「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」の排出係数一
覧の値を使用した。

この気候税の納税義務者は，化石燃料の最終製品

の消費者とする。ただし，ガソリン，軽油，都市ガス，

ＬＰＧ，灯油，電力は最終販売者を納税義務者とする。

気候税は，総額で１６．３６兆円になる。業種等別

の気候税額は，表２のとおり。なお，ここでの気候

税は，揮発油税，軽油引取税，航空機燃料税，石油

石炭税などの既存の化石燃料への課税（総額約５兆

円）はそのままにして，これらとは別に課す税とし

て考える。

表２　業種等別の気候税額（炭素換算 kg当たり４５円）
単位：億円

鉱業 ３９２ 電力所内消費 ７６９３
建設 １６４４ 熱供給所内消費 ５２
食品 ２６５９ 都市ガス所内消費 ５００
繊維 １２７８ 石油精製所内消費 ３８６
紙パ ４７９２ 業務部門（自動車を含む） ２６０８２
化学 ７８６３ 鉄道 １２２１
窯業土石 ５６４７ 航空 １５９２
鉄鋼 ２４３９２ バス・タクシー ２５３４
非鉄金属 １７８８ 道路貨物 １３１２２
金属機械 ５４６７ 農林水産 ５０７７
その他製造業 １０３６２ 家庭（自動車を含む） ３９０９７

合計 １６３６３７
備考　総合エネルギー統計の業種をベースにし，交通関係は各機関の輸送量などで按分し，

エネルギー転換部門の所内消費関係は各転換部門の二酸化炭素排出量で按分し，細
分化した。
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②個々の企業・家計における気候税負担と同額の年

金保険料負担の減額

次に，年金保険料（厚生年金・共済年金，国民年金）

を減額することによって個々の企業・家計の気候税

負担を中立化する。表３は，表２と同じ業種等の分

類で，業種等ごとの雇用者数，従業者数に平均的な

１人当たりの各種年金保険料額を乗じて推計した値

である。

表３　業種等別の年金保険料負担
（厚生・共済年金，国民年金）推計値

単位：億円

鉱業 ９１ 電力 ５４７
建設 １２６１３ 熱供給 ２３
食品 ３１４６ 都市ガス １６０
繊維 １６２６ 石油精製 ９１
紙パ ６６５ 業務部門 ８７１０１
化学 １３４５ 鉄道 ７３０
窯業土石 ８９９ 航空 １６０
鉄鋼 ５４７ バス・タクシー １２４５
非鉄金属 ３８８ 道路貨物 ５０７７
金属機械 １２１８５ 農林水産 ５１７５
その他製造業 ４８３０ 家庭 １４３０７２

合計 ２８０６５１
備考　業種等ごとの雇用者数，従業者数に平均的な１人当たりの各種年金保険料額を乗じ

て推計した。

業種等ごとに，表２の額と表３の額を比較すると，

気候税額が年金保険料を上回る業種（企業など）と，

逆に，年金保険料が気候税額を上回る業種（企業など）

があることがわかる。そこで，業種等を３つの区分

に分けて，企業・家計ごとに中立化を行うことにする。

なお，以下の年金保険料には，自営業者などの国民

年金保険料を含む。

区分Ａ　気候税額＞年金保険料事業主負担の企業

（鉄鋼，化学，電力（所内消費分のみ負担），道路

貨物など）

これらの企業では，企業ごとに気候税額が年金保

険料事業主負担を上回る額は１００％還付する。気

候税の納税義務額は年金保険料事業主負担相当額で

あり，これらの企業では，年金保険料事業主負担は

ゼロになる。

区分Ｂ　気候税額＜年金保険料事業主負担の企業

（建設，食品，金属機械，業務部門，農業など）

これらの企業では，企業ごとに気候税額を年金保

険料事業主負担額から控除する。

区分Ｃ　家庭

家庭の気候税額（自動車燃料に係る気候税を含む）

は，ほとんどの場合，年金保険料被保険者負担より

少ないので区分Ｂであるが，全国４７００万世帯の

世帯ごとに中立化するのは実務的には不可能に近い。

そこで，家庭の年金保険料の平均減額率２７％（家

庭の気候税総額／家庭（被保険者）年金保険料総額）

で一律に減額する。

こうして負担の中立化を行った結果を業種等ごと

にみると表４のようになる。

例えば，鉄鋼では２兆４３９２億円の気候税で

あるが，５４７億円の厚生年金保険料事業主負担

額を上回る２兆３８４５億円は還付（納税義務

なし）し，実気候税は５４７億円になり，年金保

険料負担額はゼロになる。また，業務系の業種で

は，８兆７１０１億円の厚生年金・共済年金保険

料事業主負担額（自営の場合は国民年金保険料負

担）から２兆６０８２億円の実気候税額を控除した

６兆１０１９億円が年金保険料負担額になる。いず

れの場合も，気候・年金税制改革によって，負担総

額は変わらないが，エネルギーコストの割合が増大

し，社会保険料コスト（雇用コスト）の割合が減少

する。

家庭も同様に，光熱費などが世帯平均約８．３万円

増大し，社会保険料負担が２７％（平均約８．３万

円）減少し，負担総額は基本的には変わらない。な

お，年金受給者のみの家庭では，気候税の負担を年

金保険料減額で中立化できないので，気候税負担相

当額を年金給付額に上乗せする必要がある。（総額約

３０００億円）。

（２）気候・年金税制改革導入後５年間の措置

以上が導入年の措置である。これにより，個々の

企業・家計のエネルギーコスト（光熱費，ガソリン

代など）が日本全体で９．７兆円高くなり，発電所の

燃料転換（このレベルの税が付加されると，石炭火

力のコスト的優位性がなくなる），地区熱併給発電所

の整備（灯油，都市ガス等の価格が上がるので，廃

熱供給の経済性が高まる），省エネ型の機器への転換，

再生可能エネルギーの導入などが進み，二酸化炭素
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排出量は減少する。また，個々の企業・家計ごと日

本全体で９．７兆円の年金保険料が減額され，事業主

においては，日本全体で約５．６兆円の雇用コスト（年

金保険料事業主負担）が削減されるので雇用しやす

くなる。これらの定量的な効果推計は，後述する。

しかし，導入年以降には，次のような問題が生じ

てくる。すなわち，①二酸化炭素の排出量が減少し，

気候税の収入も減少するので，年金給付に充当する

額も減少していく。②例えば，二酸化炭素排出量・

気候税負担が増加しても，導入年のように自動的に

その分の年金保険料が減額されるのであれば，二酸

化炭素排出量を減らすインセンティブにならない。

このため，まず，①に対しては，安定的な気候税

収（安定的な年金給付）を確保するため，気候税率

を年率１．８％引き上げる（この１．８％の値も後述

の効果推計から導かれたもの）。次に，②に対しては，

個々の企業などの実炭素税額（納税義務額）が二酸

化炭素排出量に比例するようにしていく必要がある。

このため，

Ａ：気候税額＞年金保険料の企業は，「実気候税額

（納税義務額）／気候税額（計算上の額）」の値

を導入年の値（例えば鉄鋼の場合では，２．２％）

に固定する。

Ｂ：気候税額＜年金保険料の企業は，「実年金保険

料（計算上の年金保険料から気候税額を控除し

た額）／年金保険料（計算上の額）」の値（例え

ば業務系の場合では，７０．１％）を導入年の値

に固定する。

Ｃ：家庭の年金保険料は毎年２７％一律減額する。

という措置を５年間継続する。

これにより，２００７年を導入年とした場合に，

２０１２年までの間，基本的に９．７兆円の安定的な

気候税収があるとともに，企業・家庭にとっては，

基本的には気候税負担は年金保険料減額で中立化さ

れるという条件の下で，気候税納税義務額は二酸化

炭素排出量に比例するという状況が維持されること

となる。

以上をまとめると，導入年に，①１８種類の化石

燃料の最終製品ごとに二酸化炭素排出量に応じて炭

素 kg当たり４５円の気候税を課し，②企業，家計ご

とに気候税による負担増を年金保険料（事業主・被

保険者）の減額によって中立化し，導入年後５年間

は，③気候税率を毎年１．８％引き上げ，二酸化炭素

排出低減に伴う気候税収減を補い税収の安定化を図

り，④基本的には気候税負担は年金保険料減額で中

立化されるという条件の下で，気候税納税義務額は

二酸化炭素排出量に比例するという状況が維持され

ることとなる。という方法が気候・年金税制改革の

スキームである。

２　気候・年金税制改革の効果推計
２００７年を導入年とした場合の２０１２年にお

ける二酸化炭素排出量，ＧＤＰ，雇用者数を推計し

てみる。計算には，比較的簡易なマクロ計量モデル，

エネルギーモデル，産業連関表を用いた。なお，こ

こでは，気候・年金税制改革によって，ＬＥＤ照明，

太陽光発電，ハイブリッドカーの国内での普及や輸

出がこれまでのトレンドを大きく超えて進むという

前提を入れている（室田康弘，槌屋治紀両氏に作成

依頼したモデルを使用した）。

まず，二酸化炭素排出量をみる。税制改革を

２００７年に導入し，２０１２年まで実施すること

表４　業種等ごとの実気候税額＝保険料減額額
単位：億円

業種・部門 気候税額
（計算上）

年金保険料
（計算上） 還付額 実気候税額

＝保険料減額額
鉱業 ３９２ ９１ ３００ ９１
建設 １６４４ １２６１３ ０ １６４４
食品 ２６５９ ３１４６ ０ ２６５９
繊維 １２７８ １６２６ ０ １２７８
紙パ ４７９２ ６６５ ４１２７ ６６５
化学 ７８６３ １３４５ ６５１８ １３４５
窯業土石 ５６４７ ８９９ ４７４８ ８９９
鉄鋼 ２４３９２ ５４７ ２３８４５ ５４７
非鉄金属 １７８８ ３８８ １４００ ３８８
金属機械 ５４６７ １２１８５ ０ ５４６７
その他製造業 １０３６２ ４８３０ ５５３１ ４８３０
電力所内消費 ７６９３ ５４７ ７１４５ ５４７
熱供給同上 ５２ ２３ ２９ ２３
都市ガス同上 ５００ １６０ ３４０ １６０
石油精製同上 ３８６ ９１ ２９５ ９１
業務（含自動車） ２６０８２ ８７１０１ ０ ２６０８２
鉄道 １２２１ ７３０ ４９２ ７３０
航空 １５９２ １６０ １４３３ １６０
バス・タクシー ２５３４ １２４５ １２８９ １２４５
道路貨物 １３１２２ ４０１３ ９１０９ ４０１３
農林水産 ５０７７ ５１７５ ０ ５０７７
家庭（含自動車） ３９０９７ １４３０７２ ０ ３９０９７

合計 １６３６３７ ２８０６５１ ６６６０１ ９７０３８



��

によって，二酸化炭素排出量（化石燃料の燃焼に伴

うもの，すなわちエネルギー起源の二酸化炭素に限

る）は，２０１２年には，１９９０年比マイナス

０．４％になる。これは，京都議定書の目標が概ね達

成されることを意味する。すなわち，京都議定書の

目標は，６つの温室効果ガス合計の２０１０年にお

ける排出量が９０年比マイナス６％であるが，二酸

化炭素以外の温室効果ガスの排出削減，森林による

二酸化炭素の吸収などを前提にすると，２０１０年

の二酸化炭素の排出量は概ね９０年と同じレベルま

で下げれば，この目標が達成されるのである。

次に，ＧＤＰの変化をみる。税制改革を実施した

場合の２０１２年のＧＤＰは６４１兆円となり，税

制改革がない場合と比較すると，９兆円（１．５％分）

の増加になる。

また，雇用者数の変化をみる。２０１２年の雇用

者数は，５１６５万人になり，日本版ＥＴＲ（環境

税制改革）がない場合と比較して，１４６．０万人の

増加になる。要因別内訳をみると，雇用コスト削減

（事業主における年金保険料拠出額が減額）に伴うも

のが１２．３万人の増加，エネルギーコスト増大に伴

うものが１．４万人の減少，ＧＤＰ増大に伴うものが

１３５．１万人の増加となる。このように，雇用者数

は，ＧＤＰの若干の増加に伴うものが圧倒的に大き

く，事業主拠出の年金保険料の引き下げに伴う雇用

コストの削減によるものは小さい。

表５　日本版ＥＴＲによる効果推計（２０１２年）
①二酸化炭素排出量 ９０年比マイナス０．４％
②ＧＤＰ ６４１兆円

（ＥＴＲがない場合に比し１．５％の増加）
③雇用者数 ５１６５万人

（ＥＴＲがない場合に比し１４６．０万人の増加）
雇用コストの削減によるもの　 ＋１２．３万人
エネルギーコスト増大に伴うもの －１．４万人
ＧＤＰ増大に伴うもの　 ＋１３５．１万人

合　計　 ＋１４６．０万人

３　気候・税制改革で基礎年金の一元化
これまで，気候税を課し，年金保険料を減額す

るとしてきた。その年金保険料の減額額は総額

で９．７兆円であることも明らかとなった。この

９．７兆円は，年間の年金保険料総額２８．１兆円の

３４．５％に相当する。ただし，既に述べたように，

年金受給者のみの世帯では，年金保険料の減額を行

うことができないので，炭素税分が単純に増税にな

る。そこで，年金受給者のみの世帯には，炭素税増

税分を年金給付額の増額で中立化する必要がある。

これには，約０．３兆円を要する。したがって，税制

改革における年金保険料の減額額は，９．４兆円とな

る。

次に，各種の年金保険料のどの部分を減額するの

かが問題となる。気候・税制改革によって基礎年金

が一元化されるよう，年金保険料を減額し，その分

に気候税を充当する。すなわち，基礎年金に拠出さ

れている分の年金保険料をゼロにし，その代わりに

気候税を充当することができれば，基礎年金の財源

は既存の税充当分（国庫負担）と合わせて全額税負

担となり，公的年金制度の「一階」部分である基礎

年金は，「税方式」によって一元化が可能となる。

年金保険料には，厚生年金・共済年金の事業主拠

出・被保険者拠出と国民年金保険料があり，厚生年

金・共済年金の保険料の一部と国民年金保険料の全

額は，年金制度の一階部分である基礎年金に拠出さ

れ，国庫負担（税金）からの拠出と合わせた財源によっ

て，６５歳以上の人たちに給付されている。現状では，

厚生年金・共済年金の保険料からの約７兆円と国民

年金保険料からの約２兆円の計約９兆円と，国庫負

担分の約６兆円とを合わせた約１５兆円が基礎年金

に拠出され，給付されている（表６）。

表６　基礎年金財政（２００３年度）
単位：兆円

厚生年金・共
済年金からの
拠出　　　　

国民年金から
の拠出　　　 合　計 （参考）

炭素税充当額

保 険 料 ７ ２ ９ ９．４
国庫負担 ４．５ １．５ ６
計 １１．５ ３．５ １５

しかし，現在の年金制度は，よく言われるように，

次のような問題点を抱えている。

① 国民年金保険料の納付は，厚生年金・共済年金の

保険料の納付のように天引きではないので，自営

業者などの公的年金である国民年金の保険料は，

約４割が未納である。
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② 国民年金保険料の未納を補うため，厚生年金・共

済年金から基礎年金に過大に拠出している。すな

わち，サラリーマンは自営業者などの基礎年金の

ために余計な負担をしていることになる。

③ 女性の就業形態による格差，すなわち，専業主婦

（第３号被保険者）は保険料を納めなくても給付

を受けることが可能であるが，働いている主婦は

保険料を納めなくてはならないという格差が存在

する。

④ 年金保険料による賦課方式の年金制度では，現役

世代が生涯に受け取る純受給額は，高齢世代の純

受給額を大きく下回っているという世代間格差が

ある。少子高齢化社会では，この世代間格差はま

すます拡大される。

このようなことから，基礎年金の財源は保険料で

はなく，全額を税金にすべきであるとの根強い主張

がある。そこで，気候・年金税制改革の気候税収を

充当することによって基礎年金を一元化する。すな

わち，約９兆円の年金保険料を廃止し，その分を

気候税収から充当する。気候税の実税収は９．７兆

円（９．４兆円が年金保険料減額に充当）であり，現

行の基礎年金への年金保険料拠出額約９兆円を上回

る。また，政府の予測では，２０１１年には基礎年

金への年金保険料拠出は約９．７兆円であり，先にみ

たように気候・年金税制改革では，気候税率を年率

１．８％引き上げることによって毎年約９．７兆円の

税収（９．４兆円が年金保険料減額に充当）があるの

で，規模的にもちょうど良い。税方式による基礎年

金の一元化ができれば，国民年金保険料の未納問題

なども解消する。国民年金保険料を社会保険事務所

に納付に行かなくても，保険料に相当する額が電気

料金，ガソリン代などに気候税として含まれている

からである。

このように，気候・年金税制改革によって，これ

まで基礎年金に拠出していた厚生年金・共済年金及

び国民年金の保険料を約９兆円減額（国民年金保険

料は廃止）し，その代わりに気候税収約９．４兆円を

基礎年金に充当することにより，基礎年金の財源は

すべて税金（国庫負担）になり，この税方式によっ

て基礎年金は一元化される。これにより，現行の年

金保険料による賦課方式に伴う諸問題，すなわち国

民年金の未納問題，サラリーマンへのしわ寄せ問題，

女性の就業形態による不公平問題，賦課方式による

世代間格差問題などが解消されることになるのであ

る。

おわりに
気候・年金税制改革によって，エネルギー構造の

改革が行われ，京都議定書の削減目標の達成のみな

らず，脱炭素社会の形成に向かって大きな一歩を踏

み出すことになる。また，年金保険料の事業主負担

が平均３４．５％下がることによって，いまだ完全失

業率４％程度と低迷している雇用市場も，大きく改

善される。そして，気候・年金税制改革によって，

基礎年金の財源をすべて税金に置き換えることがで

きるので，懸案の基礎年金の一元化も達成できる。

政府の気候政策も，クールビズ，暖房停止，風呂

敷使用などの小手先の奇策ばかりでは済まされない

ときに来ているのである。
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１．…はじめに
地球規模の気候変動問題の解決には再生可能エネ

