
巻 頭 言

東アジアの環境問題について

九州大学　理事・副学長　小寺山　　　亘

1

急速な中国の経済発展に伴って，自動車・工場・

発電所などの排出ガスによる大気汚染，工場および

住宅からの廃棄物による河川・土壌の汚染，食料需

要の増大に伴う農地の拡大による国土の砂漠化，エ

ネルギーおよび農業用水の需要にこたえるためのダ

ム建設に伴う河川・海洋の環境変化と汚染の拡大な

ど，どれを取ってもその速度と規模はこれまで世界

歴史上かって人類が経験したことがないほどの急激

なものである。環境悪化の結果は中国は勿論のこと，

日本・韓国ひいては世界中の国々が被害を受けるも

のであり，経済発展の恩恵とまさに表裏一体である

と認識されつつある。

我が国は大気については偏西風，海洋では黒潮と

対馬暖流などの作用によって直接の影響を受ける。

特に九州はすでに光化学スモッグの発生や越前クラ

ゲの大発生による漁業被害などを受けている。

一方わが国は一足早く経済発展を遂げたが，その

過程において環境問題の克服は最重要課題とされて

きたし，ある程度の成功を収めたと言える。ただし

その過程において，水俣・四日市に見られるような

多大な被害を国民に与えてきたことも事実である。

もしも中国の現状を放置するならば，その被害の規

模も，またグローバルなものになることは必然であ

る。

国際的な環境問題は経済発展の負の側面であるだ

けに政治問題化しやすく，国家間の協力関係は単刀

直入には行き難い。古くはヨーロッパにおいてドイ

ツ・英国の北欧諸国への越境大気汚染の解決には科
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学的な知見の集積がキーポイントであったように，

日中韓三国の研究者の協力が不可欠である。

九州大学は中国大陸にもっとも近い研究重点大学

であり，環境研究においても優れた研究者を多数擁

している。さらにアジア学長会議を主催し，ネット

ワークの形成にも十分な実績を挙げている。このよ

うな実績と立地条件を生かして，これまで研究者個

人の環境研究を九州大学として組織化し，さらに大

きく発展させるために九州大学東アジア環境プロ

ジェクトチームを発足させた。チームを結成する過

程で研究者と情報交換して，驚いたことに構成員

３０数名の約半数が既に中国・韓国の研究者と共同

研究を行い，問題解決のために活動していることが

わかった。

２００７年１１月１４日に第一回研究者会議を開

催した。会議には九州大学の環境研究者の他に中国

の上海交通大学や同済大学の研究者も参加し，活発

な意見交換を行った。会議で明らかになったことは，

中国においては特に都市大気，河川・湖水の汚染が

問題になっており，早急な対策が必要であること，

さらに研究者だけでなく，日本の環境産業や経験を

有している地方行政者などの支援を必要としている

ことなどである。

特に環境技術を有している企業の参加は重要であ

る。これをビジネスチャンスと捉えることは自然で

はあるが，それを超えて，まさしく一衣帯水の関係

にある東アジアの同胞としての参加を皆様方にお願

いしたいと考えている。
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はじめに
わが国は，不幸にも過去に不知火海沿岸および阿

賀野川流域で �回にわたるメチル水銀による大規模

な水環境汚染によって，多数のメチル水銀中毒患者

を出した，いわゆる「水俣病」を経験しました。現

在までの水俣病認定患者は熊本県，鹿児島県，新潟

県を合わせて約 �,000人に及んでいます (図１)。こ

のいわゆる「水俣病」は，アセトアルデヒド製造工

程で，副生されたメチル水銀化合物が工場排水とと

もに排出されて周辺水域を汚染し，メチル水銀に高

度に汚染された魚介類を摂取することによって起き

たメチル水銀中毒症で，環境への配慮を欠いた産業

活動がもたらした公害の原点となっています。また，

母親が妊娠中にメチル水銀の曝露を受けて，母親に

症状が無いか有っても軽度であったにも拘らず，重

篤な脳性小児麻痺様の障害を引き起こす胎児性水俣

病も発生し，メチル水銀汚染の恐ろしさを世界に知

らしめました。

環境管理の読者の皆様の多くは，環境の保全，ア

セスメント，モニタリングと環境そのものに関わっ

ておられる方が多いと存じますが，本稿では人体影

響を中心に，化学形態別水銀の生体内動態と毒性，

人体曝露評価と正常値，成人と胎児での発症閾値，

地球規模での水銀循環，日本とアジアの毛髪水銀濃

度，魚介類由来によるメチル水銀曝露とその評価に

ついてこれまでの著書や発表を中心に概説します。
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図１　水俣病の発生地域
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１．水銀及びその化合物の生体内動態，急性

毒性 1-4)

水銀及びその化合物は，金属水銀 (Hg0 )，無機水

銀 (Hg�+ )，有機水銀 (CH�・Hg+など )に分類され，

その化学形態により生体内動態や毒性が異なります。

単体の金属水銀の消化吸収率は低く，体温計等に使

われている金属水銀を経口的に誤飲しても急性毒性

が現れることはまずありません。問題になるのは，

金属水銀を加熱した場合に生じる水銀蒸気で，高濃

度の急激な吸入は急性間質性肺炎を引き起こす場合

があります。また，肺から吸入された水銀蒸気は脳

へ到達して中枢神経症状を引き起こすと共に，酸化

されて Hg�+になり腎臓に蓄積して腎毒性も引き起こ

します。Hg�+は消化管からの吸収率が数パーセント

と低いのですが誤飲や自殺などの目的で多量に摂取

すると消化管や腎臓に障害が起こり死に至ることも

あります。

メチル水銀 (CH�・Hg+ )は有機水銀の代表で，自

然界中の有機水銀の殆どがメチル水銀です。メチル

水銀は高い消化管吸収率や脳や胎児への移行が特徴

ですが，それは，メチル水銀がシステインと結合し

てアミノ酸の輸送系に依存して容易に吸収・移動す

るためと考えられます。消化管から容易に吸収され

たメチル水銀は，中枢神経系にも血液脳関門を通過

して移行します。そのために高濃度のメチル水銀

曝露下では脳神経細胞の変性や脱落が起こります。

1�6�年に検査が行われた新潟の �6人の水俣病患者

の毛髪水銀濃度は幾何平均で 1��(��-��0)μg/gとい

う途方もなく高いものでした。水俣病の主要臨床症

候は，四肢末端の感覚障害，小脳性運動失調，求心

性視野狭窄，中枢性眼球運動障害，中枢性聴力障害，

中枢性平衡機能障害などです。イラクで 1���年～

��年にかけて発生したメチル水銀で消毒された小麦

種子に起因する 6,000人を超す患者と �00人を超す

死亡者を出した大規模な中毒事件でも主な症状は同

様でした。

２．人体曝露評価と正常値 5-9)

メチル水銀のヒトへの生体影響を考える場合に

は，その主たる標的器官が脳であることから，脳中

メチル水銀濃度を反映する理想的な生体指標が必要

となってきます。メチル水銀の生物学的半減期は平

均約 �0日（全身）で，一般的には，一定量のメチル

水銀を摂り続けるとその摂取量に応じて体内の保持

量は一定状態になります。また，血液－脳の水銀濃

度比が一定値となることが動物実験で示されており，

血液中水銀濃度は脳中水銀濃度を知るための良い指

標とされています。毛髪中水銀濃度も毛髪形成時の

血液中のメチル水銀濃度を反映し，メチル水銀曝露

の指標としてよく使われています。一般に，毛髪中

の水銀濃度は血中濃度に比べて ��0～ �00倍の高い

濃度を示します。また，臍帯血中水銀濃度は胎児期

において最も感受性が高いとされる妊娠後期におけ

る胎児のメチル水銀の曝露量を知る指標とされてい

ます。加えて，日本では古くから各家庭で出生時の

臍帯を大切に保管する習慣があるので，個々の出生

時点に遡っての児のメチル水銀曝露量評価が可能と

なります。尿中水銀の多くは無機水銀の形態で，腎

臓に蓄積された無機水銀の量に応じて尿中水銀濃度

が増加します。また，金属水銀蒸気や無機水銀の曝

露では腎臓に蓄積された２価の水銀を反映する尿中

総水銀値が曝露評価指標として重要です。

表１．標的器官と化学形態ごとの曝露指標
化学形態 標的器官 曝露指標
金属水銀蒸気 (Hg0) 脳 ,腎臓 尿 ,血清（血漿）
無機水銀 (Hg�+ ) 腎臓 尿 ,血清（血漿）
メチル水銀 (CH�・Hg+ ) 脳 (胎児脳 ) 毛髪 ,血液 (臍帯血 )

わが国における一般正常人の生体指標中水銀濃度

のうち，毛髪中濃度はそのほとんどが，1～ �μg/g

範囲内にあります。血中濃度は �0ng/g以下と考えら

れます。しかし，これを超えたときでも，直ちに中

毒症状を呈することを意味するものではありません。

これらの濃度は，主に性・年齢階級ごとの魚介類摂

取量・種類に依存して異なり，地域差も有ります。

尿中濃度は 10ng/ml以下と考えられています。臍帯

中メチル水銀値は，0.1μg/g（乾重量）前後と考えら

れていますが，水俣病発生当時の地域住民の中には，

臍帯中メチル水銀値が数μg/g（乾重量）にも達した
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ことが報告されています。