ルギー増大と次世代の革新的なエネルギー技術が必

要である。図１は（財）地球環境産業技術研究機構（以

下（RITE）と略す）の気候変動問題解決のビジョン

である。

日本の優れた省エネルギー技術の移転，CO�排出

削減となる動脈技術である太陽電池，燃料電池，原

子力はすでに商業ベースに乗っているか，あるいは

適切な仕組みを構築すれば商業ベースに乗る技術と

なり，民間ベースで技術革新が進められている。

一方，静脈技術である環境技術や CO�吸収源の拡

大などは，経済的なインセンティブが働かない経済

外の問題であり，RITEのような機関が先導的に技術

開発を推進して産業技術として育成が必要な段階で

ある。

２．…気候変動問題に対する欧州と米国の取り組み
気候変動予測に関しては IPCC（気候変動に関する

政府間パネル）が科学的な側面から気候変動を予測

している。大気中の CO�をどこで安定化させるかは

まだ国際的な枠組みで論議中であるが，欧州では人

※　１．社会的な省エネルギー運動，機器のエネルギー効率向上，電力発電所の発電率向上，自動車の燃費向上など
※　２．太陽電池，燃料電池，原子力など
※　３．CO2 分離・回収・貯留，生分解性プラスチック，バイオエネルギーなど
※　４．植林，森林保全，遺伝子組替え植物を用いた乾燥地緑化など
※　５．核融合，宇宙太陽光発電など

図１　温暖化効果ガス排出削減スキーム
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為的な CO�発生が顕著となった産業革命以降の温度

上昇を２℃以下に抑制すべきとか，産業革命のころ

の大気中 CO�濃度である ��0ppmの２倍の ��0ppm

以下に抑制すべきといった意見がある。大気中 CO�

濃度がいくつになると気温上昇が何度となり，どの

ような被害が発生するかは正確な予測は難しい。

図２　国別 CO2 総排出量と一人あたりの量

図２は，�00�年の世界の CO�排出量と，一人当

たりの CO�排出量を示している �）。世界の人口の ��

億人のうち，中国が ��億人，インドが ��.�億人で

世界の人口の ��％を �カ国で占める。中国，インド

の一人当たりの排出量が日本並みへ増加していけば，

このままでは �0�0年から ��年ころには ��0ppm以

上となる。

�00�年 �月の英国で行われたグレーンイーグルス

サミットで，先進国の温暖化ガス削減の取り組みに

向けた合意がなされた。それを期に，英国政府は気

候変動が世界経済に与える影響を分析するスターン

レビュー作成に着手した。

�00�年 ��月にナイロビで開催された COP��

（気候変動枠組条約第 ��回締約国会議）及び COP/

MOP�（京都議定書第 �回締約国会合）にむけて，

スターンレビューが発表された �）。このままの CO�

排出を継続すると世界経済の GDP（国内総生産）の

�％以上が気候変動にともなう被害の対策コストとし

て失われる可能性があると指摘した。一方気候変動

対策に今すぐ着手すれば世界の国内総生産の �％で済

むと提言された。世界経済の中に温室効果ガスの対

策をとりこみ，技術開発を促進し，気候変動への対

応で新しいビジネスの機会を生むことで，世界経済

の成長が約束される。先進国がエネルギー効率を抜

本的に改善し，排出対策コストを引き下げる。技術

移転や情報提供により，新技術が途上国に移転され

れば削減効果はさらに大きくなるといった内容であ

る。

欧州では京都議定書を遵守すべく，CO�削減に市

場メカニズムを組み入れるために CO�排出権取引市

場を �00�年 �月にオープンし，一方，欧州各国が自

国企業への CO�排出権の割り当てを行なった。�00�

年から �00�年のフェーズ１の期間に違反した場合は

�0ユーロ /トン CO�の罰則金を支払うという仕組み

である。�00�年から開始のフェーズ �では，罰則金

を �0ユーロ /トン CO�にするとの計画があるといわ

れている。このような流れもあり �00�年度の世界の

CDM（クリーン開発メカニズム）獲得量の �0％以上

が欧州企業で占められている。

欧州の研究技術開発と実証を資金的に援助するた

めに，FP（Framework Program：研究技術開発プ

ログラム）が作られた。現在で �期目である FP�は

�00�年から �00�年にわたる技術開発で，約 �.�兆

円の予算が組まれている。

米国は京都議定書を批准していない。これに変わ

り �00�年から �0��年の �0年間で TGDPあたりの

温室効果ガス排出量を ��％減少させる気候変動イニ

シアチブを発表した。Climate Visionとして温室効

果ガスを排出する ��産業団体に排出削減努力目標

を取り決めさせた。これらは業界の自主的な取り組

みであり，罰則規定はない。�00�年 �月成立のエネ

ルギー政策法では，再生可能エネルギーと原子力の
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促進，特にエタノール燃料の増産政策と技術開発プ

ログラムを充実させた。新たに日本，米国，オース

トラリア，韓国，中国，インドの �ヶ国で APP（ク

リーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナー

シップ）を �00�年 �月に設立した。京都議定書とは

異なった枠組みであるが参加 �ヶ国の CO�排出量は

世界の半分以上を占めており，大きな影響力がある。

①クリーンな化石エネルギー，②再生可能なエネル

ギーと分散電源，③発電および送電，④鉄鋼，⑤ア

ルミニウム，⑥セメント，⑦石炭鉱業，⑧建物およ

び電気機器の �分野での CO�排出削減の技術協力が

スタートした。

３．…炭素隔離の国際的動向
CO�削減技術として，図 �のイメージを定量的に

示すために，資源的制約，経済的制約を考慮して，

大気中の CO�濃度を ��0ppmへ低下させるための方

策がどのようになるかを RITEの研究者が検討した

例が図３である �）。資源の有限性とコスト影響，自

然エネルギーの適地と限界などを考慮している。こ

こに用いられている CO�削減のための処理コストは，

導入された基準年から技術開発，量産効果で経年的

に安価になるという前提を入れて計算された。

図３　大気 CO2 濃度 550ppmを維持する方策例

最も経済的な方法として，先進国の省エネ技術の

途上国への移転による CO�削減が最初に着手される。

バイオマス利用，森林再生も費用対効果の大きな対

策技術である。経済成長と人口増加により，省エネ，

自然エネルギー利用，原子力だけでは大気中の CO�

濃度を ��0ppm以下に抑制することは難しく，CCS

（Carbon Capture and Storage，炭素回収・貯留）技

術導入が必要との予測となった。

温室効果ガス排出量の大幅な削減技術としての

CCSの取り扱いに関して，最近は大きな期待がよせ

られるようになった。CCSの評価の変遷を次に簡単

に記す。

CCSは京都で開催された COP�で有効な対策であ

ることが認識され，COP�では IPCCに対して CCS

の技術報告書作成が要請された。これを受けて �00�

年 �月に特別報告書が発表された �）。�00�年 ��月

の COP�� 及び COP/MOP� では，CCS を CDM の

対象とするかが議論された。CCSが CO�削減技術の

有力な対策であることが認められながらも，CO�削

減は進むかもしれないが CCSに頼りすぎて，化石エ

ネルギーの削減，先進国から途上国への技術移転や

情報提供，および自然エネルギーの拡大を阻害する

恐れがあるとの懸念から，さらに議論を尽くすこと

となり CDM化に関しての議論は次の COPへ先送り

された。

欧州の FP�では CCSに対して �年間で約 ��0億

円の技術開発費が割り当てられている。CO�回収技

術の開発，化石エネルギーからの水素製造・CO�貯留，

CO�貯留と CO�モニタリング技術開発が進められて

いる。

米国では，CSFL（炭素隔離リーダーシップフォー

ラム）を �00�年 �月に発足させ，��カ国が国際的

な枠組みで CCSに関する技術開発を促進している。

ブッシュ大統領はエネルギー効率が高く CO�排出が

ほぼゼロの石炭発電所の開発を進めるとの計画を打

ち出し，FutureGenと名付けた。CO�隔離と水素製

造を行なう ���MWの発電所で，CO�を �0％地中貯

留する。�0��年までに約 ��00億円かけて開発する

計画で進められている。

APPにおいてもCCSはクリーンな化石エネルギー

部門のテーマとして織り込まれた。

世界銀行は �00�年 �月に，アフリカ貧困地域のエ

ネルギーアクセス，低炭素技術，気候変動への適応

への投資について，｢クリーンエネルギーと開発に関
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する投資枠組み ｣として発表し，クリーンエネルギー

サポート基金を設置した。その中で IGCC（石炭ガ

ス化複合発電）に CCSを組み合わせたシステムを低

炭素経済に向けて技術的なオプションのひとつに列

挙した。

CCSはこれから半世紀以上にわたり化石燃料を削

減して，CO�排出量の少ないエネルギーへ転換して

いく期間に使用されるブリッジングテクノロジーと

の位置づけである。石炭のガス化や燃料電池などの

高効率利用技術と併用されることで，地球温暖化対

策技術として効果をあげる。その間の再生可能なエ

ネルギーや原子力エネルギーなどの次世代を担う革

新的な技術開発に必要な時間の提供と，気候変動に

よる被害を抑制し，経済力の温存に寄与する。

CO�の貯留場所の候補である海底下の地層は，陸

上発生の廃棄物による海洋汚染を防止するロンドン

条約に抵触する。�00�年 ��月に CO�は例外として

海底下地層に限定して，投棄可能な物質として認め

られた。

プロジェクト 燃料・転換装置・規模 開始年
Sleipner(Norway) 天然ガス　山元　100 万 t-CO2/ 年 1996
Weybum(Canada) 石炭　発電・合成　100 万 t-CO2/ 年 2000
In…Salah(Algeria) 天然ガス　山元　100 万 t-CO2/ 年 2004
Gorgon(Australia) 天然ガス　山元　500 万 t-CO2/ 年 2009
Snohvit(Norway) 天然ガス　リフォーマ 860MW 2010
ZeroGen(Australia) 石炭　IGCC…100MW 2011
BP/SSE…DF1(UK) 天然ガス　リフォーマ　475MW 2010
Powerful(UK) 石炭　IGCC…900MW 2010
BP…DF2(USA) ペトコーク　IGCC…500MW 2011
Statoil/Shell(Norway) 天然ガス　NGCC+ アミン　860MW 2011
SaskPower(Canada) 褐炭ボイラ（アミン or 純酸素）300MW 2011
FutureGen(USA) 石炭　IGCC…285MW…150 万 tCO2/ 年 2012
ENCAP(Germany) 石炭　IGCC…450MW…150 万 tCO2/ 年 2014
RWE(UK) 石炭　500MW…ボイラ +アミン 2016

図４　実施中と計画中の CCS プロジェクト

図４の世界地図の実線で囲んだプロジェクトは既

に CO�回収貯留が実施されている。他は計画されて

いる主要プロジェクトである。�0��年までの �0年

間に �0件以上の CCSプロジェクトの計画が発表さ

れている。

CCSの形式としては，採掘時の天然ガスに含まれ

る CO�の分離から，天然ガス，石炭の燃焼排ガスか

らの CO�分離，石炭ガス化ガスからの CO�分離があ

る。さらに分離方法は化学吸収，物理吸収，純酸素

燃焼させて H�Oと CO�を主体とした排ガスを冷却し

て水を除去する CO�回収と，多岐にわたったプロセ

スが並んでいる。見方を変えると，CO�分離回収で

は決定的な方法がまだ定まっていないといえる。

４．…CCS の技術課題
CCSの技術課題は，�000年以上にわたって，CO�

の貯留を安定できるかである。サイトの選択，漏洩

CO�モニタリング，地下の CO�の長期シミュレーショ

ン技術の研究開発が実施されている。

もうひとつの技術課題は，回収，貯留コストのな

かで，�0～ �0％を占めると試算されている，CO�回

収コストの低減である。CO�貯留技術に関しては，｢

図解　CO�貯留テクノロジー ｣�）に詳しい。

５．…CO2 集中発生源からの分離回収技術
CCSに適した国内の CO�の集中発生源は図５に示

すように，発電所，製鉄所等がある。分離技術とし

ては吸収液，吸着剤，膜，深冷分離などがある。

図５　国内の CO2 集中発生源と分離技術

CO�の分離装置として化学吸収法と物理吸収法と

吸着分離法はすでに商用プロセスが稼動している。

化学吸収法は低圧ガスに，物理吸収法は加圧ガスに



�0

適用される。集中発生源からの CO�分離は一日あた

り �万トン程度に相当する。CO�分離プロセスは，

すでに小規模ではあるが化学吸収法で �00～ �00ト

ン／日クラス実用プラントが稼動している。また物

理吸収法では米国のノースダコタのWeyburn油田の

EOR（Enhanced Oil Recovery）用に �万トン／日

程度が稼動している。吸着分離法は電気エネルギー

のみでCO�分離が可能である。これまでにエネルギー

原単位低減，大型化の検討が行なわれた。膜法は天

然ガスに含まれる CO�を分離する Natoco社のプロ

セスが稼動中とのWeb情報はあるが，エンジニアリ

ングデータは公表されていない。深冷分離法は，化

学吸収法や物理吸収法に比較して，エネルギー原単

位が高いものの，��.��％以上の純度の高い CO�を

製造する場合や，原料ガスに分子量の大きな炭化水

素が含まれる加圧ガスからの CO�分離に適している。

現在，経済性向上を目的として，微粉炭焚きボイ

ラあるいは製鉄所の高炉ガス用として化学吸収法，

微粉炭ボイラの CO�回収のための純酸素燃焼法，石

炭ガス化ガスからの CO�分離を目的とした物理吸収

法あるいは膜分離法の開発が進められている。その

燃料転換プロセスとの組み合わせを図６に示す。

図６に記載した石炭転換プロセスと CO�分離プロ

セスは，現時点でもっとも経済的と考えられるプロ

セスの組み合わせである。いろいろな CO�分離技術

の進展次第でより高効率な CO�分離プロセスへ置き

換わる。

図６（A）の微粉炭燃焼は，微粉炭燃焼ボイラとス

チームタービンを組み合わせた発電システムの組み

合わせである。既存発電プラントの大半が微粉炭燃

焼ボイラであり、発電技術として成熟している。現

在のところ，微粉炭燃焼には化学吸収法が最も適し

ていると考えられている。微粉炭燃焼ボイラの CO�

濃度は ��～ ��%程度で，排ガスには NOx，SOx，

煤塵を含む。化学吸収法では濃度 ��.�％程度の CO�

が回収できる。NOx，SOx，煤塵等の排ガス中の不

純物が CO�分離装置に影響を与える。その影響が，

どの程度経済性に影響を与えるかを検討中である。

図６　石炭発電プラントにおける開発中の CO2 分離技術
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化学吸収法のように燃焼排ガスから CO�を回収す

るケースを CO�のポストコンバスチョン回収 (Post-

combustion)と呼ぶことがある。

国内では COCSプロジェクトとして製鉄所の高炉

ガスからの CO�回収，欧州では CASTORプロジェ

クトで微粉炭ボイラの燃焼排ガスからの CO�回収，

そしてカナダでは ITCで石炭燃焼排ガスからの CO�

回収の技術開発が進められている。

図６（B）は空気の代わりに酸素を用いて，排ガス

を冷却してCO�回収をおこなう酸素燃焼法（Oxyfuel）

方式である。酸素燃焼では排ガス主成分が水蒸気と

CO�と酸素となるので，排ガスを冷却して水蒸気を

水にすることで大半の水蒸気を排ガスから分離して

CO�ガスを濃縮する。従来の微粉炭ボイラシステム

に空気分離装置と CO�ガスリサイクルシステムを付

加する。空気を深冷分離プラントで酸素，窒素に分

離し，酸素のみでは燃焼温度が高くなりすぎるので

回収した CO�をリサイクルして酸素と混合して使用

する。燃焼排ガスの温度を �0℃以下まで冷却し，燃

焼排ガス中の水分の大半を凝縮させて除去し，CO�

濃度が ��％程度のガスとして回収する。残りの �％

は酸素と水蒸気，および燃焼過程で発生する微量成

分が含まれる。酸素燃焼では，排ガスから分離装置

を使わずに CO�を分離するものであり，CO�分離工

程を空気から酸素と窒素の分離工程へ置き換えたと

見なすことができる。

燃焼ガスを冷却して，水蒸気の潜熱まで回収すれ

ば排ガスからの熱回収量が ��％程度増大する。熱回

収量は増大するが，回収熱の温度が低く，熱回収装

置追設による初期コスト上昇のためにトータルでは

大きなメリットにならない。CO�回収がない従来の

ボイラでは，排ガス中の水蒸気潜熱の回収はトータ

ルコストの増大から採用されていない。ケースによっ

ては，脱硝装置，脱硫装置を無くして，CO�を回収

後に，含まれる SOx，NOx，HClの回収装置の設置

を考えている。それは，-��℃の蒸留塔によって高純

度の液体 CO�を製造する際に，O�，N�，アルゴンな

どのイナートガスと同様に，SOx，NOx，HClも除

去しなければならないからである。貯留のためのガ

ス条件として CO�以外の SOx，NOx，HClガスの除

去を必要としないケースもありうる。それは地下貯

留する際の CO�に含まれる不純物について審議中と

いう事情からである。

酸素燃焼は米国，カナダ Saskpower，オーストリ

アの石炭産業，発電企業と日本の IHI社との共同開

発の計画が進められている。

図６（C）は石炭ガス化方式に CO�分離装置を設

置したケースである。石炭ガス化の場合は，ガス化

剤として空気あるいは酸素を使用する。発生したガ

スのうち �0～ �0％が COの形になっている。この

CO中の炭素を回収する場合は，石炭ガス化炉で発生

したガスに水蒸気を添加しウォーターガスシフト反

応（H�O+CO→ H�+CO�）を進め，COを CO�の形

に変換して除去する。発電以外に，燃料から H�を回

収するケースでは，従来は酸化剤として酸素を用い

なければならなかったが，CO�回収装置を設置する

場合は，H�製造用としても空気を酸化剤として使用

する石炭ガス化も適用可能になる。

石炭ガス化には物理吸収法が適用される。物理吸

収法では石炭ガス化ガスの他のガス成分が吸収液に

溶解するために，通常は回収される CO�の純度が ��

～ ��％となる。CO�移送や貯留方法との兼ね合いで，

さらに回収した CO�の精製が必要になってくるケー

スが想定される。物理吸収法のように石炭ガスある

いは天然ガスをリフォーミングしたガスから CO�を

回収するケースを CO�のプレコンバスチョン回収

(Pre-combustion)と呼ぶことがある。

米国では FutureGen，オーストラリアで Zero-

Gen，欧州では ENCAPの各プロジェクトで，石炭ガ

ス化ガスからの CO�回収の開発が進められている。

６．…CO2 回収コスト
CO�の分離有りなしでの電気コストの試算が IPCC

特別報告書 (�00�)�）に詳細に整理されている。

図７は，IPCC特別報告書に取り上げられた微粉

炭燃焼ボイラ（PC），石炭ガス化複合発電（IGCC），

天然ガス複合発電（NGCC）で CO�回収装置を設置

した場合としない場合での発電コストの試算値であ
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る。横軸は発電量あたりの CO�発生量を表す。

発電コストのばらつきの中央値で見てみると，微

粉炭ボイラでは CO�回収がない場合が �� US$/MWh

で，CO�回収有りでは �� US$/MWh へ，石炭ガス

化複合発電では CO�回収がない場合が �� US$/MWh

で，CO�回収有りでは �� US$/MWh へ，天然ガス複

合発電では CO�回収がない場合が �0 US$/MWhで，

CO�回収有りでは �� US$/MWh へコスト上昇となっ

ている。IPCC特別報告書 (�00�)の分離回収コスト

を CO�処理量あたりで整理すると，表１のようにな

る。

表１　いろいろな形式での CO2 回収コスト
CO�回収コスト 最小 最大 平均

US$/ton-CO� avoided 円 /トン *

新設微粉炭発電
�� �� �� �,�00

+化学吸収法
既設微粉炭発電

�� �� �� �,000
+化学吸収法

天然ガスコンバインド
�� �� �� �,�00

+化学吸収法
石炭ガス化コンバインド

�� �� �� �,�00
+物理吸収法

純酸素燃焼 �� �� �0 �,�00
*US$=��0円で換算　出典：IPCC特別報告書 (�00�)

CO�回収装置設置により，PCの発電コストは約 �.�

倍にアップし，その上昇幅は IGCCより大きくなる。

この結果 CO�回収装置有りでは IGCCの発電単価が

PCよりも安価となる。

７．…今後の CO2 分離技術の動向予想
酸素燃焼は新設微粉炭焚きよりも少し安価である

が，酸素燃焼はまだパイロットプラントレベルの評

価が終わっておらず，また回収したガスの CO�純度

が ��％程度で，さらなる純度向上には他の分離装置

の併用が必要であるといった点，また空気の深冷分

離プラントはコールドスタートに �～ �日を要する

等，酸素燃焼による CO�回収が主流になるには解決

すべき課題が多い。

天然ガスコンバインドサイクルからの回収は，排

ガス中の CO�濃度が低いために，石炭燃焼排ガスよ

りも回収エネルギーを必要とする。

また，国内の電力の部分負荷を担っているのは天

然ガスで，発電所の出力あたりの発電量は表 �に示

すように石炭発電所が大きい。

表２　発電設備あたり発電量
国内　�00�年 水力 石油 LNG 石炭 原子力
発電電力量 (億 kWh/年 ) ��0 ��� �,��� �,��� �,���
発電設備容量 (万 kW) �,��� �,��� �,��� �,��� �,���
発電設備あたり発電量 (MWh/kW) �.� �.� �.� �.� �.0

出典：経産省資源エネルギー白書より

CO�分離回収装置の利用率が高くなるのは，発電

装置としてコンスタントに使用されており，そして

負荷発停の少ない発電システムへの設置である。

また，発電量あたりの CO�発生量は石炭が天然ガ

スの約 �倍と大きい。同規模の出力であれば，発電

所規模は，天然ガスよりも石炭向けの CO�分離回収

装置が大型となり，スケールメリットによる経済性

が向上する。

表３は，これまでの研究の中で CO�分離回収のエ

ネルギーの報告値をまとめたものである。表３はさ

まざまな開発レベルを同じ表に記載しており，その

評価は開発レベルによっても勘案すべく試験規模を

併記した。

これら技術上・運用上の要因を含めると，石炭発

電所への CO�分離回収装置設置が主流となる可能性

が大である。微粉炭燃焼ボイラでは化学吸収法のユー

ティリティとして ��0℃程度の大量の水蒸気を必要

とし，これによって送電端効率が �～ �％低下する。

所要エネルギーが最も小さくなるのは，コストと同

様に石炭ガス化した加圧ガスからの分離である。将

図７　CO2 回収有無の発電コスト比較
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来的には IGCCと物理吸収法の組み合わせが有力で

ある。さらに膜分離法が実用化できれば，IGCCと

膜分離法が最も安価な CO�回収システムになると予

想される。

表３　CO2 分離エネルギー

CO�発生源 CO�分離回収方法
CO�分離エネルギー

[kJ/kg-CO�]
（括弧内は推算値の試験規模）

微粉炭ボイラ 化学吸収 (MEA溶液 ) �,000（パイロット）
微粉炭ボイラ 回転型 TSA �,�00（ベンチ試験）
微粉炭ボイラ PTSA �,��0（ベンチ試験）
微粉炭ボイラ TSA �,�00（ベンチ試験）
天然ガスボイラ 化学吸収 (KS溶液 ) �,�00（パイロット）
石炭ガス化 物理吸収（セレクソール） �,�00（実用機）
石炭ガス化 膜 �00（ビーカー）
酸素燃焼
（微粉炭ボイラ）冷却 �,�00（ベンチ試験）

石炭ガス化炉は欧州，米国，中国で既に �00台

以上が稼動している。それらは，石炭ガス化ガスの

熱回収を十分に行なえないために発電効率でみると

最新鋭の微粉炭燃焼ボイラよりも低い。海外の石炭

ガス化炉は発電効率の点ではなく，硫黄が多いなど

燃料として使用しにくい，価値の低い原料が利用で

きるメリットで選択されていた。CO�回収装置の設

置を考えると，この判断基準が変わる。IGCCでは

CO�回収による所内動力増大が小さく，CO�回収装

置設置後は，従来の石炭ガス化炉でも CO�回収装置

設置後の微粉炭燃焼ボイラよりも経済性が図７のよ

うに向上すると考える。

現在国内で開発が進んでいる IGCCはエネルギー

効率，環境性において微粉炭燃焼ボイラを凌駕する

計画である。今は実証段階であり商用的な利用はあ

と �年以上必要であろう。そうなれば表１のコスト

をさらに下回ると期待される。CO�回収付の IGCC

実用化までは，微粉炭燃焼ボイラの排ガスからの

CO�回収を行なうとすると，化学吸収法を活用する

ことになる。COCSプロジェクトで CO�分離エネル

ギーが �,�00 kJ/kg（現在は �,�00 kJ/kg）を下回る

吸収液が開発できれば，IGCC+物理吸収法の CO�回

収コストを下回る。

気候変動への対処方針と CO�分離技術の進展しだ

いで燃料転換プロセスが変化し，CCSの CDMとし

ての価値が変化する。CCSの技術開発が次世代の石

炭利用技術と密接に関連し，技術開発が相互に大き

な影響を及ぼすことになる。

８．…終わりに
ペットボトルに入った水の購入は日本では一般的

になり，飲料後のペットボトルの再利用も考慮され

ている。途上国ではペットボトルの水の利用は限ら

れており，そのような状況ではペットボトルの再利

用技術の開発などは思いもよらない。化石エネルギー

の大量使用で大量の CO�が発生し，その CO�が気候

変動として次世代に大きな負の遺産となる可能性は

非常に高い。途上国は気候変動による被害を受ける

が，その原因の大半は先進国が恩恵を受けてきた化

石エネルギーである。利用していない水のペットボ

トルの始末をしなければならない義務はあるかとい

う議論がでる。スターンレビューにあるように先進

国がそれぞれ得意とする気候変動対策技術を開発し，

市場原理に基づいた技術移転により対策費を上回る

各国の GDPの成長へ連鎖ができる先進国と途上国が

共栄する仕組みづくりが急がれる。

参考文献
�）EDMC ／ エネルギー・経済統計要覧 �00�年版，

財団法人省エネルギーセンター (�00�)

�）http://www.uknow.or.jp/be/environment/

environment/0�.htm

�）地球環境産業技術研究機構 NEDO-GET-���� 

(����)

�）IPCC,�00�:IPCC Special Report on Carbon 

Dioxide Capture and Storage, Working Group 

(�00�), Cambridge University Press, New York

�）図解 CO�貯留テクノロジー，工業調査会（�00�）



特別寄稿論文

北部九州におけるウミガメ類の漂着について
（1989 − 2003）

　森　　徹＊・宮地勝美＊＊

＊海の中道海洋生態科学館　魚類課長（学芸員）
＊＊海の中道海洋生態科学館　魚類課飼育技師

��

はじめに

世界中に生息するウミガメ類全７種類の内，九

州沿岸に回遊が確認されている種類は，ウミガメ

科のアカウミガメ Caretta  caretta（写真１），ア

オウミガメ Chelonia  mydas （写真２），タイマイ

Eretmochlys  imbricate（写真３），ヒメウミガメ

Lepidochelys  olvaceaおよびオサガメ科のオサガメ

Dermochelys  coriacea（写真４）の �種類である。

国内におけるウミガメ類の産卵地域は，アカウミガ

メが本州，四国，九州から南西諸島，アオウミガメ

は屋久島以南の南西諸島，タイマイは沖縄本島以南

の南西諸島，オサガメは奄美大島で確認されている。

その内，日本沿岸で最も多く産卵が見られるウミガ

メは，産卵地北限の緯度が最も高いアカウミガメで

あり，そのほとんどが太平洋側に面した海岸に集中

し，日本海側での事例は少数である傾向がみられて

いる。（図１）

近年 ､ウミガメ類の産卵事例の減少および資源量

の危惧が報告されているが，その原因として以下の

ことが考えられている。

①産卵に支障がある浜

・河川・山からの砂の供給不足，海流の変化によ

る砂浜の砂流出による砂浜の減少

・地球温暖化による海面上昇および人工岸の構築

による産卵場の消失，産卵上陸の阻害

・建物・道路などから発せられる音・光による産

卵上陸の阻害

・レジャー客による産卵上陸の阻害

②孵化に支障がある浜

・�ＷＤ車などの浜乗り入れによる ､産卵巣（卵）

の崩壊

・ゴミ等人工物による子ガメの帰海の阻害

・車輪跡（轍）による子ガメの帰海の阻害

・車道灯等人工光による子ガメの走光性の阻害

福岡市東区海岸に死亡漂着したアカウミガメ 図１　アカウミガメが産卵する浜
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③海での危険

・魚網迷入による溺死

・船舶等による交通事故

・漂流人工物の誤飲

ウミガメ類の資源量減少は，種絶滅の危惧だけに

留まらず，それらを取り巻く自然界全体の変化を誘

引する人間社会への警鐘とも言わざるを得ない。

水族館の取り組み
海の中道海洋生態科学館（以降，当館）では，

����年の開館以来，周年北部九州におけるウミガメ

類の漂着，混獲等発見の通報に対する調査を継続し

ている。福岡県が面する日本海側におけるウミガメ

類の産卵の確認は，現在までに，福岡県，佐賀県，

島根県，石川県の極わずかな海岸に限られている。

しかし，北部九州に来遊するウミガメ類は，九州本

土での産卵例がないアオウミガメやタイマイも例年

多くみられている。産卵の目的を持たない種類も含

め，冬季著しく海面水温が低下する日本海側におけ

るウミガメ類の回遊ルート，回遊周期とその目的に

関しては未だ解明されておらず，今後，日本海側の

各関係機関との連携を図り，その実態の解明に向け

調査を継続したいと考えている。

本報告では ����年 �月から �00�年 �月までの

��年間に，当館が関わったウミガメ類の調査事例を，

年別，月別，生存もしくは死亡の視点から分析した

結果を報告する。なお，定置網等の混穫，および拾

得物として一時預かりした計 ��件については，便宜

的に今回の記録から外し，純粋に海岸への漂着事例

に基づき分析した。

調査結果と考察
調査は，基本的に北部九州の日本海側を対象とし

たが，第三者から発見の連絡があれば場所を問わず

行った。死亡個体が発見された場合，現地での種の

同定，標識や外傷の有無の確認，標準甲長・最小甲長・

甲幅の測定，聞き込み等の調査後，解剖を行い口内

異物・胃・腸内容物を確認した後に，埋没処理した。

自然界水温が低下している冬季や，ケガなどで著し

く衰弱がみられる生存個体が発見された場合は，当

館への一時収容を行い，回復を診て翌夏季に保護し

た周辺海域で放流した。

図 �は，調査期間中にみられた死亡漂着と生存収

容のグラフである。期間中の調査総件数は ��件で，

全体の ��％に当たる ��件は死亡漂着，��％に当た

る ��件は生存収容だった。

死亡漂着の内訳は，��％に当たる ��個体がアカ

ウミガメ，��％に当たる �個体がアオウミガメ，�％

に当たるそれぞれ �個体がオサガメとヒメウミガメ

だった。（図 �）

生存収容の内訳は，��.�％に当たる８個体がアカ

ウミガメ，同じく ��.�％に当たる８個体がタイマイ，

��％に当たる �個体がアオウミガメだった。（図 �）

図 �は，調査期間中に確認した死亡漂着・生存収

容を年別に比較したグラフである。毎年少なくとも

�個体以上の死亡漂着，もしくは生存収容があった。

一見規則性は見出せないが，確認件数は ����年よ

り増加傾向である。

図 �は，同じ総数を月別に比較したグラフである。

�月，�月は死亡漂着・生存収容共なかったが，季節

を問わず北部九州にも来遊していることが示唆され

ている。また，明らかに ��月，��月，�月，�月の �ヶ

月間に死亡漂着もしくは生存収容の件数が集中して

いるが，要因については，低水温の影響が考えられる。

図 �は，年別に死亡漂着および生存収容を取り扱っ写真１　アカウミガメ　Caretta caretta
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た件数をウミガメの種類別に表したグラフである。

稀な例としては，���0年にオサガメ１個体の漂着と，

����年にヒメウミガメ �個体の漂着があった。

図 �および図 �はそれらを死亡漂着と生存収容に

分けたグラフである。要因は不明だが，タイマイは

図４　生存収容の内訳

図５　年度別死亡漂着・生存収容数

図６　月別死亡漂着・生存収容数

写真２　アオウミガメ　Chelonia mydas

図２　死亡漂着と生存収容

図３　死亡漂着の内訳
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死亡漂着の事例がなく，�個体すべてを生存収容し