水銀の分析に関しては，1��0年代に入ってジチゾ

ンを使った比色法が発達してきて，1���年に米国の

公定法として公表されました。本法は国際標準とな

り水俣病研究ではもっぱらこの方法が用いられまし

た。その後，イラクにおけるメチル水銀中毒事件を

契機に水銀分析の革命的進歩が起こり，感度の高い

原子吸光法による水銀の分析が 1�60年代後半から

始まりました。しかし，残念ながら水俣病研究には

間に合わず，1�60年代の水俣病研究ではジチゾン比

色法が主に用いられました。残念ながら，日本にお

ける研究は毛髪の測定時期やデータの信頼性が乏し

いという理由で，メチル水銀の量・反応関係の研究

には用いられることがありませんでした。水銀化学

形態ごとの試料の採取方法，保存条件については日

本臨床増刊号を参照してください。また，最近の総

水銀の分析法及びメチル水銀の分析法は環境省監修

による「水銀分析マニュアル」を参照してください。

３．成人におけるメチル水銀の発症閾値 1)

メチル水銀による量 -反応関係の評価にイラクの

データが重要視され，各所見の体内負荷量の閾値は，

知覚異常で約 ��mg，運動失調で約 �0mg，構音障

害で約 �0mg，難聴で約 1�0mg，死亡に関しては約

�00mg以上と報告されています。WHO，IPCSクラ

イテリア 101では最も感受性の高い成人に最初の神

経症状が現れる値（発症閾値）を次表のようにまと

めていますが，かなり幅の広いものとなっています。

表２　人体における発症閾値を示す種々の指標
（最も感受性の高い成人に最初の神経症状が現れる値）

一日平均摂取量 �～ �μg/kg
体内蓄積量 1�～ �0mg（体重 �0kg当たり）
血中総水銀濃度 �0～ �0μg/100ml
頭髪中総水銀濃度 �0～ 1��μg/g

４．地球規模での水銀及びその化合物の動態 10)

水銀の環境中への排出は大部分が金属水銀 (Hg0 )

で，自然の火山活動等の地殻活動由来によるものが

年間 1,000tと大量で，何 10億年もの間続いてきて

いると考えられています。加えて，ヒトの生産活動

由来によるものが年間 �,600tと自然界由来の �倍以

上に相当し，その 6割以上が化石燃料の燃焼による

ものであると UNEPはまとめています。その年間

推計排出量は特に中国が多く，米国がそれに続き，

これらの地域の大気中水銀濃度は他の地域と比較し

て高く，結果的に，大気中水銀濃度は南半球より北

半球が �倍高いと報告されています。すなわち，地

球規模での水銀の排出は産業革命以降，更に増加し

てきたと考えられており，北極圏の氷中の水銀濃度

が近年高まってきていることを背景に，UNEPの

Global Mercury Assessment 事業では，水銀排出調

査を行い，国際的排出規制に向けた動きが始まって

います。大気中に放出された原子状水銀は，酸化さ

れて二価の無機水銀になり，海洋中でその一部がメ

チル化して食物連鎖にのります。そして，その水銀

濃度は食物連鎖の上位にいるものほど高く，クジラ

(歯クジラ )では 10μg/g，サメ，メカジキやマグロ

で 1μg/gを超えるものがみられます。かつての日本

の様な地域的高濃度メチル水銀汚染は現在のところ

見られませんが，自然界への水銀の排出は地球規模

であるため，これらの魚介類中の水銀濃度は世界の

海域を問わずに高いのです。アメリカ �大湖の汚染

やスカンジナビアにおける湖の酸性化や，原子状水

銀の排出増加が将来的にヒトのメチル水銀曝露につ

ながると危惧する声もあり，特に最近欧米を中心に，

地球規模での水銀の大気循環に関する研究が盛んに

行われています。

５．現在の日本やアジアにおける毛髪中水銀

濃度 11,12)

魚介類の可食部の水銀はほとんどメチル水銀

（�0%以上）で，魚介類及びその加工品が人への

メチル水銀の主な曝露源です。図 �に当研究セン

ターが調査した特別な水銀汚染が無いアジアの一

般住民の毛髪中水銀濃度を示しましたが，日本人

の毛髪の平均濃度は男で �.�μg/g，女で 1.6μg/g

です。また，日本国内では魚介類の摂取量のみな

らず，比較的濃度の高いマグロの摂取量も毛髪

水銀値の高さを左右するという結果が出ていま
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す。舟山という中国近海にある中国最大の漁場での

漁港島住民は日本人の約 �倍の高さを示し，海から

隔離されており殆ど魚介類を食べる機会の無いキル

ギスタンの人たちは日本人の約 1/�0以下という低い

毛髪水銀しかなく，如何にメチル水銀曝露が魚介類

摂取由来であるかを示しています。

６．現在の魚メチル水銀曝露量と胎児影響

評価 13-17)

近年，クジラ肉の摂取量が多いフェロー諸島にお

いては Grandjeanらにより，約 �00名のコホート

によるメチル水銀胎児期曝露の児の発達へ及ぼす影

響調査が行われました。その結果 ､運動機能，注意，

視覚空間，言語，言語記憶の低下が出生時のメチル

水銀曝露量と有意な関連を示しました。同様に，魚

介類の摂取量が高く児への影響が危惧されるセイ

シェル諸島でもMyersらによってほぼ同規模のコ

ホート研究が行われましたが，出生前あるいは出生

後のメチル水銀曝露指標と有意な関連を示す結果は

得られませんでした。イラクやフェロー諸島の結果

から母親の毛髪約 10μg/g前後が閾値ではないかと

されていますが，その影響も発症というような日常

生活に直ちに影響が出るというようなものではあり

ません。現在，日本でも同様のコホート調査研究が

進行しており，魚介類を多食する集団及び比較的高

いメチル水銀曝露が危惧される地域における，妊婦

への比較的低濃度のメチル水銀曝露による児の健康

影響に注目が集まっています。胎児の脳は環境汚染

物質に対する感受性が高い上に胎児には母体より高

い濃度でメチル水銀が蓄積する傾向にもあります（図

３）。

厚生労働省は，“リスクの高いのは胎児であり，注

意が必要なのは妊婦である” と，妊婦に対して，メ

チル水銀をたくさん含む魚（マグロやカジキ等）の

。
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制限に関する注意を発表しました。

一方，昔から日本人が好きでよく食べてきた魚は，

日本人にとって重要なたん白源であり，脳や体に大

切な DHAなどの n-�多不飽和脂肪酸やセレンなど

の成分を他の食品と比べて多く含んでいて，健康に

とって有益な食品です。魚の多食が子供の脳の発達

に有益な効果，成人の心疾患予防効果を認める研究

報告もあります。図 �に示した我々の最近の研究報

告では，胎児の血液におけるメチル水銀と DHA濃

度は有意な正の相関を持って存在していることが示

され，魚介類を多く食べるお母さんの赤ちゃんほど

水銀の曝露が高いが脳の発達や機能に重要な DHA

の濃度も高くなるという結果が得られています。

すなわち，魚食は胎児にリスクとベネフィットの

両方をもたらします。そこで，妊婦はメチル水銀の

影響を恐れて魚介類の摂取を止めるのではなく，胎

児をメチル水銀の害から守り，かつ脳に必要な DHA

を補給するために，メチル水銀濃度の高い大型の魚

からではなく，その濃度の低い小型の魚を食べるこ

とで DHAの摂取を保ちつつ，メチル水銀のリスク

を下げることが可能となります。

厚生労働省の規制の対象は妊婦で，注意しなけれ

ばならない魚種もメチル水銀の濃度が高いマグロ類

(マグロ，カジキなど )，サメ類，深海魚類，鯨類 (歯

鯨，イルカ )で，それ以外の魚類を控える必要は無く，

むしろ積極的に魚介類は食べた方が健康に良いと考

えられます。また，どのような食品でも偏食をする

ことは健康によくないので，魚類を含め，色々な食

品をバランスよく摂ることを心掛けることが大切だ

という結論になると思います。

７．あとがき
水俣病に関しては熊本大学を中心に多くの調査研

究が行われ，水俣病の病象，メチル水銀の代謝，脳

の傷害機構等多くの事実が明らかになってきました。

政府としても，これらの研究に対して援助を行うと

ともに，水俣病に関する総合的研究を行うために国

立水俣病研究センターを設立しました。平成８年に

は，国立水俣病総合研究センターに改組され，先端

の水銀研究とともに諸外国の水銀汚染問題に対し，

我が国の経験の蓄積を踏まえた情報の提供や国際協

力を進めています。http://www.nimd.go.jp/
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資源循環を阻害する塩類問題
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１．はじめに
循環型社会の実現に向けて様々な分野で様々な取

り組みがなされている。この中で産業活動に取り込

まれた塩の廃棄と再利用が問題になっている。例え

ば焼却施設で塩化水素ガスの無害化処理に伴い回収

される塩素化合物，最終処分場浸出水中の塩素イオ

ンや除去した場合の濃縮塩，飛灰や溶融飛灰の山元

還元時の脱塩残渣あるいは焼却灰のセメント原料化

に伴い除去された塩などがあげられる。このように

処理やリサイクルのプロセスのなかでも最後に塩の

問題が残されており，これらの副生塩は現時点で再

利用の方法が殆どない状況である。真の循環型社会

構築の上で解決しなければならない問題の一つであ

る。このような背景下，適正処分或いは副生塩のリ

サイクルを確立する必要性が望まれている。今回，

わが国で廃棄されている塩の量，排出源別廃棄塩の

性状，および廃棄塩リサイクル方法等について考察

したので紹介する。

２．副生塩生成の流れ
副生塩は様々なプロセスで生成排出されるがここ

では一般廃棄物処理プロセスにおける生成を説明す

る。

図－１に副生塩生成フローを示す。可燃ごみの焼

却処理過程では，可燃ごみ中の塩化物を燃焼するこ

とで，塩化水素が発生する。これらを除去するために，

燃焼過程の後に消石灰等を吹き込み，塩化物（CaCl�

等）となり，後続の集じん器に飛灰中の物質として

捕捉される。飛灰はキレート等の薬剤で飛灰中の重

金属が固定された状態で排出され，最終処分される。

最終処分場においては，飛灰処理物を降水等が通過

し，同時に塩化物が浸透した水に溶解し，浸出水と

して排出される。浸出水中には高濃度の Cl－イオン

が含まれているため，電気透析法や逆浸透法などの

高度処理を行う場合がある。この過程で高度処理水

が生成される一方，濃縮液（脱塩残渣），すなわち副

生塩が発生する。

３．廃棄物処理処分における Cl の物質収支 1)

（1）　Clの物質収支

我が国で生産・消費される塩化ナトリウム（以下

NaCl）の量は年間約 �00万 tでそのうち ��％以上

を輸入に頼っている。NaClは様々な形に加工され製

品として使用されたのち廃棄されている。また，製

品や半製品としても輸出入されている。ここでは工

業原料として供給された NaCl由来の Clの廃棄経路

降雨

焼却 集じん器
飛灰

浸出水処理水

飛灰処理物

最終処分場

浸出水処理

脱塩残渣
（副生塩）

（
焼
却
施
設
）

（
最
終
処
分
場
）

Ca(OH)2
消石灰

飛灰処理装置（薬剤による）

浸出水

脱塩処理設備

脱塩処理水
（再利用水等）

図−１　副生塩生成フロー
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を整理し，廃棄量を概算する。NaClの消費量，�00

万 tを Clに換算すると，���万 t（国内生産 ��万 t，

輸入 ��0万 t）となる。NaClはソーダ工業塩等とし

て１次加工される。１次加工品のうち，塩化ビニル

樹脂や塩化カリウム等は別途，輸入され国内に入っ

てくるものもある。この量は Cl換算で �0万 tと推

定される。すなわち合計 ���万 tの Clが諸工業に

用いられ，一部は２次加工され製品として流通，消

費後，廃棄されることになる。２次加工から廃棄ま

での収支を把握することは，国内で消費，ストック

される量が明確でないため困難であるが，いずれに

しても国内で生産される年間の Cl量の ��万 tを上

回る量が廃棄されていると考えられる。Clの廃棄

は，一般廃棄物と産業廃棄物の系に分かれる。ここ

では，産業廃棄物の質のデータの入手が困難なため

一般廃棄物中の Cl量を試算し，残りを産業廃棄物

関連と考えることにする。一般廃棄物中の Cl量は，

一般廃棄物を構成するし尿，雑排水，生活ごみの排

出量と濃度より推算した。①し尿中の Cl：し尿の

１人１日平均排出量は 1.��～ 1.�6L，Cl－　濃度は

�,�00～ �,�00mg/Lである ｡１人１日平均排出量を

1.��L，Cl－　濃度を �,�00mg/Lとし，日本の総人口

を 1�,�00万人とすれば，し尿として排出される Cl

量は ��.0万 t /年と推定される。②家庭雑排水中の

Cl：家庭雑排水中の Cl量を �g/人･日とすると，年

間排出量は ��.�万 t/年と推定される。③生活ごみ中

の Cl：生活ごみ中の Cl含有率を 0.�％とすると，我

が国の生活ごみ排出総量は �,0�0万 t/年で，Cl量

として ��.1万ｔ／年になる。うち焼却処理対象を

�,000t/年とすると，この中の Cl量は �0.0万 t/年と

推定される。①，②，③より一般廃棄物として排出

される Cl量は，合計 ��.�万 t/年と推定される。こ

こで消費量，ストック量が一定であると仮定すれば

加工後の Cl量 ���万 t/年が廃棄されていると考え

られる。したがって，一般廃棄物として排出される

��.�万 t /年を差し引いた �0�.1万 t /年が産業廃棄

物として排出されていることになる。以上の結果を

もとに，生産から廃棄にいたる Clの物質収支を図－

�に示す。これより原料として輸入あるいは生産さ

れた NaClは様々な製品に加工，消費されたのち Cl

として年間 ���万 tが廃棄されていることになる。

（�）焼却に伴う Clの物質収支

ごみ焼却に伴う残渣率を 10％とし，主灰と飛灰の

割合をそれぞれ �％（鉄くずを除く），�％とする。

さらに塩素含有率をそれぞれ２％，1�％とすると焼

却残渣中に含まれ埋立処分される塩素量は年間 �0万

ｔとなる（�,000万 t/年× �％×２％＋ �,000万 t/

年× �％× 1�％＝ �.6万 t/年＋ 1�.�万 t/年＝ �0万

t/年）。排出ガス中の HCl濃度は焼却を行う自治体

の収集体制や地域特性により異なるが，ここでは平

均濃度を 600ppmとし，このうち ��0ppmを除去捕

集し，残り �0ppmが大気中に排出されるものと仮定

する。排ガス量をごみ１kg当たり �.�Nm�とすると，

総排ガス量は �.�× 1011Nm�となる。このうち大気

中へ排出される HCl量は ��,0�0kgHCl/日となり，

Clとして排出される量は 1.�万ｔ /年と推定される。

すなわち，�1.�万 t/年がごみ焼却により埋立地と大

気中に排出されることとなる。（図－ �参照）

４．循環型社会実現を阻害する副生塩問題
廃棄物処理に伴い生成排出される Clは年間 �1.�

万ｔに達している。特に最終処分場に埋立てされた
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場合，浸出水中に高濃度に塩素イオンを含んで浸出

してくる。塩素イオンは水質規制項目ではないが高

濃度に水環境中に排出されると農業被害や生態系へ

の影響をおよぼす（写真̶1，２参照）。このため浸

出水処理工程に脱塩処理設備を組み込む自治体が増

えている。脱塩処理を行うと濃縮塩（副生塩）が生

成するが，リサイクルルートがないため埋立地へ貯

留したり，産業廃棄物として委託処分することが多

い。焼却施設で湿式排ガス処理により回収された副

生塩も同様な状況であり，循環型社会実現の阻害要

因の一つである。

５．副生塩の再利用
ソーダ工業を中心とする塩消費企業は現在，輸入

塩コストが安価であることや品質面から再生塩を使

用することに消極的である。現時点で考えられる再

生塩使用先としてソーダ工業の他，道路凍結防止剤，

アルミ精錬フラックス剤などが考えられる

（1）最終処分場浸出水からの再生塩の性状

表－１より Ca，Mg，Naなどについては，天然塩

と再生塩の差異は殆どないと判断できるが，K，SO�

では含有量の差が大きい。更に，Pb，Cr，Cdなど

の重金属類，あるいはダイオキシン類が微量ではあ

るが存在していることが，最終処分場からの副生塩

の特徴であるといえる。

（�）再生塩の利用可能性

再生塩の性状の特徴としては，上述した元素組成

の他にも，脱塩処理の方法や，脱塩過程によって，

粒度や形態（固体，液体）などの物理的性状に大き

く幅がある。有害物質が微量ではあるが存在するた

めに，再生塩としての利用可能性を検討すると，現

状では以下の用途が想定される。

１）ソーダ工業への利用

ソーダ工業は，わが国における主要な塩の利用先

である。ソーダ工業，特に電解ソーダ工業における

塩の利用では，固化塩の状態で引き取られ，水溶塩

の電気分解によって製品がつくられる。既存の生成

ラインに回収塩を再生塩として適用することがで

きれば，回収量を十分に吸収することが可能であ

る。しかしながら，既存の電解ソーダシステムでは，

Mg，Ca，SO�や重金属の原料への混入に対し，発

生汚泥量の増加や，更にはシステムそのものが閉塞

等で機能しなくなる可能性もあり，高度な再生塩の

品質向上が必要である。併せて，電解方式にはいく

つかの方式があるため，再生塩の性状に有利な方式

を検討することも必要である。なお，再生塩のみを

原料とした電解ソーダシステムを検討する場合には，

量的および質的にも安定した再生塩確保が必要とな

る。

２）アルミ精錬におけるフラックスとしての利用

溶融したアルミニウムの純度を高めるために塩を

投入するものである。しかしながら，わが国におけ

る需要は少ないため，塩再利用の普遍的なシステム

として構築することは難しい。

３）皮革産業への利用

皮革を加工する初期の段階で，高濃度の塩水を多

量に使用する。需要は少ないものの，地理的条件に

よっては再利用システムが成立する可能性もある。

写真—1　正常な水稲

写真− 2　塩害を受けた水稲
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４）道路凍結防止剤への転用

道路凍結防止剤の市場は，再生塩生成量を全て吸

収する規模とは言い難いが，北部日本を始めとする

全国各地において，普遍的に市場が存在するため，

塩再利用システム成立の有効な要素である。留意点

としては，屋外に散布するため，再生塩に含まれる

微量金属が，道路周辺の植生に影響を与える恐れが

あるなど，環境影響を十分考慮した品質が求められ

る。

６．副生塩の再生利用規格案
筆者らで構成する塩類再利用システム研究会（会

長：花嶋正孝，事務局：福岡県リサイクル総合技術

センター）では発生源別副生塩と再利用時の規格案

を検討し表－ 1のような提案をおこなっている。既

存の塩利用産業は，天然塩を対象として設定された

規格となっており，その産業に必要な品質や，安全面・

環境面の検討から設定された規格ではないことが多

いので，再生塩の利用促進を阻害する可能性がある。

このため利用用途に応じた規格化が求められる。（注：

ソーダ工業の場合，天然塩組成に準ずる。）

７．再生塩の集中精製による新しい環境産業提案
再生塩は現在，最終処分場の浸出水処理等を通し

て発生するが，その場合，日量数 t程度の塩が生成

するのみで，個々の最終処分場単独で精製装置を設

置することは非効率的である。これを解決する手法

として再生塩回収利用センターや濃縮液集中処理セ

ンターの設置が考えられる（図－ �）。すなわち，最

終処分場浸出水処理施設に脱塩処理を組み込む場合，

表− 1　再生塩規格案（文献 2) を修正・加筆）

項目 天然塩組成 浸出水脱塩濃縮液精製塩例 重曹脱塩溶融炉副生塩 凍結防止用再生塩 (案 )
アルミニウム精錬

フラックス用再生塩（案）
Ca �00 �00 1,600 － 1,�00
Mg �00 �00 100 － 10,000
Na ���,000 ��0,000 ���,000 － 100,000-�00,000
K �00 1��,000 100 － �0,000-�00,000
Mn 1.� － －
Fe 1.0 �,000 － －
Al �1.0 �00 － －
SO� 1,�00 �,�00 － �,000-�0,000
Cl ��1,000 ���,000 ��6,000 － �00,000-�00,000
水分量 �1,�00 1,000 �,�00 �0,000 �0,000
TOC 100 �6 － 100