た。

図 �0は，期間中に取り扱ったウミガメ各種の合計

を月別に表したグラフである。図 �のグラフでも紹

介したように，��月から �月にかけて増加傾向が見

られる。

図 ��および図 ��はそれを死亡漂着と生存収容に

分けたグラフである。ここで注目したい点は，水温

が低下する ��月，��月，�月，�月の �ヶ月間である。

��月，��月の �ヶ月間は死亡漂着が多いのに対し，

生存収容が少ないこと。逆に �月，�月は死亡漂着

が少ないのに対し，生存収容が多い傾向がみられた。

図 ��～ ��は計測した甲長を �0cm単位に分け，

個体数を表したグラフである。アカウミガメは �0ｃ

ｍ以内の若令個体，��ｃｍ以上の成熟個体の�グルー

プに分けられるが，小さい個体群は生存収容の件数

が多く，大きな個体は死亡漂着の件数が多い傾向が

みられる。タイマイは，すべて ��ｃｍ以上 �0ｃｍ

以下の範囲に収まり，そのグループよりも小さい個

体や，大きな個体はなかった。アオウミガメは，デー

タにばらつきがあり，小さな個体から大きな個体ま

で広い範囲でみられた。

また，季節による接岸個体の大きさの傾向も調査

したが，顕著な規則性は認められなかった。

まとめ
①北部九州沿岸では，主にアカウミガメ，アオウミ

ガメ，タイマイの順に多く来遊する傾向がみられた。

しかし本調査は，遊泳力を失った死亡もしくは衰弱

個体に限った記録であり，季節を問わず，健康状態

図７　ウミガメの種類ごとの年度別取扱数

図８　ウミガメの種類ごとの年度別死亡漂着数 図９　ウミガメの種類ごとの年度別収容数

写真３　タイマイ　Eretmochlys imbricate
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が正常である個体の動向は不明である。よって今後

は，健康個体の回遊を確認することができる定置網

での情報収集が必要と考えている。

② ��月，��月は死亡漂着が多く，�月，�月は生存

収容が多い傾向がある。この �ヶ月間でみれば，比

較的水温が高い ��月，��月に死亡漂着が多く，�

年の内最も水温が低下する �月，�月に生存収容が

多くみられた要因については，現在のところ不明で

ある。しかしこれも，定置網での情報収集により解

明に向けたヒントが見出せる可能性がある。

③来遊するアカウミガメの死亡漂着は大型個体が多

く，生存漂着は小型個体が多い傾向がみられた。死

亡個体の調査は，腐敗が進んでいたり，顕著な外傷，

内臓疾患等が観られない例が多く，死因の特定は困

難である。なぜ大型個体の死亡が多いのか，なぜ小

型個体は衰弱しながらも生存できるのかも，今後の

課題である。

当館では今後も，日本海側沿岸での漂着調査を継

続し，混獲個体には標識放流を行っていきたいと考

えている。そのためにも，情報量の多い漁師に調査

への理解の増進と，相互の連携を深めていくことが

本調査を進めていく上で重要なプロセスと考える。

現在当館では，長崎県若松島の漁師，長崎県生月漁

業協同組合，福岡県宗像郡津屋崎町ウミガメ課，島

根県立しまね海洋館，兵庫県城崎マリンワールドと

の連携を構築している。調査を進め，近い将来，日

写真４　オサガメ　Dermochelys coriacea

図 10　ウミガメの種類ごとの月別取扱数

図 11　ウミガメの種類ごとの月別死亡漂着数 図 12　ウミガメの種類ごとの月別生存収容数
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本海側におけるウミガメ類の行動生態を少しずつで

も解明したい。

さらには調査結果を，水族館の展示や地域住民へ

の講話などに生かし，現在の自然界の状況や人間社

会の改善すべき行動に理解を求めることで，水族館

の一つの役割を果たしたい。

参考文献
ウミガメは減っているか　～その保護と未来～，紀

伊半島ウミガメ情報交換会・日本ウミガメ協議会共

編　����

日本のウミガメの産卵地，亀崎直樹・藪田慎司・菅

沼弘行著　����

屋久島　ウミガメの足あと，大牟田一美著　����

図 13　ウミガメの種類ごとの甲長サイズ別取扱数

図 14　ウミガメの種類ごとの甲長サイズ別死亡漂着数 図 15　ウミガメの種類ごとの甲長サイズ別生存収容数



研究報告

樹木年輪に記録されていた大気中硫黄発生源の
歴史変遷に関する同位体的証拠

　川村秀久＊・松岡信明＊・百島則幸＊＊・小池正美＊＊＊，高島良正＊

＊（財）九州環境管理協会　＊＊九州大学アイソトープ総合センター　＊＊＊九州電力株式会社
注）本報告は Environmental Science & Technology誌（�0（��），���0-����，�00�）に掲載された論文を加筆・翻訳したものである。
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要旨
樹木年輪の硫黄同位体比（δ��S）の有用性はほと

んど理解されていない。なぜなら，樹木年輪の硫黄

濃度は極めて低く，従来の手法によるδ��S値測定は

困難なためである。

我々は酸素迅速燃焼装置（Oxygen Bomb）を用い

た樹木年輪のδ��S値測定手法を確立し，日本で生

育していた針葉樹の水溶性と組織結合性硫黄フラク

ションのδ��S値を年輪ごとに調べたのでここに紹介

する。本研究で，樹木年輪の組織結合性フラクショ

ンのδ��S値と過去の大気中硫黄濃度およびその発生

源のδ��S値とを比較することにより，樹木年輪の組

織結合性フラクションのδ��S値が大気中硫黄発生

源のδ��S値を反映しているという明らかな証拠を

得た。この証拠は，樹木年輪のδ��S値が過去の大

気硫黄汚染の原因を探る有用な指標（chronological 

proxy）になることを示している。

1.　はじめに
植物はその成長に必要な硫黄を，根を経由して土

壌から水溶性硫酸イオンとして，また気孔を経由し

て大気から気体状硫黄として摂取する �），�）。植物の

δ��S値はその摂取された硫黄の値を良く反映するこ

とから，それは硫黄の発生源を推定する有用な指標

になるとされている �）。しかし，そのδ��S値測定は，

高い硫黄濃度を示す樹木葉，種子 �）－ �）および特定種

（phreatophytes）の樹木年輪 �）などに限られている。

樹木年輪中の水素，炭素および酸素の安定同位体

比は，その樹木が生育していた環境の気候 �）－ �0）や

環境ストレス ��），��）の歴史変遷を再現する有用な指

標になることが知られている。樹木年輪のδ��S値が

年ごとに摂取する硫黄の値を反映しているならば，

過去の硫黄の発生源を特定し，また歴史的な硫黄汚

染を解明する有用な指標になると考えられる。

本研究では，九州の都市部と非都市部で生育して

いた針葉樹の水溶性と組織結合性硫黄フラクション

の硫黄濃度とδ��S値を年輪ごとに調べ考察を加え

た。

2.　実験
2.1　サンプリング

次に示す樹木の胸高部分から，厚さ �cmの年

輪円盤 �試料を採取した：�）九州大学福岡演習

林にて ����年 �月に伐採された樹齢 ��年のス

ギ（Cryptomeria japonica）；�）北九州市営林に

て ����年 �月に伐採された樹齢 ��年のヒノキ

（Chamaecyparis obtusa）；�）九州大学宮崎演習

林にて ����年 �0月に伐採された樹齢 ��年のスギ

（Cryptomeria japonica）。図 �に示すように，最初

と二番目の樹木は九州北西部の日本海に面した都市

部に生育していた。それらの地点は，それぞれ人口

過密および工業都市である福岡市と北九州市に近い。

三番目の樹木は九州中央部の山々に囲まれた非都市

部で生育していた。その地点は沿岸から離れ，また

周囲に人為的硫黄発生源は見られない。

2.2　硫黄濃度とδ34S 値測定

硫黄濃度とδ��S値測定のために，樹木年輪中の硫
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黄を二つのフラクションに分別した ��）。�つは蒸留

水抽出により抽出される水溶性硫黄（Water-Soluble 

Sulfur：WSS）フラクション，もう �つはその蒸留

水抽出後の残渣である組織結合性硫黄（Organically 

Bound Sulfur：OBS）フラクションである。最初

に，樹木年輪円盤試料を，乾燥器中 �0�℃で数日間

乾燥させた。次にこの乾燥試料を樹皮側から中心側

にかけて �年輪分ごとに分割し，ウィリーミルで

�0メッシュサイズに粉砕した。それぞれの粉砕試料

�00gを次の前処理に供した。粉砕試料を蒸留水（粉

砕試料：蒸留水 / �：�0）とともにポリプロピレン

製ボトルに入れ，攪拌機により �時間攪拌させた。

ADVANTEC社製セルロースフィルター（No.�B）

でそれをろ過することにより得られるろ液と残渣を

それぞれWSSおよび OBSフラクションとして定義

した。

OBSフラクションは，乾燥器中 �0�℃で一晩乾燥

させた。その乾燥試料 �gを �0mL金属カプセルに

入れ，それを，Parr社製酸素迅速燃焼装置（Oxygen 

Bomb No.����）に取付けた。取付ける際に，数滴

の過酸化水素水を含む蒸留水 �0mLを加えた。この

装置を密封後に酸素で ��気圧に加圧し，電気的に

着火させることによりカプセル中の試料を密閉系で

燃焼させた。この燃焼操作により試料中硫黄が二酸

化硫黄として生成し，予め加えていた蒸留水に硫酸

イオンとして溶解回収される。その装置を室温にま

で放冷した後，装置中に生成した燃焼ガスを圧力バ

ルブを開けることにより排気して減圧した。着火電

極，カプセルおよび装置内壁を蒸留水で洗浄し，そ

の洗浄液を予め加えていた蒸留水とともに �00mL

ガラスビーカーに集めることにより，硫酸イオンを

完全に回収した。この燃焼操作を繰り返すことによ

り，δ��S値測定に必要な硫黄量を確保できた。回収

した溶液は ADVANTEC社製セルロースフィルター

（No.�C）でろ過し，その容積を �00mLに調整した。

その溶液の約 �0mLを �0mLガラスバイアルに分取

し，DIONEX社製イオンクロマトグラフ（�000I）

による硫酸イオン濃度測定に供した。残りの溶液試
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Figure…1.　Sampling…locations…of…the…coniferous…trees…from…urban…and…rural…areas…on…Kyushu…Island,…Japan.
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料は，濃塩酸数滴を加え pHを �～ �に調整した後，

�%（W/V）塩化バリウム溶液を加えることにより硫

酸イオンを硫酸バリウムとして生成させ沈殿させた。

ホットプレート上で加温して一晩放置させることに

より沈殿を熟成させた。その沈殿を ADVANTEC

社製メンブランフィルターを用いてろ過して回収

し，蒸留水で十分に洗浄した後に完全に乾燥させた。

V�O�－ SiO�法を用いて，硫酸バリウムの熱分解に

より硫黄を二酸化硫黄として回収し，それを OBSフ

ラクションのδ��S値測定に供した ��）。

一方，WSSフラクションについては，回収さ

れたろ液をホットプレート上で加温濃縮した後，

ADVANTEC社製セルロースパウダー（No.E）約

�gとともに �0mL金属カプセルに入れ，完全に乾固

させた。その後の操作は，OBSフラクションの場合

と同じである。

硫黄同位体は，MSS－ � BaSO�（＋ �.�‰）から

調製した二酸化硫黄を二次標準として，VG社製同

位体比質量分析装置 SIRA�0を用いて測定した ��）。

δ��S値は，国際標準である Canion Diablo Troilite

（CDT）からの千分率偏差として決定した。δ��S値

の標準偏差（�σ）は± 0.�‰である。以降，樹木年

輪の OBSおよびWSSフラクションのδ��S値をそ

れぞれδ��SOBSおよびδ��SWSSと定義して結果を示し

考察する。

3.　結果と考察
3.1　樹木年輪の硫黄濃度とδ34S 値

樹木年輪の OBSとWSS濃度を図２に示す。都

市部スギ樹木年輪の OBS濃度は，���0 年代の

��μg・g－ �から徐々に増加して ���0年代前期に

��0μg・g－ �の最大値を示すと，その後わずかに

減少している。非都市部スギ樹木年輪の OBS濃度

は，新しい年代の高い値を除くと，���0年代前期の

��μg・g－ �から ���0年代前期の ��μg・g－ �まで

とその濃度のばらつきは小さい。都市部ヒノキ樹木

年輪の OBS濃度は，��μg・g－ �から ���μg・g－ �

までの範囲にある。この濃度は都市部スギと良く似

た傾向にあり，また非都市部スギに比較して高い値

を示している。一方，これら全ての樹木年輪のWSS

濃度は，いずれも OBS濃度より極めて低い。この結

果は，樹木年輪のWSSフラクションの全硫黄（OBS

フラクションとWSSフラクションの総和）に対す

る寄与がかなり小さいことを示している。さらに，

いずれの樹木年輪も最も新しい年代の OBSとWSS

濃度は比較的高い傾向を示している。これは高い硫

黄濃度を示す形成層の混入に起因していると考えら

れる。
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Figure…2.　Half-decade…changes…in…the…WSS…and…OBS…concentrations…
of…the…urban…Japanese…cedar,…urban…Hinoki…cypress…and…

rural…Japanese…cedar.

樹木年輪のδ��SOBS値とδ��SWSS値を表 �に示す。

都市部スギのδ��SOBS値は，���0年代後期以前は約

＋ �0‰であり，それから ���0年代後期まで徐々に

減少し極小値＋ �.0‰に至ると，その後は再び増加傾

向を示している（図 �a）。都市部ヒノキのδ��SOBS値

も ���0年代前期まで減少し，極小値－ 0.�‰に至っ

ている。都市部スギとヒノキの極小値は異なってい

ても，それらの最も新しい年代のδ��SOBS値は都市

部スギで＋ �.�‰，都市部ヒノキで＋ �.�‰と，近い

値を示している。一方，非都市部スギのδ��SOBS値は，

Table……1……Sulfur…isotopic…ratios…of…the…urban…Japanese…cedar,…urban…
Hinoki…cypress…and…rural…Japanese…cedar.

Urban Japanese cedar Urban Hinoki cypress Rural Japanese cedar
Age(year) δ��SWSS(‰ ) δ��SOBS(‰ ) δ��SWSS(‰ ) δ��SOBS(‰ ) δ��SWSS(‰ ) δ��SOBS(‰ )
����-���� �0.�
���0-���� �.� �0.�
����-���� �.� �.�
���0-���� �.� �.�
����-���� �.�
���0-���� �.� �.� �.�
����-���� �.� �.� �.0 �.� �.0
���0-���� �.� �.0 �.� �.� �.� �.�
����-���� �.� �.� �.0 �.� �.� �.�
���0-���� �.� �.� 0.� － 0.� �.0
����-���� �.� �.0 �.0 0.� �.� �.�
���0-���� �.� �.0 �.� �.� �.� �.�
����-���� �.� �.� �.� �.0 �.�
���0-���� �.� �.� �.� �.� �.0 �.�
����-���� �.� �.� �.0 �.� �.�
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���0年代後期から ���0年代後期にかけての変動は

僅か＋ �.�‰であり，またこの期間を通して比較的低

い値を示している。

それぞれの樹木の �年輪分ごとのδ��SOBS値と

δ��SWSS値を比較すると，注目すべき関係がある（表

�）。非都市部スギのδ��SWSS値はδ��SOBS値よりいず

れの年代でも高いのに対して，���0年代以前の都市

部スギとヒノキのδ��SWSS値はδ��SOBS値よりも低く，

それ以降は高くなっている。植物葉のδ��SOBS値は

δ��SWSS値より約＋ �.�‰低くなることが報告されて

いる。これは植物が摂取した硫酸イオンを硫化水素

や，さらにはシステインなどの硫黄化合物へと代謝

する際の速度論的同位体効果に起因していると考え

られている �），��），��）。都市部スギとヒノキの ���0年

代以前のδ��SOBS値とδ��SWSS値の関係は，報告例と

は異なり逆関係にある。このことはWSSフラクショ

ンが樹木年輪間を移動していること，すなわち，歴

史変遷を探る指標にはならないことを示している。

以上のことより，δ��SOBS値のみについて以下に考

察する。

3.2　樹木年輪のδ34S 値と大気中硫黄発生源

大気中硫黄発生源は天然起源と人為起源とに分類

され �），��）－ �0），それぞれ固有のδ��S値を示す（図
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�b）。都市部スギのδ��S値の変化は，主要な大気中

硫黄発生源が次の三つの期間で変化していたことに

明らかに起因していると考えられる。その期間とは，

（Ⅰ）���0年代以前，（Ⅱ）���0年代から ���0年代，

および（Ⅲ）���0年代以降である。これらの変化は，

都市部ヒノキの場合でも同様である。

福岡市と北九州市における大気中硫黄酸化物濃度

は，石油消費量とともにそれぞれ ����年，����年

まで上昇し，その後，����年の大気汚染防止法の

施行の結果，その濃度は急激に減少した（図 �c）。

最も注目すべきことは，都市部のスギとヒノキの

δ��SOBS値が福岡市と北九州市の硫黄酸化物濃度の

増加とともにそれぞれ減少し，期間Ⅱにおいて両地

点の硫黄酸化物濃度が極大値に達した後に，それぞ

れのδ��SOBS値が極小値を示していることである。

樹木年輪のδ��SOBS値の減少傾向は，それが主要な

大気中硫黄発生源のδ��S値に依存していることを

示す明らかな証拠である。都市部のスギとヒノキの

δ��SOBS値の減少傾向は，大気中硫黄発生源のδ��S

値が高い値から低い値へと変化したことに起因し，

その発生源は疑いなく局地的に大気中に放出された

人為起源硫黄である。その低い値は，���0年代以降

に海外（特に中東地域 ��））から輸入された石油が負

のδ��S値を示すという事実により説明することがで

きる �），��）－ �0）。���0年代と ���0年代の日本の経済

成長期において，輸入された石油の消費量の増加に

伴い負のδ��S値を示す大量の人為起源硫黄が大気中

に放出され，その結果，負のδ��S値を示す硫黄の

沈着がその期間に増加した。期間Ⅱにおいて，樹木

により摂取される全硫黄に対する人為起源硫黄の寄

与の割合が毎年増加したために，樹木年輪のδ��SOBS

値は結果的に減少傾向を示したと考えられる。

都市部スギとヒノキのδ��SOBS値に見られる極小

値の違いは，硫黄の沈着量に起因していると考えら

れる。なぜなら，大気中硫黄酸化物濃度が福岡市と

北九州市とでは大きく異なるためである（図 �c）。

大気中硫黄酸化物濃度の極大値に対して樹木年輪の

δ��SOBS値が約 �年遅れて変化していることは，硫

黄が沈着後に土壌表面から根までに移動するのに必

要な時間や，樹木が硫黄を摂取した後に硫黄を代謝

するのに必要な時間に依存しているのかもしれない。

もし，大気中硫黄発生源のδ��S値がほとんど変化

しないならば，樹木年輪のδ��SOBS値も同様に変化

しないはずである。このことを支持する証拠が，非

都市部スギのδ��SOBS値に見られる。非都市部の硫

黄発生源は明らかに天然起源だけであり人為起源は

見られない。その結果，非都市部スギのδ��SOBS値

は僅かな変化を示しているだけである。期間Ⅰの都

市部スギの場合も同様であると思われる。約＋ �0‰

と一定したδ��S値は，大気中硫黄発生源にほとんど

変化がなかったことを示している。このことは，こ

の期間中，人為活動は明らかに低かったために，そ

の硫黄は局地的な天然起源であったことを示唆して

いる。

非都市部には人為起源硫黄はないにもかかわらず，

そのスギのδ��SOBS値は都市部スギとヒノキの値に

比較して低い（約＋ �‰）。この結果は，都市部と

非都市部とでは天然起源に違いがあることによって

説明できる。非都市部スギの低いδ��SOBS値は，＋

��‰と高いδ��S値を示す天然起源の海塩の寄与が小

さいことに明らかに起因している。なぜなら，その

非都市部は地理的に内陸部に位置しているためであ

る。非都市部スギのδ��SOBS値の僅かな変動（＋�.�‰）

は，固有のδ��S値を示す新たな発生源が出現してい

たのではなく，固有のδ��S値を示す天然起源硫黄の

湿性沈着量に対する乾性沈着量の割合が年毎に変化

していたことに起因していると考えられる ��）。

δ��SOBS値の変化の傾向とは異なり，都市部スギ

とヒノキの OBS濃度は ���0年代前期以降高いレベ

ルを示している（図 �）。植物により硫酸イオンとし

て摂取された硫黄の大部分は，システイン，メチオ

ニン，プロテインなどの合成に利用され，過剰な硫

黄はグルタチオンとして蓄えられることが報告され

ている ��）。都市部スギとヒノキの高い OBS濃度を

説明する理由の �つには，OBSフラクションにグル

タチオンが含まれている可能性があることである。

なぜなら，この期間中，大量の人為起源硫黄が明ら

かに供給されていたからである。



��

期間Ⅲにおいて，人為起源硫黄の大気中への放出

は明らかに減少している（図 �c）。これに反して，

都市部スギとヒノキのδ��SOBS値は，���0年代後期

以前に見られた約＋ �0‰に戻っているのではなく，

約＋ �.�‰に近い値を示したままである。図 �bに示

しているように，福岡で採取した大気中二酸化硫黄，

総降下物中硫酸イオン，土壌中水溶性硫酸イオンの

δ��S値は，それぞれ－ �.�‰，＋ �.�‰および＋ �.�‰

であり ��），��），いずれも＋ �0‰より低い。都市部ス

ギの最も新しい年代のδ��SOBS値は，土壌中水溶性

硫酸イオンの値に近い値を示し，また大気中二酸化

硫黄と総降下物中硫酸イオンの中間値を示している。

このことは，本研究で対象にした樹木は硫黄を主に

土壌から水溶性硫酸イオンとして経根摂取して

いたことと，その硫黄は大気中硫黄の乾性および湿

性沈着によりもたらされたことを示唆している。そ

のため，期間Ⅲにおける樹木年輪のδ��SOBS値は，

＋ �0‰より低い値を示す発生源から大気中に放出さ

れた硫黄のδ��S値に明らかに依存していると考えら

れる。

我々は，低いδ��S値を示す二つの発生源の存在を

推定している。�つの発生源は，���0年代以降続く

石油燃焼である。大気中二酸化硫黄の負のδ��S値は，

石油燃焼が都市部における発生源として無視出来な

いことを示している。もう �つの新たな発生源は，

アジア大陸から日本への硫黄（主に硫酸イオン）の

長距離輸送である。これはアジア地域において大気

中に放出される人為起源硫黄の急激な増加と北西か

らの季節風によりもたらされる。この現象は，���0

年代以降，流跡線解析 ��），��），化学分析 ��）および同

位体分析 �0），��），��）－ �0）を用いて多くの研究者により

指摘されている。福岡市で測定された大気中硫黄の

δ��S値とその月ごとの変化より，我々もまたアジア

大陸からの＋ �0‰より低い値を示す硫酸イオンが総

降下物中に含まれていることを確認している。その

ため，期間Ⅲにおいて都市部スギとヒノキに見られ

るδ��SOBS値は，これらの発生源の値を主に反映し

ていると考えられる。

以上の結果より，樹木年輪のδ��S値は過去の大

気中硫黄発生源の値を明らかに反映していること

が分かった。このことは，異なるδ��S値を示す発

生源が存在する地域において，樹木年輪のδ��S値

が過去の硫黄発生源を特定するための有用な指標

（chronological proxy）になること示している。樹木

年輪のδ��SOBS値は，歴史的な大気中硫黄汚染の原

因を探る重要な役割を果たすことが期待される。
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研究報告

有明海におけるノリ養殖場海域の窒素収支の定量評価

　横山佳裕＊

＊（財）九州環境管理協会　環境部
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1　はじめに

全国一のノリ生産量を誇る有明海において，�000

年度のノリ不作問題は社会問題となっており，その

要因の一つに冬季の窒素不足が挙げられている１）。

このノリの色落ちを引き起こした窒素不足は，ボッ

クスモデルを用いた長期的なシミュレーション結果

によると，ノリと植物プランクトンの窒素吸収競合

関係において，植物プランクトンが近年優位な状況

に推移していることが要因の一つと推察されている
２）。一方，陸域からの窒素供給量は降雨の変動に伴い，

経年的に変動しており，この流入負荷の不安定性も

窒素不足の要因として指摘されている３）。現に �000

年度に次ぐ低いノリ生産状況であった �00�年度は，

少雨に伴い陸域からの窒素供給が少なかったことが

低生産の原因と考えられている１）が，�00�年度より

も降雨が少ない ����年度にはノリ不作はみられて

おらず，単純に陸域からの流入負荷の多寡によるも

のとは結論づけられない。

本研究では，既存のボックスモデル２）を用いて，

陸域からの窒素供給量が少ない少雨年を対象に，ノ

リ養殖場海域の窒素収支を求め，窒素不足の発生メ

カニズムを考察した。さらに，ノリ養殖場海域の窒

素収支の構造特性について，定量的に評価した。

2　ボックスモデルについて

2．1　モデルの概要

図 �にボックスモデルの概念図を，図 �にボック

ス分割および主要流入河川の位置を示す。

ボックスモデルは，植物プランクトンが光合成に

より，無機態栄養塩（IN，IP）を取り込み，枯死によっ

て有機態栄養塩（ON，OP）に変換し，さらに，有

機態栄養塩が分解・無機化によって無機態栄養塩へ

と変換する物質循環を考えた。その他，ボックス間

の移流や拡散，陸域からの流入負荷，沈降，溶出といっ

た物質の移動も加味した。また，植物プランクトンは，

赤潮の発生を表現するために，平均水面下 �mでの

プランクトン生成層のみ存在するものとした。ノリ

は，移流，拡散による移動は加味せず，成長による

栄養塩の吸収，水揚げによるノリの取り上げのみを

考慮した。

計算対象期間は ����年 �月～ �00�年 �月までの

約 ��年間とし，計算間隔は �0分とした。

図 1　ボックスモデルの概念図

2．2　流入負荷量

本研究で用いた経年的な流入負荷量は，�000年・

�00�年を対象に詳細に求められた国土総合開発事業

調整調査４)（以下，「国調費モデル」とする。）をもとに，

簡易的な手法により算出したものである５)。TN負荷
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量の算定結果を図 �に示す。

3　少雨年における窒素不足の発生メカニズム
3．1　ノリ生産量の経年変化と降水量

図 �に有明海のノリ生産量６)と佐賀地方気象台の

降水量の経年変化７)を示す。福岡（BOX�，BOX�），

佐賀（BOX�），熊本（BOX�0，BOX��）ではノリ

生産量は経年的に増加し，���0年代初めからはほぼ

横ばいで推移している。ノリの大不作が問題となっ

た �000年度は，それまでの最大生産量の �～ �割

の作況である。大不作翌年の �00�年度では各県と

も生産量の回復がみられるが，�00�年度の福岡，佐

賀では再び大きく減少している。特に福岡県の大牟

田地区では，図 �に示すように，����～ �00�年

度の平均生産量の �割以下と減少の程度が大きい。

�00�年度の降水量は平成の大渇水と呼ばれた ����

年度以降で �番目に少なく，����～ �00�年度の平

均降水量（�,���mm/年）の ��%に相当する少雨年

であった。このため，河川流量低下に伴う海域への

窒素供給量の減少が，ノリ養殖場の窒素不足を引き

起こした可能性がある。さらに，大牟田地区が位置

する BOX�は，矢部川といった河川からの窒素流入

量が少ないため８)，潜在的に窒素不足を引き起こし

やすいと考えられる。そこで，BOX�を対象に，少

雨・不作年（�00�年度）と渇水・平作年（����年度）

との窒素収支を比較し，窒素不足の発生メカニズム

について考察した。

図２　ボックス分割図
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3．2　少雨・不作年（2002 年度）と渇水・平作年（1994

年）の窒素収支の比較

(�)IN負荷の流入パターンの比較

図 �に BOX�における ����年度と �00�年度の

IN流入負荷量の経月変化を示す。IN負荷の流入パ

ターンを比較すると，両年とも �つのピークがみら

れ，�00�年度のピーク（�月，�月）は ����年度

よりも �ヶ月遅い。また，ピーク値は �00�年度の

方が ����年度よりも大きく，他の時期の差は小さい。

(�)利用可能窒素量（IN）の変動パターンの比較

図 �にBOX�の利用可能窒素量の経月変化を示す。

利用可能窒素量は，当月初めの IN現存量に，当月

の移流・拡散量，底泥からの溶出量，ON分解量，

流入負荷量それぞれの月合計値を加えたものである。

利用可能窒素量は，両年ともに �つのピークを示

した後，減少する変動パターンを示し、ピーク出現

月は，図 �の IN流入負荷のパターンと概ね連動し

ている。両年を比較すると，�月を除き �～ �月の

利用可能窒素量は，�00�年度が ����年度を上回り，

��～�月のノリ養殖期にはこの関係が逆転している。

(�)窒素取込量の変動パターンの比較

図 �に BOX�の �00�年度と ����年度のノリと

植物プランクトンによる窒素取込量の経月変化を示

す。�00�年度の植物プランクトンによる取込量は

�0月にピークを示し，��月以降減少している。こ

のことから，�0月の植物プランクトンによる大量消

費に伴い IN現存量が減少したため，��月の利用可

能窒素量は少なくなり，前月までの利用可能窒素量

の関係（����年度＜ �00�年度）が逆転したものと

考えられる。一方，����年度はピークが ��月にみ

られ，その値は �00�年度のピーク値の約 �0%であ

る。

図 �に植物プランクトンの存在量を，図 �0に水温・

日射量を，図 ��にノリおよび植物プランクトンの増

殖速度の経月変化を示す。図 �によると，窒素取込

量のピーク前月における植物プランクトン存在量の

関係は ����年度（�0月）＜ �00�年度（�月）で

ある。しかし，水温・日射量の気象条件（図 �0）は

�00�年度の方がやや不利な条件であるため，増殖速

度（図 ��）は ����年度（�0月の珪藻）＞ �00�年

度（�月の珪藻）の関係である。

3．3　2002 年度の BOX3 における窒素不足の要因

�．�より，�00�年度ノリ養殖期における BOX�
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図 7　利用可能窒素量の経月変化
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の窒素不足のメカニズムは，以下のように推察され

る。

�00�年度のノリ養殖期当初（�0月）は，植物プ

ランクトンの増殖速度は ����年度と比較して小さ

かったが，�～ �月に増殖した植物プランクトンの

存在量が比較的大きかったため，INが大量に消費さ

れた。この INの大量消費が，�0～ ��月の IN現存

量を枯渇させ，��月以降のノリの成長に必要な窒素

が不足したと考えられる。これは，養殖期以前にお

いて，利用可能窒素量あるいは流入負荷量の �番目

のピーク（�月）の直後に，�月の高温・高日射によ

り植物プランクトンが活性化したことで，INが一気

に消費され，さらに �～ �0月に大きな流入負荷もな

かったため，養殖期当初の窒素が十分に準備されな

かったと考えられる。

これに対して，渇水年である ����年度の年間流

入負荷量は �00�年度と比較して低かったが，月変

動におけるピーク時期が �00�年度よりも �ヶ月早

く，その後の植物プランクトンの増殖に好適な夏季

に，植物プランクトン存在量が少なかったため，植

物プランクトンによる IN消費が抑制され，�00�年

度と比較して高い利用可能窒素量がノリ養殖期当初

まで維持されたと考えられる。このため，渇水に伴

う低窒素の条件下であったにも関わらず，ノリ不作

には至らなかったと考えられる。

このように，ノリ養殖期における窒素不足は，養

殖期における IN消費だけでなく，養殖期以前の利

用可能窒素量や流入負荷量，植物プランクトンの変

動パターンとも深く関係すると考えられる。

4　有明海の窒素収支の構造特性
4．1　少雨年におけるノリ養殖場の窒素収支と利用

可能窒素量の空間分布特性

図 ��に，有明海のノリ養殖場が位置するボック

スでの少雨年の利用可能窒素量の経月変化を示す。�

つのノリ養殖場のボックスのうち，最湾奥の BOX�

は他のボックスと比較して，筑後川をはじめとする

陸域からの供給量が多い反面，沖側への移流・拡

散による流出量も多いことが特徴的である。この

BOX�の下流側にある BOX�では，ノリ不作がみら

れた �00�年度において利用可能窒素量は降水量の

多かった春および梅雨時期を除いて，当月初めの IN

現存量（前月から繰り越された残存量）の占める割
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合が高い。ここで，上流の BOX�をみると，利用可

能窒素量に対して当月における陸域からの流入負荷

量の寄与が大きく，この傾向は，他の少雨年（����

年度と ����年度）でも同様である。このことは，

INが植物プランクトンの増殖により消費されても，

BOX�では陸域からの IN供給により十分な利用可

能窒素量を維持しやすいが，BOX�では前から繰り

越された IN現存量に依存する割合が高いため，植

物プランクトンが急増した場合，梅雨期のような高

負荷がない限り，ノリ養殖期に向けて利用可能窒素

量は回復しにくいことを示唆している。このよう

に，BOX�は，BOX�に比べて，陸域からの安定的

な窒素供給を受けにくく，植物プランクトンによる

IN消費の影響を受けやすいという特性を有した海域

といえる。最湾奥西側に位置する BOX�も，BOX�

と同様に筑後川ほどの窒素供給源はなく，利用可能

窒素量が不安定な傾向を示す，いわゆる現存量に依

存した海域であるが，ノリ養殖期には施肥によって

窒素不足を補う特徴的な海域である。また，熊本沖

北側の BOX�0は，陸域からの窒素の供給は小さく，

利用可能窒素量は現存量に依存する傾向がみられる。

南側の BOX��は，ノリ養殖場海域のボックスの中

では陸域からの窒素供給量はやや多い海域であるが，

BOX�0と同様に，利用可能窒素量は現存量に依存す

る傾向がみられる。このように，有明海のノリ養殖

場の分布位置と陸域からの窒素供給特性の違いによ

るノリ生産状況特性の存在がうかがえる。

4．2　ノリ養殖場海域の窒素収支の類型化

図 �に示したノリ生産量の推移より，各県の生産

状況をみると，福岡県は高生産であるが，変動が大

きく不安定である。佐賀県は施肥により高生産性を

維持している。熊本県は，湾奥部よりも生産量は少
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図 12　小雨年（1984，1994，2002 年度）における利用可能窒素量の経月変化
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なく，変動も小さいことから，適正生産といえる。