有害物質 含まれない 含まれない 含まれないこと
土壌環境基準 含まれないこと

（単位：mg/kg）

焼却工場Ａ
（湿式洗煙）

焼却工場Ｂ
(乾式 Na 吹込） 焼却工場Ｃ 焼却工場Ｄ 焼却工場Ｅ

その他 ソーダ工業 凍結防止剤 アルミ精錬 皮　革

Na 等
NaCl 回収利用センター

Ca 等
濃縮廃液集中処理センター（精製･乾燥）

処分場

水処理
施設

処分場

水処理
施設

処分場

水処理
施設

処分場

水処理
施設

処分場

水処理
施設

WOWシステム

灰洗浄

セメント
工場

図−４　副生塩集中リサイクルセンター
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濃縮液回収または乾燥施設までとし精製は広域で行

うものである。このシステムを採用することによっ

て，再生塩が集積されるだけでなく，最終処分場に

も低濃度塩類の埋立物が搬入されることになり，処

分場の安定化にも寄与するものと考えられる。また

湿式排ガス処理や乾式ナトリウム法を採用している

焼却炉から回収される塩化ナトリウムについても再

生塩回収利用センターに集めることにより再利用別

安定供給が可能となる。

８. 今後の課題
副生塩は元々浸出水の高度処理の残さとして発生

するもので，元来生成コストが大きい。市場におい

ては，天然塩との競争力がないと判断される可能性

もある。したがって，低コスト化を目指すと同時に，

消費エネルギーの大きい蒸発乾固過程を経ずに液状

の凝縮塩の利用可能性を検討するなど，用途により

品質を設定することが必要である。また再生塩回収

利用センター等へは再生委託費として応分のコスト

負担が必要である。また塩利用の最大事業者である

ソーダ工業においては副生塩を用いてエコアルカリ，

エコ酸を生産し焼却施設や浸出水処理施設の中和剤

として用いるなど新しい発想にもとづく循環型事業

が求められる。副生塩は循環型社会形成を推進して

いく上での大きな障害のひとつであり，排出者，再

利用者，行政，研究機関等が連携して解決すべき課

題である。

参考文献
 1 ） 樋口壯太郎：日本における塩収支と問題点，廃

棄物学会誌，Vol.�,No.�,pp��6-���(1���)

 � ） 花嶋，牛越他：浸出水膜濃縮水からの工業塩回

収技術の開発，第 �0回全国都市清掃研究発表

会講演論文集，pp���-���(1���)

夕焼けのアシニボイン峰（3618 ｍ）
（カナディアンロッキー）

2006 年 7月 22 日撮影 ,　カメラNIKON…D50
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国境を越える感染症
−アジアからのウイルス性輸入感染症について−

　樋　脇　　　弘＊

＊福岡市保健環境研究所　保健科学課　主任研究員
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１.…はじめに .
�1世紀は，交通・輸送・情報通信手段の急速な発

達により，「ヒト」・「モノ」・「資本」・「情報」の移動

が飛躍的に迅速化，拡大化し，国際社会では様々な

分野でグローバル化が進んでいる。一方，グローバ

ル化の負の側面として，環境問題など地球規模の問

題が顕在化しており，海外との交流が盛んになるに

つれ，「ヒト」や「モノ」を介した輸入感染症の増加

が懸念される。また，ジェット機が飛び交う現代では，

わずかな時間で人々は世界中を移動するため，感染

症も短期間に国境を越えてまん延することが危惧さ

れる。

�00�年，中国広東省において SARS（重症急性呼

吸器症候群）が発生し，翌 �00�年には，香港・ベ

トナム・シンガポール・カナダに感染が拡大し 1)，

世界中がパニックとなったことは記憶に新しい。さ

らに，同年 �月には，観光旅行として来日し，関西・

四国地方を旅行した台湾人医師が，台湾に帰国後，

SARS疑い例として隔離された。このため，厚生労

働省は，台湾人医師が宿泊したホテルや立ち寄り先

など全行程を公表し，各自治体においては，接触者

の健康調査や施設の消毒などが行われた。幸いにも，

二次感染者の発生はみられなかったが，風評被害に

より，ホテルや旅館は臨時休業に追い込まれ，旅行

行程に含まれていた観光地では売り上げ減となり，

予定されていたツアーのキャンセルが相次いだ。

また，1���年，香港で鳥インフルエンザウイルス

H�N1がヒトから分離されて以来，ヒトの鳥インフ

ルエンザ感染は，東南アジア各地において流行が拡

大，継続しており，本ウイルスの変異による新型イ

ンフルエンザの発生の危険性が高まっている。

現在，感染症をとりまく状況としては，SARSや

ヒトに感染する鳥インフルエンザなど，これまで知

られていなかった新興感染症の出現のほかに，東南

アジアへの海外旅行者の増加により，デング熱，狂

犬病，赤痢などの再興感染症を持ち帰る事例も増加

している。

本稿では，アジアからのウイルス性輸入感染症と

して話題となっている鳥インフルエンザ，デング熱

および狂犬病の現状について紹介する。

２.…鳥インフルエンザ
インフルエンザウイルスはオルソミクソウイルス

科の RNAウイルスであり，ウイルス粒子蛋白（核

蛋白：NP，および膜蛋白：M1）の抗原性の違いから，

A・B・Cの �型（分類学上は �つの属）に分けられる。

A型インフルエンザウイルスの構造を図 1に示す。

A型ウイルスは，HA（ヘマグルチニン：赤血球凝集素）

の抗原性の違いにより 16種類の亜型（H1～ 16），

また，NA（ノイラミニダーゼ）の抗原性の違いによ

り �種類の亜型（N1～ �）に分類される。現在，ヒ

トで流行している A型ウイルスは，H1N1亜型（い

わゆる Aソ連型）と H�N�亜型（いわゆる A香港型）

の �つのタイプである。A型ウイルスは，ヒト以外

にも，各種哺乳類（ブタ，ウマなど）や鳥類を宿主

とし，感染力が強いため，世界的な大流行（パンデミッ

ク）を引き起こす。

一方，B型ウイルスは原則としてヒトだけを宿主
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とし，A型に比べると流行の規模も小さく，症状も

軽度である。B型と同じく，ヒトだけを宿主とする

C型は，�歳以下の小児が感染するものの，症状が

現れないことも多い。したがって，ヒトが感染する

インフルエンザで問題となるのは A型と B型ウイル

スであるが，症状が重篤となる A型ウイルスについ

ては B型よりも遺伝子変異が起こりやすく，ヒトに

免疫抗体ができても，少しずつ変異して，毎年流行

を繰り返している。

鳥類が感染する A型インフルエンザウイルスは，

鳥インフルエンザウイルスと呼ばれる。ほとんどの

鳥インフルエンザウイルスは鳥類に対して弱毒型で

あるが，時として，家禽ペストと呼ばれる高い致死

性を示す強毒型（一部の H�，H�亜型）のタイプが

出現している。�00�年，家禽伝染病予防法が改正さ

れ，家禽ペストの名称は「高病原性鳥インフルエンザ」

に変更されたため，H�および H�亜型による鳥イン

フルエンザは，「高病原性鳥インフルエンザ」と日本

では定義されている。したがって，「高病原性鳥イン

フルエンザ」とは，あくまでも鳥に対する病原性を

示したものであり，ヒトに対する病原性を示すもの

ではない。

家禽伝染病予防法における鳥インフルエンザ

の定義は，国際獣疫事務局（OIE：The Office of 

International Epizootics）が示した定義と少し異な

る（表 1）。鳥インフルエンザ（すなわち AI：Avian 

Influenza）が，高病原性（すなわち HP：High 

Pathogenic）かどうかを，日本では HAの亜型で，

OIEでは病原性の高さ（強毒株であるかどうか）で

定義する。このため，H�および H�亜型のウイルス

が該当する「高病原性鳥インフルエンザ」は，必ず

しも強毒型とは限らない。�00�年 1月から �月にか

けて，宮崎県および岡山県の養鶏場において発生し

た「高病原性鳥インフルエンザ」は H�N1亜型ウイ

ルスによるものであり，高い致死性を示す強毒型で

あった。しかし，�00�年６月，茨城県の養鶏場で発

生した「高病原性鳥インフルエンザ」は，弱毒型の

H�N�亜型ウイルスによるものであり，産卵率の低

下とわずかな死亡率上昇が認められただけであった。

家畜伝染病予防法では，H�および H�亜型のウ

イルスは，例え弱毒株でも強毒株に変異する可能性

があることから，HPAI（High Pathogenic Avian 

Influenza）としての行政措置をとることにしている。

このため，H�N�亜型ウイルスについては「高病原

性鳥インフルエンザ」の弱毒株であるという，少し

わかりづらい表現が使われている。

インフルエンザウイルスの増殖には，①ウイルス

の宿主細胞への吸着→②ウイルスの細胞内侵入（エ

ノイラミダーゼ

エンベローブ

ヘマグルチニン (HA)

RNA 核酸複合体

RNA遺伝子

核蛋白 (NP)

RNA ポリメラーゼサブユニット

M1蛋白

M２蛋白
（イオンチャネル）

RNA核酸
複合体

(NA)