そこで，ノリ養殖場海域の窒素収支の分布特性とノ

リの生産状況との関係をまとめると，表 �のように

類型化できる。

BOX No.        窒素収支の類型化 ノリ生産量

BOX1   高負荷・流入依存型 高生産（不安定）

BOX2   低負荷・現存量依存－外部補給型 高生産（安定）

BOX3   低負荷・現存量依存型 高生産（不安定）

BOX10   低負荷・現存量依存型 適正生産（安定）

BOX11   高負荷・現存量依存型 適正生産（安定）

表１　ノリ養殖場海域の窒素収支の類型区分

5　まとめ
ボックスモデルを用いて，少雨年を対象に，有明

海のノリ養殖場海域の窒素収支について検討した。

その結果，以下のことがわかった。

(�)IN負荷の流入パターンと植物プランクトン発生

適期のタイミング

梅雨に伴う流入負荷の時期が遅く，その後の高水

温，高日射により植物プランクトンが窒素を大量に

消費した場合，秋霖に伴う負荷の補給がなければノ

リ養殖期当初に十分な窒素を準備できず，ノリ養殖

期間中の窒素不足を引き起こす可能性がある。

(�)利用可能窒素量に対する流入負荷の寄与

利用可能窒素量に対する流入負荷の寄与が大きけ

れば，植物プランクトンの増殖に伴う窒素の消費が

大きい場合でも，その後の陸域からの供給により，

次のステージの十分な利用可能窒素量の確保が期待

できる。一方，流入負荷の寄与が小さければ，植物

プランクトンによる消費が大きい場合，その後の陸

域からの窒素補給を期待できない。つまり，利用可

能窒素量に対する流入負荷の寄与が大きいほど，安

定的な窒素供給が期待できる。

(�)ノリ養殖期以前の植物プランクトンの発生状況

ノリ養殖期当初は，比較的水温も高く，植物プラ

ンクトンの成長にも十分適した時期といえる。植物

プランクトンの窒素消費量は，そのときの存在量に

も依存するため，�～ �月の植物プランクトンの発

生如何によっては，プランクトンの窒素取込に伴い，

ノリ養殖開始時期に窒素不足が起こる可能性がある。

(�)窒素収支の空間分布特性

有明海のノリ養殖場海域は，植物プランクトンや

ノリによる窒素消費に伴う変動が大きくても，筑後

川や緑川の河口海域のように陸域からの窒素が安定

供給される流入負荷依存型海域と，その他の海域の

ように窒素流入負荷が少ない現存量依存型に類別さ

れる。さらに，ノリの生産量の違いから安定生産海

域と不安定生産海域に分けられる。これらの海域特

性により，ノリ養殖期の窒素不足の応答性は異なる。

参考文献
１）農林水産省有明海ノリ不作等対策関係調査検討

委員会（�00�）：最終報告書－有明海の漁業と

環境の再生を願って

２）中嶋雅孝，横山佳裕，内田唯史，中野拓治，中

西弘（�00�）：有明海における冬季のノリ及び

赤潮プランクトンの増殖特性，水環境学会誌，

��（�），���－ ���

３）中西弘，内田唯史，中嶋雅孝，横山佳裕，中野

裕香子（�00�）：有明海のノリ養殖環境と栄養

塩管理，海苔と海藻，��，�－ ��

４）農林水産省，経済産業省，国土交通省，環境省

（�00�）：有明海海域環境調査報告書（国土総合

開発事業調整費調査），�-�－ �-��

５）中野裕香子，中嶋雅孝，横山佳裕，内田唯史，

中野拓治，中西弘（�00�）：簡易手法による有

明海に流入する COD，窒素，リンの経年負荷量

の推定，水環境学会誌，��（�），���－ ���

６）九州農政局（����－ �00�）：東シナ海及び九州

における漁業動向

７）気象庁：気象観測（電子閲覧室）http://www.

data.kishou.go.jp/etrn/index.html

８）中野裕香子，中嶋雅孝，横山佳裕，内田唯史，

中野拓治，中西弘（�00�）：有明海への無機態

窒素（IN）負荷量とノリ養殖に関する一考察，

（社）日本水環境学会九州支部研究発表会講演要

旨集，��－ ��



研究報告

生態系保全を目的とした小型魚道の開発

　大平　裕＊・柴田幸次＊＊・林田創＊

＊九州環境環境管理協会　計画部，＊＊九州環境管理協会　環境部

��

1．はじめに
ほ場整備などの農業生産基盤が行われた地域では，

水資源の効率的な使用などが可能となり，生産性の

向上が図られた。一方，水路や水田では，水路内の堰，

落差工および三面水路によるエコロジカルコリドー

（生態的回廊）の分断などの生態系への影響が生じて

いる。

水田地域の魚道は，水路と水田の接続を目的とし

た千鳥 X型魚道などの研究が行われている �），�）。し

かし，水路内の堰などによる移動阻害を対象とした

小型魚道の開発は，用水や施設の維持管理などの課

題があり，取り組みが遅れている。

本報は，水路のエコロジカルコリドー機能の再

構築を目的に開発した �タイプの小型魚道のうち，

布製のラダー型魚道とアルミ板製のフリューム型

魚道の �タイプについて，基礎実験と現地実験の

結果を報告するものである �），�）。

2．材料と方法
2．1　調査地

調査地は，図１に示す福岡県久留米市の巨瀬川左

岸に広がる平地水田である。水路の標準的な構造は

幅１ｍ，深さ１ｍ，勾配 0.�％，護岸が空石積または

コンクリート柵渠，堰が高さ 0.�m，幅 �m，水位差

0.�mであった。

調査地のかんがいは，例年 �月 ��日から �0月 �0

日に行われる。かんがい期の流量は �,000m�/d，非

かんがい期では �,�00m�/dであった。

2．2　保全対象

堰と落差工は，水路を生息環境とする魚類の移動

に影響を与える環境要因である。魚類の移動が盛ん

な時期は、かんがい期に当たり、水田では代かきや

中干しなどの水管理が行われる。水路には取水用の

堰が多数設置され、魚類などのエコロジカルコリドー

機能が分断されている。

これらのことから，調査地の環境保全目標は，水

路をエコロジカルコリドーとして利用する生物の生

育環境の保全とした。

そこで，現地調査にて確認した �0種の魚類等を

水路の利用目的と生活史に注目した生活史型による

類型区分を行った。その結果，産卵のために水路を

移動する産卵移動型のギンブナ，ドジョウ，ナマズ，

トウヨシノボリなど，索餌のために水路を移動する

索餌移動型のオイカワ，カワムツ，ヌマムツ，タカ

ハヤ，カワヨシノボリなど，水路を一時的な避難場

所として利用する機会移動型のウグイ，アリアケギ

図 1　調査地の位置
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バチなど，河川または水路に定着し移動性が低い定

住型のアブラボテ，メダカなどに類型区分した。

さらに，保全対象種は，表 �に示す生活史におい

て水路のエコロジカルコリドーが重要な機能を持つ

産卵移動型と索餌移動型の �0種類とした。保全対象

種の特性は，表 �に示す保全対象種の特徴に基づき，

体長をカワムツの標準体長である 0.��m，休息可能

な流速に相当する巡航速度をドジョウとギンブナの

巡航速度の下限である 0.�m/s，遡上可能な流速に相

当する突進速度をギンブナの突進速度の下限である

0.��m/sとした。

2．3　魚道の開発

魚道の勾配は，魚類の遡上に適した �/�0～ �/�0

の範囲で，施設規模が最小となる �/�0を用いた �）。

魚道の幅は，対象魚類の体長の �/�以上，かつ地元

農家の要望に基づく水路幅の �/�以下を満足する

0.�mとした。プール長は，保全対象種の体長の �倍

以上，かつ現地水路で採捕した最大個体の体長 0.�m

に余裕を持たせた 0.�mとした。

プールの隔壁は，参考とした千鳥 X型魚道 �）では，

保全対象がメダカとドジョウであることから隔壁の

越流部を交互配置としている。しかしながら，本報

では，保全対象を遊泳力がメダカよりも強いオイカ

ワやギンブナなどとしたことから，隔壁の越流部を

直線的に配置した。

ラダー型魚道の本体は，堰管理の負担を軽減する

ために帆布を用い，軽量化を図った。試作と実験に

よる改良を加え，図 �a)に示すとおり布製の本体を

樹脂被覆鋼管にて支持した。

フリューム型魚道は，耐久性の向上を目的に，図

�b)に示すとおり厚さ �mmのアルミ板を用いた。

ラダー型魚道は重量 �.�kg/m，材工を含む単価

��,�00円 /m，フリューム型水路は重量 ��.�kg/m，

材工を含む単価 ��,�00円 /mであった。

2．4　基礎実験

2．4．1　実験装置

上記 �魚道の実寸大模型を �.0× �.�× 0.�ｍの

実験プールに設置した。また，魚道の下流側には

�mm目の生簀を置き，実験個体の逃亡を防いだ。用

水は，水中ポンプ（�00V，0.�kW）を用いて，現地

水路の流量を参考に 0.00�m�/sにて循環供給した。

2．4．2　流況測定

流速と流向は，�次元電磁流速計（ケネック社

VM-�00�，VMT�-�00-�0P）を使用し，魚道中段の

プールにて計測した。測点は，横断方向を隔壁の短辺，

中央および長辺の �断面，水平方向を水面，�割と

表１　保全対象種の特性
対象地区における
生活史型 種名 体長 (m) 巡航速度

(m/s)
突進速度

(m/s)

産卵移動型

水田・水路遡
上型

ギンブナ 0.�� 0.�～ 0.�
（0.�）

0.�～ �.�0
（0.��～ 0.�）

ドジョウ 0.� 0.�～ 0.� �.0～ �.�
ナマズ 0.� 0.�～ �.� �.�～ �.0

河川遡上・降
下型

トウヨシノボリ 0.0� 0.� 0.�
（参考）
モクズガニ 0.0�（甲幅） － －

索餌移動型

カワムツ 0.�� 0.0�～ 0.��
（0.��）

0.�～ 0.�
（0.��～ 0.�）

ヌムマツ 0.�� 不明 不明

オイカワ 0.�� 0.0�～ 0.��
（0.���）

�.0
（0.�～ 0.�）

タカハヤ 0.0� 0.�～ 0.�
（0.���）

0.�～ 0.��
（0.��～ 0.��）

カワヨシノボリ 0.0� 0.�
（0.�）

0.�
（0.��）

体長 �），巡航速度と突進速度 �），括弧書きの巡航速度と突進速度 �）
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�割水深および底面の �断面，流下方向を隔壁真上，

プール長の �/�，�/�および �/�の �断面にて各交点

の ��点とした。また，気泡流の発生，隔壁における

流れの剥離などの遡上に影響する要因を目視観測し

た。

2．4．3　室内遡上実験

室内遡上実験は ,流況測定と同じ実験装置を用い

た。

魚類は，表 �に示す体長 ��-�0�mmのカワムツ

�0個体，体長 ��-��mmのオイカワ �0個体，体長

��-�00mmのギンブナ �個体，体長 ��-��mmのバ

ラタナゴ �個体，体長 ��-��mmのドジョウ �0個体，

体長 ��mmのナマズ �個体，体長 ��mmのカマツ

カ �個体の合計 �種 �0個体を使用した。

ドジョウは市販の個体を購入し，他の魚類は福岡

市内の河川で採捕し，�t水槽にて �0日間蓄養した。

遡上実験は，全個体を同時に魚道下流側の生簀へ

放流し，魚道上流端に設置したカゴ罠で遡上個体を

採捕した。遡上個体は，放流後 �0分，�0分，�0分，

以降 �0分ごとに ��0分まで，種類と個体数および

体長を記録し，実験プール外の水槽に放流した。同

時に生簀内や遡上中の魚類の行動を目視観察した。

基礎実験は �00�年 �月から �月に行った。室内

遡上実験は �月 �日と �0日の ��時から �0時に実

施した。

2．5　現地実験

2．5．1　現地実験地

現地実験は，図 �に示す久留米市田主丸町の水路

と堰で行った。ラダー型魚道の実験を行った堰は，

図 �に示す幅 0.�m，高さ 0.�mで，堰下流では流

量 0.0�m�/s，平均流速 0.��m/sであった。また，フ

リューム型魚道は，図４に示す幅 �.0m，高さ 0.�m

の堰に設置し，堰下流の流量は 0.0�m�/s，平均流速

が 0.�0m/sであった。

各魚道の下流は，�mm目の生簀を設置し，実験個

体の逃げ出しを防いだ。

2．5．2　遡上実験

実験に供した魚類は，表 �に示す保全対象であ

る体長 �0-���mmのヌマムツ（カワムツを含む），

a)ラダー型魚道

b)フリューム型魚道

図 2　小型魚道の形状

図４　フリューム型魚道の実験箇所

図３　ラダー型魚道の実験箇所
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体長 �0-�0�mm のオイカワ，体長 ��-��0mm の

ギンブナ，体長 �0-�0mmのドジョウおよび体長

�0-�0mmのトウヨシノボリなどの ��種であった。

このうち ,ラダー型魚道の実験は ��種 ���個体，フ

リューム型魚道では ��種 ���個体を用いた。

実験個体は，調査前日に実験地の水路と河川で採

捕し，水路内に設けた網カゴで蓄養した。実験では，

全個体を同時に魚道下流の生簀へ放流し，魚道上流

端にカゴ罠で遡上個体を採捕した。

遡上個体の計測は，室内の遡上実験と同じ方法を

用いた。生簀内や遡上中の魚類の行動は目視観察を

行った。なお，遡上個体は，混入を防止するために

現地実験水路とは異なる水路に放流した。

流況については，水深の計測，電磁流速計（アレッ

ク電子 ACM�00-D）とプロペラ式流速計（タマヤ計

測システム UC-�0�）を用いた流速測定，気泡流な

どの目視観察を行った。

現地実験の期日は，�00�年 �月 ��日から ��日

に行った。うち，遡上実験は ��日と ��日の ��時

から �0時に実施した。

3．結果
3．1　基礎実験

3．1．1　流況

ラダー型魚道の流況は，目視観察ではプール内の

流れは安定しており，隔壁では隔壁の短辺側に主流

が生じていた。また，魚類などの遡上を妨げる気泡

流や流れの剥離はなかった。

鉛直断面の流速と流向は，図 �のとおり短辺では

隔壁直下などが 0.��-�.0�m/sの早い順流であった。

中央では流速 0.0�-0.��m/sであった。長辺では流速

0.0�-0.��m/sであった。水平断面の流速分布は，水

面と �割水深では流速 0.0�-0.�0m/sで，�割水深と

水底では 0.0�-0.��m/sであった。

主流は，保全対象種の突進速度をやや上回る

0.�m/s程度で，上流隔壁の短辺側からプール内に降

下し，プールの底層を通過し，下流隔壁の短辺側を

上昇していた。また，保全対象種の巡航速度に相当

する 0.�0m/s前後の場所は水面や �割水深などに広

く生じていた。

フリューム型魚道の流況は，ラダー型魚道よりも

穏やかで，遡上を妨げる気泡流や流れの剥離は生

じなかった。水面と �割水深では流速 0.0�-0.��m/

sの緩やかな逆流で，�割水深と水底では流速

0.�-0.��m/sの順流で，各測点とも安定した流向と流

向であった。

主流は，ラダー型魚道と同様に上流隔壁の短辺側

からプールの底層に潜り，下流側隔壁の短辺側に上

昇していた。流速は，各測点とも保全対象種の突進

速度以下で，遡上魚が休息可能な 0.�m/s以下の測点

も水面や �割水深などに広く見られた。

3．1．2　室内実験における魚類の遡上

1) ラダー型魚道

表 �に示すカワムツ，オイカワ，ギンブナ，バラ

タナゴ，ドジョウの �種 ��個体が遡上し，遡上率（遡

上個体数 /放流個体数）は ��％であった。保全対象

図５　ラダー型魚道の垂直断面における
２次元流向および流速分布
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種では，索餌移動型のオイカワと産卵移動型のギン

ブナでは全個体が遡上し，索餌移動型のカワムツと

産卵移動型のドジョウでは各 �個体が遡上した。

遡上の経時変化は，放流後 �0分間で遡上個体の

�0％にあたる �個体が遡上し，その後も継続的に遡

上した。

カワムツとオイカワは，数個体の群れを作り，下

流隔壁では短辺側に生じた 0.�m/s程度の主流に沿っ

て隔壁を越えた。プール部では �割水深や底面の

0.�-0.�m/sの区域を休むことなく通過し，上流隔壁

も下流隔壁と同様に短辺の主流に沿って遡上した。

ギンブナとバラタナゴおよびドジョウは単独で

遡上した。これらはプール部の �割水深などの

0.�-0.�m/sの箇所にて休息を取るように遊泳し，隔

壁では中央から長辺側に生じた流速の遅い区域を越

えた。また，魚道の中途で降下し，再度遡上を試み

る個体が複数見られた。

2)　フリューム型魚道

表 �に示すカワムツ，オイカワ，カマツカ，ギン

ブナ，バラタナゴの �種 ��個体が遡上した。遡上率

（遡上個体数 /放流個体数）は �0％で，ラダー型魚道

よりも少なかった。遡上個体の体長と遡上経路およ

び種別の遡上行動は，ラダー型に類似していた。遡

上の経時変化は，放流後 �0分間で遡上個体の ��％

が遡上した。特に，オイカワは放流直後に �-�個体

の群れを作って速やかに遡上した。

3．2　現地実験結果

3．2．1　流況

ラダー型魚道の流量は約 0.00�m�/sであった。魚

類の遡上を妨げる気泡流や流れの剥離は観察されず，

室内実験に類似した流況であった。魚道の設置に伴

う堰上流の水深と流速の変化はわずかであった。

フリューム型魚道は流量 0.00�m�/sで，ラダー型

魚道と同様に気泡流，流れの剥離および魚道の設置

に伴う影響はなかった。

3．2．2　現地実験における魚類の遡上

1) ラダー型魚道

表 �に示す �0種 ��個体が遡上し，遡上率は ��％

であった。索餌移動型のオイカワとヌマムツは遡上

率 ��％と ��％で，産卵移動型のギンブナは遡上率

�0％であった。また，機会移動型のカマツカとカワ

ヒガイも遡上した。

遡上行動は，室内実験に類似し，放流後 �0分間で

遡上個体の ��％にあたる �種 ��個体が遡上し，放

流後 ��0分までに ��個体が遡上した。

ヌマムツ，オイカワ，カワヒガイおよびコイは，

室内実験におけるオイカワなどと同様に，隔壁短辺

側に生じた主流に沿って遡上し，プール部の中層や

底層を通過した。カマツカ，ギンブナおよびアブラ

ボテは，室内実験のギンブナと同様に，�割水深な

どの流れの遅い箇所で休息しながら遡上した。ドジョ

ウは，護岸や魚道の陰などに隠れたまま，日没を過

ぎても遡上しなかった。

2) フリューム型魚道

表 �に示す �種 ��個体が遡上し，遡上率 ��％で

あった。保全対象とした索餌移動型のヌマムツとオ

イカワおよび産卵移動型のギンブナでは遡上率 �0％

以上であった。機会移動型のカマツカ，イトモロコ

表２　室内実験における魚類の遡上

種名 生活史型 保全対象 ラダー型魚道 フリューム型魚道
＊ 供試個体数 遡上個体数 遡上率 供試個体数 遡上個体数 遡上率

カワムツ 索餌移動 ＊ �0 � �0％ �0 � ��％
オイカワ 索餌移動 ＊ �0 �0 �00％ �0 �� �0％
カワツカ 機会移動 � 0 0％ � � �00％
ギンブナ 産卵移動 ＊ � � �00％ � � ��％
バラタナゴ 定住 (止水 ) � � �0％ � � �0％
ドジョウ 産卵移動 ＊ �0 � �0％ �0 0 0％
ナマズ 産卵移動 ＊ � 0 0％ � 0 0％

�種 �0個体 ��個体 ��％ �0個体 ��個体 �0％
注 ) 個体数の少ない種類についても参考として遡上率を示した。
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とオヤニラミ，定住型のメダカも遡上した。

遡上行動は，ラダー型に類似していた。メダカは，

プール水面にて休息をとるように遊泳した後に，隔

壁中央の流れの緩やかな箇所を遡上した。

4．考察
4．1　流況

ラダー型魚道は，ほとんどの測点にて流速が保全

対象種の突進速度 0.��m/s以下で，巡航速度 0.�m/s

以下の測点も多かった。フリューム型魚道は全測点

にて流速が突進速度以下で，巡航速度前後の測点が

水面や �割水深などに広く見られた。また ,両魚道

とも流れの剥離や気泡流が発生しなかった。

これらのことから，保全対象種の遡上に適した流

況であると思われた。また，隔壁の短辺側やプール

の下層には，突進速度前後の測点があり，遡上の刺

激となっていると思われた。

4．2　室内実験における遡上行動

カワムツとオイカワは，突進速度前後の主流に沿っ

て隔壁を越え，プール部で休息することなく遡上す

ることができた。このことから，ラダー型とフリュー

ム型魚道の構造や流速分布は，保全対象としたカワ

ムツなどの遡上に余裕があると思われた。

ギンブナとカマツカは，プール内で休息を取りな

がら遡上した。このことから，�タイプの魚道の流

況は，扁平な体型であるギンブナや底生魚のカマツ

カの遡上にも適していると思われた。

なお，生活史による遡上行動の比較や成長段階を

揃えた個体群などを用いた統計的な検証が求められ

る。

4．3　現地実験における遡上行動

索餌移動型のオイカワやヌマムツは，ラダー型魚

道とフリューム型魚道とも遡上率が高かった。ギン

ブナとカマツカの遡上行動も室内実験結果と類似し

ていた。現地実験においても �タイプの魚道は，オ

イカワやギンブナなどの遡上に適していると思われ

た。

なお、ドジョウの遡上効果を確認するために，産

卵期前の成魚や田植え時などの活動が盛んな条件で

実験を行うことが求められる。

5．結論
ラダー型魚道とフリューム型魚道の特徴は，小型，

軽量，既存の水利施設が活用できることである。

基礎実験にて，ラダー型魚道とフリューム型魚道

は，保全対象種の遡上に適した流速と流向分布であ

表３　現地実験における魚類の遡上

種名 生活史型 保全対象 ラダー型魚道 フリューム型魚道
（＊印） 供試個体数 遡上個体数 遡上率 供試個体数 遡上個体数 遡上率

ヌマムツ 索餌移動 ＊ � � ��％ � � ��％
オイカワ 索餌移動 ＊ �0 �� ��％ �� �� ��％
イトモロコ 産卵移動 － － � � �00％
タカハヤ 索餌移動 ＊ － － � 0 0％
コイ 機会移動 � � �00％ － －
ムギツク 定住 (河川 ) � � ��％ � 0 0％
カワヒガイ 定住 (河川 ) � � ��％ － －
カマツカ 機会移動 � � �0％ � � ��％
ギンブナ 産卵移動 ＊ �0 � �0％ �� � ��％
ヤリタナゴ 定住 (河川 ) � � �00％ － －
アブラボテ 定住 (河川 ) �0 � �0％ � 0 0％
カゼトゲタナゴ 定住 (河川 ) － － � 0 0％
ドジョウ 産卵移動 ＊ �0 0 0％ �0 0 0％
メダカ 定住 (止水 ) �0 0 0％ �0 � �0％
オヤニラミ 機会移動 � � �0％ � � ��％
ドンコ 定住 (河川 ) � 0 0％ � 0 0％
トウヨシノボリ 産卵移動 ＊ － － � 0 0％

��種 ���個体 ��個体 ��％ ���個体 ��個体 ��％
注 ) 個体数の少ない種類についても参考として遡上率を示した。
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ること，およびオイカワなどの保全対象種が遡上可

能であることがわかった。また，現地遡上実験にて，

保全対象種を含む魚類の遡上を確認した。

以上のことから，ラダー型魚道とフリューム型魚

道は，オイカワやフナなどの用水路をエコロジカル

コリドーとする水生生物の保全に効果があり，さら

に水路や堰などの既存施設が活用できることから，

水田地域における農家や地域住民による環境保全活

動に適した小型魚道であると思われた。

最後に，本調査は生態系保全技術検討調査の一環

として行ったもので貴重な資料をご提供いただいた

農林水産省九州農政局，灌漑利水などのご指導をい

ただいた九州大学大学院農学研究院の中野芳輔教授，

魚類の生活史や現地調査のご指導をいただいた近畿

大学農学部の細谷和海教授と福岡県立田主丸養護学

校の橋本哲男先生に感謝します。
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イベント紹介

『ふくおか地球温暖化防止シンポジウム in 久留米』の開催

　前　原　泰　雄＊

＊（財）九州環境管理協会　普及啓発部

��

1．はじめに
京都議定書発効後，国においては，日本の温室効

果ガス削減目標（��00年比で－ �％）を達成するた

めに京都議定書目標達成計画を閣議決定し，本格的

な温暖化対策が進められていますが，二酸化炭素の

排出量は減少傾向に転じることなく，厳しい状況が

続いています。

福岡県では，こうした動きを踏まえ，増加傾向に

ある一般家庭や事業所，自動車からの二酸化炭素排

出量の削減を重点課題と位置付け，その対策に取り

組んでいます。

ここでは，県民に対する地球温暖化防止に関する

普及啓発として，平成 ��年度に久留米市で実施した

シンポジウムの概要を紹介いたします。

2．ふくおか地球温暖化防止シンポジウムについて
本シンポジウムは，地球温暖化問題の現状やその

対応策についての基本情報を提供することで，地球

温暖化に対する危機感を共有し，温暖化防止に向け

たライフスタイル転換を呼びかけることを目的に，

福岡県と福岡県地球温暖化防止活動推進センター

（（財）九州環境管理協会）との共同主催の形で実施

しています。平成 ��年度は福岡市，平成 ��年度は

北九州市で開催しており，平成 ��年度の久留米市の

開催は �回目となります。

第 �回シンポジウム開催から一般市民に加えてこ

れからの温暖化対策の担い手となる若い世代を対象

にしており，参加型のクイズ＆トークショーといっ

た退屈せずに地球温暖化について学ぶことができる

ような内容で実施しています。

3．開催概要
・開催日時：

平成 ��年 �月 ��日（土）　��:�0～ ��:00

・開催場所：久留米市石橋文化センター共同ホール

・プログラム：

シンポジウムは地球温暖化防止に関わる講演会と

パネル展示会で構成し，講演会プログラムは以下

のとおりです。
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1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

部門　2003年度排出量の伸び
　　　　（1990年度比）

産業　3,016→2,966万ｔ　（-2％）

運輸　899→1,206万ｔ　（+34％）

工業プロセス　876→700万ｔ　（-20％）
民生（家庭）　481→536万ｔ　（+11％）
民生（業務）　483→524万ｔ　（+9％）

廃棄物　58→72万ｔ　（+25％）
エネルギー転換　60→36万ｔ　（-39％）

（年度）

排出量（万トンＣＯ２）

■福岡県の二酸化炭素の部門別排出量推移
■講演会プログラム

��:00 開場
��:�0 開会挨拶
��:�� ・主催者挨拶　福岡県知事　麻生　渡
��:�� 環境にやさしい事業活動しようコンテスト優秀事業者表彰式

・表彰状授与　　　　　　　 福岡県知事　麻　生　　　渡
��:00 ・講評　　　　　　 北九州市立大学教授　二　渡　　　了
��:00 基調講演「宇宙から温室効果ガスを測る！

　　　　　－温室効果ガス観測技術衛星 GOSAT－」
��:�0 　　　　　　　　 （独）宇宙航空開発機構　浜　崎　　　敬

休憩・準備（�0分間）
��:00 クイズ＆トークショー

　　　　　　　　　　　　　福岡大学教授　浅　野　直　人
��:00 　　　　　　　　　消費生活アドバイザー　久　留　百合子
��:00 閉会
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・主な対象：

久留米市及び周辺市町村の一般市民と市内の中学

生～大学生までの次世代層

・参加者数：��0名

・実施体制：
主催：福岡県，福岡県地球温暖化防止活動推進セン

ター（（財）九州環境管理協会）

共催：久留米市

後援：九州地方環境事務所，九州経済産業局，筑後市，

大川市，大木町，広川町，うきは市，大刀洗町，

小郡市，八女市，九州電力（株），西部ガス（株），

（財）福岡県消費者協会，福岡県地域婦人会連

絡協議会，エフコープ生活協同組合，NPO法

人ふくおか環境カウンセラー協会，NHK福岡

放送局，TNCテレビ西日本，RKB毎日放送，

西日本新聞，読売新聞，毎日新聞，朝日新聞

4．当日のようす
○環境にやさしい事業活動しようコンテスト優秀事

業者表彰式

福岡県環境家計簿事業者編を使った「環境にやさ

しい事業活動しようコンテスト」（平成 ��年度環境

省委託事業）において，取り組みが優秀であった ��

事業者の表彰を行いました。当日は ��事業者の出席

で行い，県知事より賞状の授与，コンテスト選考委

員会の二渡委員長からの講評をいただきました。

また，表彰式では受賞事業者へインタビューを行

い，大賞を受賞した大野城市立大野南保育所からは，

歌を交えた幼児期における環境教育などユニークな

取り組みを紹介していただきました。

○基調講演「宇宙から温室効果ガスを測る！

−温室効果ガス観測技術衛星GOSAT −」

温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT）は，地球温

暖化の原因となる大気中の温室効果ガス濃度の観測

を主目的とした衛星で，�00�年の打上げを目指し開

発を進めています。

衛星開発プロジェクトリーダーの浜崎氏より地球

温暖化問題や，宇宙からの温室効果ガス観測の意義

などをわかりやすく説明していただきました。

■基調講演（（独）宇宙航空開発機構　浜崎氏）

○クイズ＆トークショー

ナビゲーターの久留さんが客席に地球温暖化の現

状・影響や具体的な対策に関するクイズを投げかけ

て，参加者に考えてもらい，その解答を浅野教授から，

最新のデータを使って，わかりやすく解説していた

だきました。

■賞状の授与（大賞　大野城市立大野南保育所）

■講評（二渡選考委員長及び受賞者）
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○パネル展示会

シンポジウム会場のロビーで次のようなパネルの

展示及び啓発資料の配付を行いました。

パネル展示の中では，「福岡県地球温暖化対策推進

計画」で県民に呼びかけを行っている取り組み内容

を紹介したパネルを作成し，展示しました。

○取材報道

当日は，テレビ局 �社，新聞 �社が取材に訪れ，

テレビ，新聞で報道されました。

5．評価等（参加者へのアンケート調査）
参加者に対するアンケート調査では，基調講演に

ついては，回答者の６割以上が「興味深かった」，ク

イズ＆トークショーについては，回答者の８割近く

が「わかりやすかった」と回答しており，内容につ

いては概ね好評であったと考えられます。

また，人数は少ないもののアンケートにおいてこ

れまで全く温暖化防止行動していなかったと回答し

た人の６割以上が今回の講演を聞いて，今後は「行

動しようと思う」を回答しており，今回のシンポジ

・「待ったなし！ 地球温暖化」
・「地球温暖化ってなんだろう」（子ども向け）
・「水素エネルギー関連」
・「コンテスト優秀事業者　取組紹介」

■パネル展示及び啓発資料配布コーナー

■パネル「出来るところから始めましょう！」

あまり
興味を

引かな

かった

4%

普通
31%
普通
31%

興味深
かった

65%

n=229

わかり
やす

かった

78%

普通
20%
普通
20%

難し
かった

2%

n=197

わから
ない

32%
行動し
ようとは

思わな

い

4%

ようとは

思わな

い

4%

ようとは

思わな

い

4%

行動し
ようと思

う

64%

n=25

■基調講演 ■クイズ＆トークショー

■意識の変化

■クイズ＆トークショー
（右：講師　浅野教授　左：ナビゲーター　久留さん）
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ウムは地球温暖化防止に向けたライフスタイル転換

に役立ったものと考えられます。

6．おわりに
シンポジウム開催による温室効果ガス削減効果量

など定量的な評価を行うことは出来ませんでしたが，

今回のシンポジウムは会場が全て埋まるほどの参加

があり，また，内容についても概ね好評であり，成

功のうちに終えることが出来たと思われます。

来年度以降もふくおか地球温暖化防止シンポジウ

ムをはじめ，地球温暖化防止に向けた様々な啓発活

動の実施を予定しており，これらの機会を通じて多

くの県民の皆様に地球温暖化問題に関心を持ってい

ただき，具体的な行動を起こしていただけるよう努

力していきたいと考えおります。

最後に，企画検討ワーキングチームメンバーをは

じめ，関係者の皆様のご協力いただきましたことに

心より感謝申し上げます。

※本シンポジウムは環境省補助事業として実施した

ものです。

アンデスから崩落する氷河
アルゼンチンにて撮影。アンデスから崩落するペリト・モレノ氷河。
地球温暖化によって氷河が滑り落ちる速度が早くなったと言われて
いる。

「全国地球温暖化防止活動推進センターホームページより…（http://www.jccca.org/）」



イベント紹介

「3R推進九州ブロック大会 in 熊本」の開催について

　高　崎　剛　広＊

＊（財）九州環境管理協会　普及啓発部
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１．はじめに
今大会は，九州地方環境事務所が主催するもので，

平成 ��年度は，熊本市主催の「くまもと環境フェア

�00�」との同時開催でした。

廃棄物の発生抑制（Reduce），再使用（Reuse），

再生利用（Recycle）という �Rの取り組みを推進し

ていくことで，循環型社会を構築していこうという

ものです。

今大会には，�Rに興味を持つ多くの方に参加して

頂きました。そして，暮らしのなかの「もったいない」

を再発見し，�Rに取り組んで頂くためのきっかけと

して，大変意義のある大会になりました。

私たちは，平成 ��年 �0月 ��日（土）・��日（日）

の２日間の日程で，全部で �つのイベントを，九州

地方環境事務所の委託により企画・実行しました。

ここでは，それぞれのイベントの概要と当日の開催

状況についてご報告いたします。

２．実施内容
①環境漫才【�R】

環境省推薦漫才師林家ライス・カレー子さんの

「もったいない」をキーワードにした環境漫才。�R

に取り組む重要性を伝えました。笑いの中，もった

いない精神がしっかりと伝わるものでした。

②かえっこバザール【Reuse】

子供達が主体となって運営する，かえるポイント

を使ったおもちゃの交換ショップです。不要なおも

ちゃをかえるポイントと交換し，そのポイントを用

いて別のおもちゃを購入します。一方では，かえる

ポイントを獲得できる熊本市ゴミ分別クイズ，環境

カルタ，テントブースワークショップも同時開催し

ました。

環境漫才の様子

かえるポイント交換所
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③かえっこバザールオークション【Reuse】