図１　A型インフルエンザウイルスの構造
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ンドサイトーシス）→③脱殻（ウイルス遺伝子が細

胞質内に放出される）→④細胞質内でのウイルス蛋

白の合成とウイルス遺伝子の複製→⑤再集合（ウイ

ルス蛋白と遺伝子が集合し，ウイルス粒子を再構築）

→⑥ウイルス粒子の放出という 6つの段階が必要で

ある。この中で，鳥インフルエンザの病原性の強さ

に関与するのが③の脱殻である。

脱殻に際し，ウイルスの HAは宿主細胞の蛋白分

解酵素により HA1と HA�に加水分解され（HAの

開裂），ウイルスが活性化されるが，鳥インフルエン

ザの弱毒株と強毒株では，HA1と HA�の開裂部位

における塩基性アミノ酸の配列が異なる。弱毒株で

は，開裂部位に 1個のアルギニンが存在し，呼吸器

や消化管の粘膜上皮細胞に存在するトリプシン様蛋

白分解酵素でしか HAの開裂は起こらない。このた

め，弱毒株では，消化管や気道にのみ感染が限局する。

一方，強毒株では，開裂部位にアルギニンやリジン

が連続して存在し，細胞内に普遍的に存在するフリ

ンという蛋白分解酵素により開裂が起こる。このた

め，強毒株は，あらゆる細胞に感染し，全身感染を

引き起こす。

現在，ヒトで流行している H1N1および H�N�亜

型ウイルスの HAの構造は弱毒型であるが，「高病原

性鳥インフルエンザ」H�N1亜型ウイルスは全身感

染を起こす強毒型である。�00�年末以来，H�N1亜

型ウイルスの家禽や野鳥への感染は，アジア，アフ

リカ，中東，およびヨーロッパで確認されている。

現在，ヒトの H�N1亜型ウイルス感染は，確定例と

して計 ���例（うち死亡が �16例）がWHOに報告

されており，東南アジアでは，カンボジア，中国，

インドネシア，ラオス，ミャンマー，パキスタン，

タイ，およびベトナムで患者が発生している（表 �）。

鳥インフルエンザは，通常，鳥類だけが感染する

伝染性疾患であり，インフルエンザウイルスは「種」

特異的に感染するものと考えられてきた。インフル

エンザウイルスが宿主細胞に侵入し，増殖するには，

まず，ウイルス表面のスパイクである HAと宿主の

細胞表面にある受容体（シアル酸レセプター）が結

合する必要がある。ヒトインフルエンザウイルスが

結合する受容体は，ガラクトースにα �,6結合した

シアル酸（α �,6レセプター）であるが，鳥インフ

表１　…鳥インフルエンザの定義

日本 鳥インフルエンザ 高病原性鳥インフルエンザ ・H�，H�
低病原性鳥インフルエンザ ・H�，H�以外

OIE AI (Avian influenza)
HP (High pathogenic) AI ・高病原性＝強毒株のみ（H�，H�の一部 )
MP (Mild pathogenic) AI ・中病原性（H�，H�の一部）

・低病原性（H10ほか）

表２　WHOに報告されたヒトの「高病原性鳥インフルエンザ」H5N1 亜型ウイルスの感染確定症例数
（�00�年 1月 �日現在）

�00� �00� �00� �006 �00� 合計
国 症例数 死亡例数 症例数 死亡例数 症例数 死亡例数 症例数 死亡例数 症例数 死亡例数 症例数 死亡例数
アゼルバイシャン 0 0 0 0 0 0 � � 0 0 � �
カンボジア 0 0 0 0 � � � � 1 1 � �
中国 1 1 0 0 � � 1� � � � �� 1�
ジプチ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
エジプト 0 0 0 0 0 0 1� 10 �� � �� 1�
インドネシア 0 0 0 0 �0 1� �� �� �1 �6 116 ��
イラク 0 0 0 0 0 0 � � 0 0 � �
ラオス 0 0 0 0 0 0 0 0 � � � �
ミャンマー 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ナイジェリア 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
パキスタン 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
タイ 0 0 1� 1� � � � � 0 0 �� 1�
トルコ 0 0 0 0 0 0 1� � 0 0 1� �
ベトナム � � �� �0 61 1� 0 0 � � 101 ��
合計 � � �6 �� �� �� 11� �� �� �� ��� �16
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ルエンザウイルスはα �,�結合したシアル酸（α �,�

レセプター）を認識する。ヒトの上部気道の細胞

にはα �,6レセプターが，トリの腸管上皮細胞には

α �,�レセプターが存在する。したがって，ヒトと

トリでは細胞表面の受容体が異なるため，ヒトは鳥

インフルエンザウイルスに感染しないはずである。

しかし，最近の研究では，ヒトの下部気道（呼吸細

気管支や肺胞細胞の一部）にはα �, �レセプターが

存在することが明らかとなり �)，中国やベトナムで

ヒトから分離された H�N1亜型ウイルスは，ヒトの

α �,6レセプターにも結合できるように変異してい

たことが報告されている �)。

東南アジアでは，家禽が生きたまま食用に販売さ

れ，また農村の裏庭で飼われていることから，日常

的に家禽との密接な接触がみられる。このため，鳥

インフルエンザウイルスに感染した家禽の排泄物や

体液と濃厚に接触し，あるいは，その飛沫を吸入して，

大量のウイルスに暴露された結果，トリからヒトへ

の感染が成立していると考えられている。鳥インフ

ルエンザウイルスのトリからヒトへの感染は，この

ような限局した状況下で発生しているが，ヒトから

ヒトへの感染はさらに稀である。H�N1亜型ウイル

スのヒト－ヒト感染は，�00�年 1�月までに，ベト

ナム，タイ，インドネシアおよび中国で発生している。

しかし，このヒト－ヒト感染は，看病などによる患

者との濃厚接触が長期間持続したという状況での発

生に限定されているようであり，ウイルス遺伝子の

変異によりヒトへの感染性が高まり，効率的かつ持

続的にヒトへ感染する新型インフルエンザウイルス

が出現した状況ではない。

これまでに，新型インフルエンザウイルスは 10年

から �0年の周期で出現し，スペイン風邪→アジア

風邪→香港風邪・ソ連風邪と世界的な大流行を引き

起こしてきた。H�N1亜型ウイルスについては，ヒ

トからヒトへの感染力を持つ新型インフルエンザウ

イルスに変異する危険性が危惧されており，WHO

はこの新型インフルエンザウイルスパンデミックに

備えて，流行の状況を 6段階（フェーズ 1～ 6）に

分けて世界に警告している（表 �）。現在は，新しい

亜型ウイルスによるヒトへの感染はみられるが，効

率よく，持続したヒト－ヒト感染はみられていない

フェーズ �である。

表 3　WHOによる「世界インフルエンザ事前対策
計画」における警報フェーズ

新たな世界流行への段階 特徴 フェーズ
パンデミック間期（動物
の新型ウイルスはみられ
るが，人の感染例はない）

ヒトへの感染リスクは低い 1

ヒトへの感染リスクが高い �

パンデミックアラート期
（新型ウイルスが人に感染
するようになった）

ヒト－ヒト感染がないかま
たは極めてまれ �

ヒト－ヒト感染が増加して
いる証拠がある �

かなりのヒト－ヒト感染が
発生している証拠がある �

パンデミック期 高度かつ持続的なヒト－ヒ
ト感染が発生 6

新型インフルエンザが発生した場合に備えて，国

は「新型インフルエンザ対策行動計画」を策定し，

各自治体ではこれを受け，実情に即した行動計画を

策定し，具体的な対応を急いでいる状況である。現

在，国内で鳥インフルエンザウイルス感染を疑う患

者が発生した場合，患者から咽頭ぬぐい液を採取し，

地方衛生研究所では RT（逆転写）-PCR（ポリメラー

ゼ連鎖反応）により，ウイルスの遺伝子検査を実施

している。当研究所においても，A型インフルエン

ザウイルスであるか，ヒト型インフルエンザウイル

ス（H1，H�亜型）か「高病原性鳥インフルエンザ」

ウイルス（H�，H�亜型）であるかを鑑別している

（図 �）。ちなみに，�00�年，当研究所では，�事例

の H�N1亜型ウイルス感染を疑う患者のウイルス検

査を実施した。いずれも，東南アジアから帰国した

旅行者であったが，幸いなことに「高病原性鳥イン

フルエンザ」ウイルス遺伝子は検出されなかった。

ジェット機が飛び交う現代では，新型インフルエ

ンザが誕生すると，1週間以内に世界中に広がり，1ヶ

月以内に世界同時のパンデミックが起きることを専

門家は予測している。新型インフルエンザの出現を

阻止することはできないが，その発生を早期に発見

し，流行範囲が限られる場合は，抗インフルエンザ

ウイルス薬の内服と移動制限により，流行の拡大を

遅らせ，次の対策を講じることが，現段階での新型

インフルエンザ対策である。
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3.…デング熱
デング熱は小型のヤブ蚊（ネッタイシマカおよび

ヒトスジシマカ）によって伝播されるデングウイル

スによる感染症である。デングウイルスはフラビウ

イルス科フラビウイルス属の RNAウイルスである

が，本属には日本脳炎ウイルス，ウエストナイルウ

イルス，黄熱ウイルスなどが含まれ，これらのウイ

ルスは蚊などの節足動物を介してヒトに伝播される。

デングウイルスに感染すると，大多数の患者はデ

ング熱と呼ばれる一過性の熱性疾患の症状を呈し，

発疹が発熱後 �～ �日に現れた後，この症状は �～

�日程度で消失し，通常，後遺症なく回復する。し

かし，一部の患者（主に 1�歳以下の小児）では，発

症 �～ �日後の解熱し始めた頃に，突然，粘膜や消

化管からの出血や鼻血などが頻発し，デング出血熱

となる。デング出血熱は，適切な治療が行われない

と致死的な疾患であり，医療設備が整っていない地

域では，致命率は 10%以上に達する。

デング熱は，東南アジア一帯の風土病であり，イ

ンドネシア，タイ，ベトナム，カンボジア，フィリ

ピン，およびシンガポールでは患者数が非常に多い

（表 �）。

表 4.…デング熱の流行状況（2007 年）
国 期　間 患者数（死者数）

インドネシア １月〜 6月 102,007 名（1,082 名）
タイ １月〜７月 ７ 日 23,653 名 （21名）
ベトナム １月〜 6月 19,144 名 （21名）
カンボジア １月〜 6月 12,238 名 （161 名）

フィリピン １ 月 〜 6 月 16
日 7,788 名 （76名）

シンガポール １ 月 〜 7 月 24
日 4,902 名 （3名）

ホンジュラス １月〜 6月 4,737 名 （2名）

コスタリカ １ 月 〜 6 月 23
日 6,882 名 （2名）

仙台検疫所ホームページ
（http://sendai.keneki.go.jp/）より：デング熱

デングウイルスを伝播する蚊の生息域は，地球温

暖化に伴って拡大しており，中南米，アフリカ，北

アメリカ，オーストラリア北部，中国，台湾，ハワ

イなどの世界各国で患者が発生し，年間約 1億人が

デング熱に感染していると推定されている。熱帯に

生息するネッタイシマカは，デング熱媒介の主要な

蚊であるが，日本に生息するヒトスジシマカもデン

グ熱を媒介する。�00�年，ハワイで起きたデング熱

の流行は，ヒトスジシマカが媒介しており �)，1���

年から 1���年にかけて，西日本各地で流行したデ

ング熱の媒介蚊もヒトスジシマカであったと考えら

Ｍ Ｓ － ＋

Ａ型遺伝子検出系 Ｈ１遺伝子検出系 Ｈ３遺伝子検出系 Ｈ５遺伝子検出系

ＭＣＳ － ＋Ｍ Ｓ －＋ＭＳ －＋

Ｍ：DNAマーカー，Ｓ：検体，＋: 陽性コントロール，－：陰性コントロール

Ｃ：RNA抽出コントロール（エコーウイルス９型）

図２　RT-PCR によるインフルエンザウイルスの検出
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れている。わが国におけるヒトスジシマカの分布の

北限は，1��0年代は栃木県であったが，地球温暖化

の影響により，現在は秋田県や岩手県に達しており，

将来，デング熱流行のリスクがある地域が拡大する

と考えられている �)。

デング熱は，感染症法に基づき，診断した医師に

届出が義務づけられる �類感染症である。福岡市は

利便性の良い福岡空港に恵まれ，海外旅行に行きや

すい立地のためか，市内の臨床医は熱性疾患の海外

旅行者を診察する機会が多く，デング熱の診断に苦

慮している。このため，当研究所では，�00�年から

デング熱の血清診断を開始した。血清診断は，市販

キットを用いてデングウイルス感染初期に産生され

る特異的免疫抗体 IgMの検出を実施している（図 �）。

これまでに �名の海外旅行者の血清診断を行ったが，

いずれもデング熱抗体は陰性であった。なお，現在

のところ，デング熱の国内感染は発生していないが，

海外輸入感染症例として，�001年が �0例，�00�年

��例，�00�年 ��例，�00�年 ��例，�00�年 ��例，

�006 年 �� 例，�00� 年は �� 例（�00� 年 10 月 1�

日診断分まで）が報告されている 6)。

デング熱の媒介蚊は，古タイヤ，植木鉢，空き缶

などに貯まった水で繁殖し，日中に活動して，屋内

にも頻繁に入ってくるため，ホテルや空港でも感染

する可能性がある。現在のところ，デング熱の予防

ワクチンは開発中であるため，長袖服や長ズボンを

着用し，虫除けローションを利用して蚊に刺されな

いことが唯一の予防対策である。

4.…狂犬病
狂犬病は，狂犬病ウイルスに感染したイヌやネコ，

あるいはコウモリなどの野生動物に咬まれたり，引っ

掻かれてできた傷口から，狂犬病ウイルスが侵入し

て発症する人獣共通感染症である。

狂犬病ウイルスは，ラブドウイルス科リッサウイ

ルス属の RNAウイルスであり，リッサウイルスは �

つの genotype（遺伝子型）に分類される。狂犬病ウ

イルスは genotype 1に該当するが，このほかに，コ

ウモリや齧歯類（トガネズミ）などから分離される

genotype �（Lagos bat virus）, genotype �（Mokola 

virus）, genotype �（Duvenhage virus）, genotype �

（European bat virus, type 1）, genotype 6 （European 

bat virus, type �）， genotype �（Australian bat 

lyssavirus）がリッサウイルスに含まれる。これら

のウイルスは，動物やヒトが感染すると，狂犬病に

似た症状を呈することから，狂犬病関連（類似）ウ

イルスと呼ばれ，genotype �～ 6のウイルスについ

てはヒトへの感染が報告されている �)。

全世界では毎年約 ��,000～ �0,000名が狂犬病で

死亡しており，その大部分はアジアで発生している。

特にインドは約 1�,000名と世界で最も狂犬病による

死者が多く，次が北京オリンピックを控えた中国の

陽性 陰性

図３　市販キット（粒子沈着凝集法）によるデングウイルス…lgM…抗体の検出
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�,�0�名である（表 �）。

狂犬病ウイルスの感染源は，アジア・アフリカ・

中南米においては主にイヌであるが，北米ではアラ

イグマ・スカンク・キツネ・食虫コウモリ，ヨーロッ

パではアカギツネなどの野生動物が中心である。わ

が国では，1��0年に狂犬病予防法が施行され，飼い

犬の登録と狂犬病予防ワクチンの接種が義務付けら

れたため，1���年以降，ヒトおよびイヌ共に狂犬

病の国内発生はない。しかし，日本人の海外感染は

�事例報告されており，1��0年，ネパールで野犬に

咬まれて，帰国後に狂犬病を発症して死亡した事例，

そして，�006年 11月にはフィリピンで犬に咬まれ，

帰国後発症して死亡した例が �事例続発した �, �)。

表５　…狂犬病の発生状況（2006 年）
国 死亡者数

インド 19,000 名
中国 3,209 名
パキスタン 2,490 名
バングラディシュ 2,000 名
ミャンマー 1,100 名
フィリピン 248 名
スリランカ 73名
ネパール 44名
インドネシア 40名
ベトナム 30名
厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）より：感染症情報，狂犬病

ヒトの狂犬病では，発症するまでの潜伏期間は通

常 1�～ �0日間とされている。体内に侵入した狂犬

病ウイルスは，末梢神経系を遡って脳内に到達し増

殖するため，咬傷部位が脳から遠いほど，潜伏期間

は長く，発症率も低くなる傾向にある。いったん発

症すると，飲水時に喉の痙攣が起きるため，水を恐

がり飲みこめなくなる「恐水症」や，風の動きに過

敏に反応する「恐風症」といった典型的な症状が出

現し，最終的には呼吸麻痺により死亡する。

現在，狂犬病清浄国（農林水産大臣が狂犬病の発

生がないものとして指定する地域）は，日本を除く

と，台湾，アイスランド，アイルランド，スウェー

デン，ノルウェー，オーストラリア，ニュージーラ

ンド，英国（グレートブリテンおよび北アイルラン

ドに限る），フィジー諸島，ハワイおよびグアムに限

られている。このため，これ以外の海外旅行先では，

むやみに野犬や野良猫，野生動物に接触しないこと

である。

狂犬病は，その名称からイヌの病気と思われやす

いが，米国においては，ヒトの狂犬病の多くは食虫

コウモリを介して発生しており 10)，コウモリはヒト

に狂犬病を媒介する一般的な動物と考えられている。

また，ブラジル，コロンビア，パナマでは，ヒトが

吸血コウモリに咬まれて狂犬病を発症したり，さら

には，多数のコウモリが生息する洞窟に入り，狂犬

病ウイルスを含んだコウモリの唾液を吸い込んで，

発症したとされる特殊な事例も報告されている。し

たがって，狂犬病流行地で動物に積極的に近づいた

り，洞窟探検を行う場合は，事前のワクチン接種が

勧められる。万が一，イヌ，ネコおよび野生動物に

咬まれたり引っ掻かれたりして，感染した可能性が

ある場合は，発症防止のためのワクチン接種（暴露

後免疫）を早期に受けることが必要である。

５.…おわりに
本稿で紹介した輸入感染症は，いずれも「ヒトと

その他の脊椎動物との間を自然に移行する疾患およ

び感染症」，いわゆる人獣共通感染症である。これら

の感染症は，動物の輸出入や渡り鳥の介在，あるい

は環境破壊・地球温暖化が生態系バランスに与える

影響により，国境を越えて広まっていく。さらに，「ヒ

ト」と「モノ」が短時間で世界を移動し，グローバ

ル化が進む �1世紀では，感染症が国境を越える時間

はますます短くなり，これまでよりも感染症の脅威

に曝されることが予想される。

グローバル化が進む福岡市は，福岡国際空港と博

多港を有しており，輸入感染症に対する備えが必要

である。このため，福岡市保健環境研究所においては，

感染症対策を含めた健康危機管理体制の強化が重要

課題である。当研究所は，福岡市の保健衛生の科学的・

技術的中核機関であるが，さらに地域および広域に

おける健康危機管理の科学的・技術的中核としての

機能を付加することが求められている。当研究所で

は，地域の連携機能を強化するため，保健所，警察・

消防などの関係機関と合同で健康危機管理研修会を
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開催するとともに，広域で発生する健康危機に備え

て，地方衛生研究所間の合理的かつ効率的な連携シ

ステムを構築しているところである。
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１　はじめに
液体クロマトグラフ／タンデム質量分析装置 (LC/