かえっこバザールのクライマックスとして，人気

のあるおもちゃのオークションを行い，「リユース」

に触れることでその大切さを実感しました。

オークションの様子

④環境コント【�R】

お笑いミュージシャンパント末吉さんによる環境

コントを行い，サックス演奏とコントを織り交ぜて，

おもしろおかしく �Rの取り組みを呼びかけました。

私たちの身近にもいそうな「ごみ出しプーママ」の

コミカルな動きは，普段の私たちの行動を見直すきっ

かけになりました。サックスの演奏も素敵でした。

ごみ出しプーママ

⑤ �Rまんが道場＆トークショー【�R】

会場にいる子供達に「自分が取り組んでいる �R

運動」や「もったいないこと」など �Rに関する質

問に答えてもらい，それを漫画家茶畑るりさんが絵

で表すことで，分かりやすく �R運動を伝えました。

テーマは，「道ばたに捨てられているゴミ」でした。

３Ｒまんが道場＆トークショーの様子

⑥もったいないふろしきの展示＆使い方体験教室

【Reduce】

レジ袋や包装紙の代替としての「ふろしき」の利

用をアピールするため，上手な使い方の見本を展示

するとともに，うさぎ包み，ポシェット包みなど数

通りの包み方，結び方を参加者に実体験してもらう

教室を開催しました。

もったいないふろしきの展示の様子

⑦「さんぱい」の部屋【Recycle】

産業廃棄物についての理解を深めてもらうために，

(社 )熊本県産業廃棄物協会が産業廃棄物の実物や

�Rの取り組みを紹介するパネルの展示を行いまし

た。同時に，パント末吉さんによるミニ環境学習講

座を実施し，子供達を始め多くの方々に産業廃棄物
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の適正処理やリサイクルへの取り組みについて学ん

でもらいました。

⑧ �Rまんがパネル展示＆クイズ【�R】

子供達に �Rを分かりやすく理解させるために，

まんが家茶畑るりさんのまんがパネルを展示し，そ

の中にヒントを隠した環境クイズを行いました。ク

イズに解答した参加者全員がガラポン抽選を行い，

当選者には，茶畑るりさんによる似顔絵描きやエコ

グッズをプレゼントしました。

３Ｒまんがパネル展示＆クイズの様子

⑨リサイクル風車づくり教室【Recycle】

子供達に，廃棄される資源のリサイクルの可能性

を学んでもらうために，廃材でできた工作パーツを

使った風車づくりを体験できる教室を開催しました。

また，会場の一角に，リサイクル素材の実物，解説

パネル，世界各地の風車模型の展示を行いました。

３．まとめ
今大会を盛況のうちに終えることができたのは，

�R活動に興味を持つ多くの方々に参加して頂いたこ

と，そして，ボランティアスタッフや地方公共団体

など関係者のご協力によるものです。特に，同時開

催となった「くまもと環境フェア �00�」の主催者で

ある熊本市には，準備段階から様々なご協力を頂き

ました。この場を借りて，心より感謝申し上げます。

最後になりましたが，本大会の目標が達成できた

かどうかは，皆様のこれからの行動にかかっていま

す。美しい地球を守り，私たちの子供や孫の代に至

るまで安心して生活を営むためには，私たちが自ら

の行動に責任を持ち，永続的に環境問題に取り組ま

ねばなりません。家庭や学校など身近な所から �R

活動を始められないか，一緒に考えてみましょう。

リサイクル風車づくり教室の様子

「さんぱい」の部屋の様子
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表　「3R推進九州ブロック大会」の概要
(�)開催日程 平成 ��年 �0月 ��日（土）・��日（日）�0:00～ ��:00

(�)会　　場 熊本市動植物園内の植物ゾーン（熊本市健軍 �丁目 ��-�）
(�)主　　催 九州地方環境事務所
(�)共　　催 熊本県，熊本市
(�)後　　援 九州農政局，九州経済産業局，九州地方整備局，九州運輸局，第七管区海上保安本部，第十管区海

上保安本部，第十一管区海上保安本部，内閣府沖縄総合事務局，福岡県，佐賀県，長崎県，大分県，
宮崎県，鹿児島県，沖縄県，九州市長会，九州地区町村会長会，３Ｒ活動推進フォーラム

(�)運営協力 (社 )熊本県産業廃棄物協会，ふろしき研究会，自然エネルギー研究会，泉ヶ丘小学校，熊本市在
住のボランティアスタッフ

(�)参 加 者 一般市民，事業者，国，地方公共団体の職員等
(�)大会内容 ①環境漫才

②かえっこバザール
③かえっこバザールオークション
④環境コント
⑤ �Rまんが道場＆トークショー
⑥もったいないふろしきの展示＆使い方体験教室
⑦「さんぱい」の部屋
⑧ �Rまんがパネル展示＆クイズ
⑨リサイクル風車づくり教室

(�)来場者数 約 �万名（うち，担当ブースの来場者数約 �,000名）
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エコアクション21地域事務局『E
エ コ
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EEA 九
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環
カン

協
キョウ

』開設

　鉄　田　美香子＊

＊（財）九州環境管理協会　普及啓発部
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１　開設の背景
平成 �年，地球的規模かつ日本全体の課題である

脱温暖化社会，循環型社会の実現に向けての有力な

手段として「エコアクション ��」という中小企業向

けの環境経営システムが環境省により策定され，こ

れまで多くの事業者が自主的にこの環境マネジメン

トシステムの運用に取り組んできました。一方，環

境省も平成 ��年 �0月から (財 )地球環境戦略研究

機関持続性センターに「エコアクション ��中央事務

局」を設置し，事業者による環境への取り組みがサ

プライチェーン（商取引の関係）においても反映さ

れるよう「第三者によるエコアクション ��認証・登

録制度」を導入し，エコアクション ��の本格的な普

及に着手しました。これに伴い中央事務局では各地

の財団法人や NPOなどを地域事務局に認定し，地

域におけるエコアクション ��に係る本制度の普及促

進等を図っているところです。

当協会も，平成 ��年 �月 ��日に福岡県では二番

目の地域事務局として認定を受け，普及啓発部内に

「エコアクション ��地域事務局－ ECO-KEEA九環

協」を開設しました。

２　エコアクション 21（EA21）の特徴
「エコアクション ��」は二酸化炭素排出量，廃棄

物排出量などの環境負荷や光熱費などのコストを具

体的に削減するとともに，その成果を環境レポート

で公表することにより取引先や消費者など社会から

の信頼を得るための，中小企業にとって取組みやす

い環境マネジメントシステムです。ガイドラインに

従って「エコアクション ��」に取り組むことにより，

効率的に環境経営システムを構築することができ，

環境に関する取り組みの現状把握から目的・目標の

設定，管理，改善，環境コミュニケーションに至る

までの総合的な運用を図ることが出来ます。

エコアクション ��の認証を受け登録すると，事業

者には次のようなメリットがあります。

①環境への取組の推進だけでなく，光熱水費等の経

費の削減や生産性の向上といった経営的な観点か

らの効果をあげることができます。

②環境活動レポートを外部に公表することにより利

害関係者（取引先や一般消費者等）に対する信頼

性の向上が期待されます。

③大手企業や行政機関が取引や入札の条件の一つと

する「サプライチェーンのグリーン化」に対応す

ることができます。

④いくつかの金融機関からは，環境配慮企業に対す

る低利融資を受けることができる場合もありま

す。

３　地域事務局の活動
３．１　普及啓発活動

地域事務局では，企業や自治体等へ講師を派遣し，

EA��を分かりやすく説明する “出前講座” を行って

います。また，年に一，二度セミナーを主催し，地域

の幅広い事業者の方々への普及活動に努めています。

平成 ��年度に実施した出前講座は，依頼された方

の要望に合わせ，EA��の認証・登録を促す内容や

ISO��00�との比較，あるいは環境マネジメントシ
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ステムの概要等の講義を行いました。

平成 ��年 �月に開催したセミナーには，様々な業

種の事業者や福岡県内の自治体の方々が参加されま

した。学識経験者，NPO法人九州環境カウンセラー

協会の審査人や EA��認証・登録事業者によるセミ

ナーの講義内容は，企業の環境管理，EA��の制度

と構築ポイント，取組み実施事例の紹介など広範囲

にわたり，セミナー参加者からも多くの質疑があり，

EA��認証・登録への関心の高さが伺えました。

【セミナー状況】

３．２　自治体との連携
最近，入札，税制及び補助金等の面で地域の事業

者を支援する自治体が増えています。そのような自

治体の政策手段の一つとして「自治体イニシャティ

ブ・プログラム」があります。このプログラムは，

地域の広範な事業者から排出される二酸化炭素など

地球温暖化ガスの削減を図ることができる仕組みに

なっています。

そこで，地域事務局 ECO-KEEA九環協は平成 ��

年度から福岡市環境局と連携して，この自治体イニ

シャティブ・プログラムを実施しています。プログ

ラムは図 �の手順で行われており，準備が整った順

に，各事業者が地域事務局へ審査申し込みを行うこ

ととなっています。

４　今後の活動
今後，地域事務局 ECO-KEEA九環協は，自治体

並びに地域の審査人の皆様との連携を強め，EA��

認証・登録制度の普及促進を行っていきます。事業

者の審査申し込みから認証・登録に至るまでの事務

的手続きの円滑化，来年度以降も継続して行われる

自治体イニシャティブ・プログラム等を通じて地域

事業者の環境経営をお手伝いし，地球環境の改善に

努めてまいります。

【個別アドバイス形式】

１回実施

全体説明

３回程度実施

個別アドバイス形式

１回実施

全体説明・最終相談

自治体イニシャティブ・プログラム
及びEA21認証・登録概要の説明

具体的な取組方法
試行運用開始への準備

文書及び記録類の作成・整理
環境活動レポートの作成

登録審査申請に向けての説明

図１　自治体イニシャティブ・プログラムの流れ

エコアクション２１
地域事務局 1-033
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役… 員… 名… 簿
理事・監事 （平成 19年 6月 1日現在）
役職名 氏　　　名 略　　　　　　　　　　　　　歴

理 事 長 持 田 　 勲 工学博士　九州大学名誉教授　九州大学特任教授（産学連携センター）
（独）科学技術振興機構研究成果活用プラザ福岡館長

副 理 事 長 松 藤 泰 典 工学博士　九州大学名誉教授　北九州市立大学国際環境工学部学部長

常 任 理 事 瓜 生 道 明 九州電力（株）環境部長

常 任 理 事 川　野　田實夫 大分大学教育福祉科学部教授

常 任 理 事 楠 田 哲 也 工学博士　北九州市立大学大学院国際環境工学研究科教授
九州大学名誉教授　九州大学特任教授（工学研究院）

常 任 理 事 百 島 則 幸 理学博士　九州大学アイソトープ総合センター教授

理 事 浅 野 直 人 福岡大学法学部教授

理 事 浮 田 正 夫 工学博士　山口大学名誉教授

理 事 坂 元 隼 雄 理学博士　（財）鹿児島県環境技術協会理事長

理 事 島 岡 隆 行 工学博士　九州大学大学院工学研究院教授

理 事 辻 　 雅 男 農学博士　九州大学名誉教授　東京農業大学国際食料情報学部教授

理 事 中 野 芳 輔 農学博士　九州大学名誉教授

理 事 早 瀬 隆 司 工学博士　長崎大学環境科学部教授

理 事 矢 野 健 二 当協会経営本部長

理 事 矢 幡 　 久 農学博士　九州大学熱帯農学研究センター教授

監 事 衛 藤 信 久 （株）福岡銀行常任監査役

監 事 林 　 謙 治 （株）福岡銀行常任監査役

評議員・顧問
役職名 氏　　　名 略　　　　　　　　　　　　　歴

評 議 員 有 川 節 夫 理学博士　九州大学理事・副学長

評 議 員 池 田 元 輝 農学博士　九州大学名誉教授

評 議 員 内 海 英 雄 薬学博士　九州大学大学院薬学研究院教授

評 議 員 薛 　 孝 夫 農学博士　九州大学大学院農学研究院准教授

評 議 員 中 野 勝 之 工学博士　福岡大学工学部教授

評 議 員 中 村 　 明 九州電力（株）原子力管理部長

評 議 員 西 田 哲 明 理学博士　近畿大学産業理工学部准教授

評 議 員 野 中 敬 正 工学博士　熊本大学大学院自然科学研究科教授

評 議 員 速 水 　 洋 工学博士　九州大学大学院総合理工学研究院教授

評 議 員 樋　口　壯太郎 工学博士　福岡大学工学部教授

評 議 員 二 渡 　 了 工学博士　北九州市立大学大学院国際環境工学研究科教授

評 議 員 宮 島 　 徹 理学博士　佐賀大学理工学部教授

評 議 員 森 本 　 廣 （財）九州経済調査協会常務理事

評 議 員 柳 哮 理学博士　九州大学名誉教授

顧 問 髙 島 良 正 理学博士　九州大学名誉教授　前当協会理事長

顧 問 竹　下　健次郎 工学博士　九州大学名誉教授　元当協会副理事長

顧 問 花 嶋 正 孝 工学博士　福岡大学名誉教授　福岡県リサイクル総合研究センター長
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−… 編　集　後　記… −

… … 財団法人　九州環境管理協会　会報

… … … 「環境管理」第 36号

… 平成 ��年６月１日発行

 発行者  持 田 　 勲

 発行所  （財）九州環境管理協会

    〒���-000� 福岡市東区松香台 �－�0－�

    TEL （0��） ���－ 0��0㈹

    FAX （0��） ���－ 0���

 印刷所　 　（有）一 正 堂

　�00�年 �月 �日に閣議決定された第 �次環境基

本計画では，環境問題を経済的，社会的，環境的側

面から捉える「統合的アプローチ」が謳われ，地球

温暖化，循環型社会構築，都市大気環境保全，水循

環確保，化学物質リスク低減，生物多様性保全の �

分野の取り組み強化を促しています。本基本計画の

特徴の１つは環境指標・目標を活用することであり，

中でも数値指標として 環境効率性， 資源生産性， エ

コロジカルフットプリントなどの環境状況を端的に

表す指標の導入が推奨されています。これからの環

境問題対策では以前にも増して具体的な目標を持っ

た取り組みが要求されることになると思います。

　またこの �年間環境に関連する分野で社会的によ

く取り上げられた言葉として，コンプライアンス（法

令遵守），企業の社会的責任（ＣＳＲ，Corporate 

Social Responsibility），環境マネジメントシステム

（EMS，Environmental Management System） が

あります。個人であっても組織であっても，積極的

に環境問題に係わり情報公開することが社会的に高

い評価につながる時代になったと言えます。

　つい最近では第 �次ＩＰＣＣ（気候変動に関する

政府間パネル）評価報告書の素案が示され，地球温

暖化の実態と将来予想がより高い精度で述べられて

います。第一約束期間を間近にひかえ京都議定書後

を睨んだ議論も盛んになってきています。化石燃料

や原子力に関するエネルギー戦略においても，地球

温暖化防止を念頭に置いた具体的な議論がなされる

ようになりました。

　『環境管理第 ��号』では，以上のような背景を考

慮した構成を試みました。巻頭言では福岡女子大学

長の高木誠先生に環境計測の基本について述べてい

ただき，当協会の業務においてはハード技術だけで

なく組織論を含めたソフト技術が重要であることを

ご指摘いただきました。

　論説では，まず山口大学の浮田正夫先生に山口県

のリサイクルの現状をご紹介いただき，循環型社会

構築における課題について広範に述べていただきま

した。つづいて名古屋大学の竹内恒夫先生に，環境

税と年金制度をリンクさせる，地球温暖化対策のソ

フト技術としての税制改革について述べていただき

ました。

　特別寄稿論文では，(財 )地球環境産業技術研究機

構（ＲＩＴＥ）の藤岡祐一先生に，地球温暖化対策

のハード技術としての炭素・回収貯留技術の現状と

将来について詳説していただきました。そして海の

中道海洋生態科学館の森徹先生・宮地勝美先生に，

ウミガメ漂着に係わるユニークな研究成果を紹介し

ていただきました。

　研究報告では，当協会職員による最新の研究成果

�編を報告しました。いずれの報告も現場の業務と

密接に関係するものです。調査分析部から硫黄安定

同位体比を用いる硫黄酸化物の発生源評価について，

環境部からボックスモデルによる有明海の窒素収支

の評価と窒素不足のメカニズム解明について，計画

部から生態系保全を目的とする小型魚道の開発につ

いて，それぞれ報告いたしました。

　当協会では普及啓発部を中心として広範な普及・

啓発事業を関係各機関と協力して展開しています。

イベント紹介と業務紹介ではこれらの事例について

報告しました。

　最後に，お忙しい中，本誌のためにご寄稿いただ

きました先生方に心から感謝申し上げます。

（編集担当：松岡・北森）