MS/MS)は，高速液体クロマトグラフ (HPLC)と質

量分析計 (MS/MS)を結合させたシステムである。質

量分析計の分離管を２本直列に配置しているため，

選択性が非常に高く試料由来の共存物質（マトリッ

クス）が複雑な試料の分析に有効な装置である。食

品分析分野においても同装置を用いた分析例が多く

報告されるようになり１），２），農薬や動物用医薬品の

公定試験法にも採用されるようになった３）。我々も

これまで食品衛生の観点から，食品添加物，農薬，

動物用医薬品および自然毒等について LC/MS/MSを

用いた分析に取り組んできた。今回は，このうちス

クラロース４），メピコートクロリド５），ニューキノ

ロン剤６），パツリン７）およびテトロドトキシン８）に

ついて，分析法開発と実態調査結果の概要を報告す

る。

２　LC/MS/MS の原理と分析法開発の考え方
LC/MS/MSによる分析について考える際には，あ

らかじめ LC/MS/MSの原理や特徴を把握しておく必

要がある。分析事例について報告する前に，まずこ

の点について簡単に述べる。

図 1に示すとおり，HPLCで分離された溶出成分

はインターフェースでイオン化され，MS/MSに導

入される。イオンを検出する方法には，プロダクト

イオンスキャン法，プレカーサーイオンスキャン法

および選択反応検出法 (SRM)等があるが，ここでは

定量分析に一般的に用いられている SRMについて，

シングルMSの選択イオン検出法 (SIM)と比較して

述べる。

SIMおよび SRMの原理を図 �に示すが，SIMで

測定する場合，MS(Q1)で特定の質量数のイオンを

選択しても，質量数が同じであれば目的成分以外の

イオンも Q1を通過し検出される。一方，SRMで測

定する場合，第 1段目のMS(Q1)を通過したイオン

はコリジョンセル (Q�)でアルゴン等の不活性ガスの

HPLC

注入口
溶離液 カラム

ポ
ン
プ

検
出
器

図１　LC/MS/MS の概略

図２　MS(SIM) と MS/MS(SRM) の原理
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衝突を受け開裂した後，さらに第 �段目のMS(Q�)

で特定の質量数のイオンのみが選択され検出される。

このため，試料マトリックスや移動相の影響を受け

にくく，S/Nが向上した高感度の分析が期待できる。

図 �に LC/MS(SIM)と LC/MS/MS(SRM)により

測定したクロマトグラムを示すが，SRMによるクロ

マトグラムは SIMに比べて試料由来の夾雑ピークが

ほとんどなく相対感度が高いことがわかる。

ピ
ー
ク
強
度

ピ
ー
ク
強
度

図３　LC/MS と LC/MS/MS によるクロマトグラム

このように，LC/MS/MSによる分析は選択性が高

く定性面において非常に優れているが，定量面にお

いては大きな問題点がある。HPLCで分離された目

的成分はインターフェースでイオン化される際に，

試料マトリックスと相互作用を起こしイオン化が抑

制されたり促進されたりするため，MS/MSに導入

されるイオン数が変化し正確な定量が困難となる。

正確に定量するための手法としては，試料に安定

同位体元素でラベル化した内部標準（サロゲート）

を一定量添加し含有量を補正する内部標準法，試料

に濃度の異なる標準をそれぞれ添加し検量線を作成

し含有量を計算で求める標準添加法，試料と同じマ

トリックスを含有する標準溶液を用いる方法等が考

えられる。しかし，内部標準法に用いるサロゲート

は市販されていないことが多く，その他の方法はい

ずれも前処理が煩雑となり多大な労力を要するため，

日常実施する分析法としては採用しにくい。

ここで，試料マトリックスの影響によりイオン化

が実際に変化する事例９）について述べる。牛肝臓 1g

相当を C1�カートリッジカラムを用いて精製し調製

した試験溶液中のクロキサシリン（ペニシリン系抗

生物質）のピーク強度を図 �に示す。試験溶液量を

10，�0，�0，および 100mLに変化させ標準溶液のピー

ク強度と比較した結果，10mLでは 0.6�とイオン化

に与える影響が大きく見られたが，�0mLで 0.��，

�0mLで 0.��，100mLで 1.0�と試験溶液量を増加

することによりイオン化に与える影響はほとんど見

られなくなった。

標
準
溶
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図４　試験溶液量によるイオン化に与える影響

以上を整理すると，LC/MS/MSによる分析は非常

に選択性が高く夾雑ピークの影響がほとんどないこ

と，試料マトリックスによりイオン化効率は変化す

るが，試験溶液量を増加することによってその変化

をかなり緩和することができることが特徴といえる。

よって，我々は分析法を開発するにあたって，定量

下限を低く設定することだけにとらわれず，LC/MS/

MSの感度を考慮したうえで，試験溶液量を多くす

るなどしてできるだけ簡易に前処理を行うことを目

指した。また，試料マトリックスの中でも特に塩に

よるイオン化への影響が大きいため，カートリッジ

からの塩の溶出が少なく，水による塩の洗浄が容易

な逆相系のカラムによる精製を主体に分析法を開発

することにした。

３　分析事例
3-1　スクラロース（食品添加物）

(1)　分析法開発の意義

スクラロースはショ糖分子の３つの水酸基が塩素

に置換したノンカロリー甘味料でショ糖の 600倍の

甘味度を有する。カナダおよびアメリカをはじめ世
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界 �0ケ国以上で食品添加物としてその使用が認めら

れており，我が国においても 1���年 �月に食品添

加物として指定され使用基準が設定された。

食品中のスクラロースの分析法については，これ

までに紫外部吸収検出器 (UV)または示差屈折検出

器 (RI)付きHPLCおよびパルスドアンペロメトリー

検出器 (PAD)付きイオン交換クロマトグラフィー

(IC)を用いた報告がある。しかし，HPLC-UVでは

感度が低く，HPLC-RIおよび IC-PADにおいても

試料によっては単一カラムによる精製だけでは夾雑

物のピークを完全に除去することはできないものも

あるため，アルミナカラムや透析膜を併用すること

が必要で操作が煩雑になっている。

そこで，選択性および相対感度が高い LC/MS/MS

を用いて，食品中のスクラロースの分析法について

検討し，市販食品中の使用実態を調査した。

(�)　分析法

試験溶液の調製方法を図 �に，LC/MS/MSの測定

条件を表 1に示す。

図５　スクラロースの前処理方法

(�)　分析法の真度および精度

清涼飲料水，菓子類およびレトルト食品等 1�種類

の食品にスクラロースを �および 100ppm添加して

回収試験を行った。回収率は ��.1～ ��.�%，標準偏

差は 0.�～ �.�%と良好な結果が得られ，定量下限値

は 0.�ppmであった。

(�)　市販食品の使用実態調査

スクラロースの使用表示のある ��食品について使

用実態を調査した。表 �に示すとおり検出範囲は �.�

～ ��1ppmで，いずれの検体からもスクラロースは

検出されたが，使用基準値を超過するものはなかっ

た。

表２　市販食品中のスクラロースの分析結果

図 6に標準溶液とチョコレートから得られたクロ

マトグラムを示すが，定量に支障を与えるような試

料由来の夾雑ピークは見られなかった。

図６　スクラロースのクロマトグラム

3-2　メピコートクロリド（農薬）

(1)　分析法開発の意義

メピコートクロリドは植物体内において主にジベ

表１　スクラロースの測定条件
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レリンの前駆物質であるゲラニルピロリン酸からコ

パリルピロリン酸になる酵素反応を阻害することに

よりジベレリンの生合成を阻害し，細胞伸長および

分裂を抑制する植物成長調整剤である。我が国では

ぶどうに対して有核果数の増加および新梢伸長抑制

のために使用されている。その性状は，熱・光・酸・

アルカリに安定で食品への残留が危惧される。ポジ

ティブリスト制度の導入に伴い，ぶどう等への残留

に対して新たに暫定基準が設定された。

農産物中のメピコートクロリドの分析法について

は，ガスクロマトグラフ (GC)による方法や ICによ

る方法があるが，いずれも操作が煩雑で分析に時間

を要するばかりでなく，得られた分析結果も十分な

同定能力を有しているとはいえない。また，適用作

物であるぶどう中の残留実態に関する報告もない。

そこで，LC/MS/MSを用いてぶどう，ワインおよ

びジュース中のメピコートクロリドの分析法につい

て検討し，残留実態を調査した。

(�)　分析法

試験溶液の調製方法を図 �に，LC/MS/MSの測定

条件を表 �に示す。

図７　メピコートクロリドの前処理方法

表３　メピコートクロリドの測定条件

(�)　分析法の真度および精度

ぶどう，ワインおよびジュースにメピコートクロ

リドを 0.00�および 0.0�ppm添加して回収試験を

行った。回収率は ��.�～ �6.1%，標準偏差は 0.6～

6.6%と良好な結果が得られ，定量下限値は 0.001ppm

であった。

(�)　市販食品の残留実態調査

ぶどう 1�検体，赤ワイン �6検体，白ワイン 1�

検体およびジュース 11検体についてメピコートク

ロリドの残留実態を調査した。その結果，ぶどう �

検体から 0.01�～ 0.1��ppm，赤ワイン 1検体から

0.0��ppm，白ワイン �検体から 0.006～ 0.0��ppm

検出されたが，いずれも暫定基準値以下であった。

図 �に標準溶液とぶどうから得られたクロマトグ

ラムを示すが，定量に支障を与えるような試料由来

の夾雑ピークは見られなかった。

3-3　ニューキノロン剤（動物用医薬品）

(1)　分析法開発の意義

キノロン剤はサルファ剤とともに製剤の種類およ

び使用量が多い合成抗菌剤であり，1�60年代以降開

発されてきたナリジクス酸等のオールドキノロン剤

とその骨格にフッ素を付加したエンロフロキサシン

等のニューキノロン剤に区別される。ニューキノロ

ン剤はグラム陰性菌に対して広い抗菌スペクトルを

示すばかりでなく，オールドキノロン剤では抗菌活

性を示さないグラム陽性菌およびマイコプラズマに

対しても強い抗菌力を示す。このため，呼吸器系疾

患や消化器系疾患等の治療薬や予防薬として家畜に

対して広く使用されているほか，魚病治療薬として

図８　メピコートクロリドのクロマトグラム
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も養殖魚介類に対して使用されている。

一方，これらの薬剤が残留した畜水産食品を摂取

することにより，アレルギー性の副作用や薬剤耐性

が引き起こされることが懸念されており，食品の安

全性を確保するため迅速かつ精度の良い分析法が求

められている。

畜水産食品中のニューキノロン剤の残留分析につ

いては，HPLC-UVや蛍光検出器付き高速液体クロ

マトグラフ (HPLC-FL)による方法が一般的である

が，検出限界がおおむね 0.01ppmと高く，分析結果

もクロマトグラム上のピークの保持時間や吸収波長

など選択性が低い情報から得られたものであるため，

十分な同定能力を有しているとはいえない。

そこで，LC/MS/MSを用いてエノキサシン (Eno)，

オフロキサシン (Oflo)，シプロフロキサシン (Cip)，

ダノフラキサシン (Dano)，ロメフロキサシン (Lome)，

エンロフロキサシン (Enro)およびサラフロキサシン

(Sara)の �種類のニューキノロン剤について食品中

の同時分析法を検討し，残留実態を調査した。

(�)　分析法

試験溶液の調製方法を図 �に，LC/MS/MSの測定

条件を表 �に示す。

(�)　分析法の真度および精度

牛筋肉，豚筋肉，鶏筋肉，牛乳，エビおよび鰻蒲

焼に各薬剤を 0.01および 0.1ppm添加して回収試験

を行った。回収率は鰻蒲焼からの Enoを除けばいず

れも 60%以上で，標準偏差も 10%以内であり，残

留分析法としておおむね満足できる結果が得られた。

検出限界値は Enoおよび Cipが 0.00�ppm，その他

の薬剤が 0.001ppmであり，定量下限値は Enoおよ

び Cipが 0.00�ppm，その他の薬剤が 0.00�ppmで

あった。

(�)　市販食品の残留実態調査

牛筋肉 �0検体，豚筋肉 �検体，鶏筋肉 �検体，

牛乳 16検体，エビ 1�検体および鰻蒲焼 �0検体に

ついてニューキノロン剤の残留実態を調査した。そ

の結果，鰻蒲焼 �検体から Enroが痕跡（0.001～

0.00�ppm）～ 0.0��ppm，その代謝物である Cipが

痕跡（0.00�～ 0.00�ppm）～ 0.010ppmの範囲で検

出された。

図 10に標準溶液と鰻蒲焼から得られたクロマトグ

ラムを示すが，定量に支障を与えるような試料由来

の夾雑ピークは見られなかった。

3-4　パツリン（カビ毒）

(1)　分析法開発の意義

パツリンはペニシリウム属やアスペルギルス属等

の真菌によって産生されるカビ毒で，真菌が付着し

た果実等から検出され，汚染の可能性が高い主要食

品としてりんご果汁が知られている。パツリンの毒

性については，動物実験において，消化管の充血，

出血，潰瘍等の症状が認められている。食品，添加

物等の規格基準の一部が改正され，りんごジュース

および原料用りんご果汁中のパツリンについて新た

に成分規格が設定された。

パツリンの分析法については，告示では HPLC-

UVを用いているが，操作が煩雑で夾雑ピークの影

響を受けやすい。また，前処理のアルカリ洗浄の際

に分解しやすく検出限界値も 0.01ppmと高い。

そこで，1�Cでラベル化したサロゲートを用いて，図９　ニューキノロン剤の前処理方法

表４　ニューキノロン剤の測定条件
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りんごジュース中のパツリンの LC/MS/MSによる分

析法について検討し，残留実態を調査した。

(�)　分析法

試験溶液の調製方法を図 11に，LC/MS/MSの測

定条件を表 �に示す。

図 11　パツリンの前処理方法

μ

表５　パツリンの測定条件

(�)　分析法の真度および精度

りんごジュースにパツリンを 0.1ppm添加して

回収試験を行った。内部標準で補正した回収率は

��.�%，相対標準偏差は 1.�%と良好な結果が得られ，

定量下限値は 0.001ppmであった。

(�)　市販食品の残留実態調査

りんごジュース 16検体についてパツリンの残留

実態を調査した結果，国産ストレート（6検体）で

はパツリンは検出されなかった。濃縮還元（�検体）

および炭酸飲料（1検体）ではすべての検体から 0.00�

～ 0.011ppm検出されたが，いずれも成分規格に適

合していた。

図 10　ニューキノロン剤のクロマトグラム

図 12　パツリンのクロマトグラム
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図 1�に標準溶液とりんごジュースから得られたク

ロマトグラムを示すが，定量に支障を与えるような

試料由来の夾雑ピークは見られなかった。

3-5　テトロドトキシン（フグ毒）

(1)　分析法開発の意義

テトロドトキシン（TTX）は，マフグ科魚類や巻

貝ボウシュウボラ等に含まれる強力な神経毒である。

熱・光・酸に安定で通常の調理法では分解されず，

自然毒による食中毒の代表的な原因物質となってい

る。特に，フグによる中毒の発生は依然としてあと

をたたず，国内における死者数は全食中毒による死

者数の約半数を占めている。

TTXの分析法には，公定法のマウスを用いた生

物学的試験法があるが，死亡の判定に伴う分析精度

の問題やマウスの管理が煩雑で緊急時には対応しに

くいなどの問題がある。理化学的試験法としては，

HPLC-FLや GC/MSを用いる方法が報告されてい

るが，強アルカリによる分解やトリメチルシリル誘

導体化が必要で操作が煩雑である。また，これらの

報告の多くは分析方法についてのみ検討したもので，

実際の中毒事例において患者の血清・尿などの試料

を分析した報告は少ない。

そこで，LC/MS/MSを用いて TTXの分析法を検

討し，フグ組織および実際の中毒事例における試料

について TTXを分析した。

(�)　分析法

試験溶液の調製方法を図 1�（フグ組織）および図

1�（血清・尿）に，LC/MS/MSの測定条件を表 6に

示す。

(�)　分析法の真度および精度

シロサバフグの筋肉，皮，肝臓に TTXを 0.1お

よび 1ppm，健常人の血清・尿に 0.�ng/mLおよび

�ng/mL添加して回収試験を行った。フグ組織の回

収率は ��～ �0%，相対標準偏差は 0.�～ �.6%，血

清・尿の回収率は ��～ 101%，相対標準偏差は �.6

～ 6.�％と良好な結果が得られた。検出限界値はフグ

組織で 0.01ppm，血清・尿で 0.1ng/mLであった。

(�)　フグ組織の実態調査

クサフグ �個体，ヒガンフグ �個体，コモンフグ

�個体，ショウサイフグ �個体の計 10個体の筋肉，

皮および肝臓計 �0検体について TTXの実態を調査

した。表 �に示すとおり筋肉から 0.0�～ 1.�ppm（0.�

～ �.�MU/g：1MUは体重 �0gのマウスを �0分で

死亡させる毒量で TTX0.��mgに相当する），皮か

ら 1.�～ ��ppm（�.�～ ��0MU/g），肝臓から 0.1�

～ 1�0ppm（0.�～ 6�0MU/g）の TTXが検出され

た。販売可能な筋肉についてはいずれも無毒レベル

（10MU/g未満）であったが，皮および肝臓について図 13　テトロドトキシンの前処理方法（フグ組織）

図 14　テトロドトキシンの前処理方法（血清・尿）

表６　テトロドトキシンの測定条件
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はほとんどが弱毒レベル（100MU/g未満）または強

毒レベル（1,000MU/g未満）であった。また，同じ

種類のフグでも個体差が見られ，特にショウサイフ

グの肝臓では 100倍以上の差があった。

表７　フグ組織中のテトロドトキシンの分析結果

(�)　フグによる中毒事例における分析結果

フグによる中毒事例 �件について患者の血清 �検

体および尿 �検体を分析した結果，血清から 0.�～

1.�ng/mL，尿から 1�～ 1�0ng/mLですべての検体

から TTXが検出された。また，残品であるコモンフ

グの筋肉 �検体，味噌汁 1検体およびスープ 1検体

を分析した結果，それぞれ �.�～ �.�ppm，�.�ppm

および 1.�ppmの TTXが検出された。

図 1�に標準溶液，フグの肝臓および中毒患者の血

清から得られたクロマトグラムを示すが，定量に支

障を与えるような試料由来の夾雑ピークは見られな

かった。

４　おわりに
以上述べたように，LC/MS/MSは選択性が高く

定性能力に優れているが，インターフェースでのイ

オン化の際に試料マトリックスの影響を受け検出感

度が変化しやすい。あらかじめ精度を検証して試料

マトリックスが類似した特定の食品のみを分析する

には非常に有用であるといえる。また，今回の報告

事例で示したように，目標とする定量下限を満足で

きるのであれば，できるだけ試験溶液の量を多くし

たり希釈したりすることによって精度よく分析する

ことができる。しかし，加工品等では原材料の種類

や製造工程が著しく異なり試料マトリックスが複雑

であるため，無作為にこのような食品を選択し分析

する場合などは，その都度分析精度を検証する必要

があり，かなりの労力を要することになる。今後，

LC/MS/MSが食品分析分野においてさらに能力を発

揮し，GCや HPLCのような汎用機器となるために

は，機器メーカーがマトリックスの影響を受けにく

いインターフェースを開発したり，試薬メーカーが

多くの種類のサロゲートを開発したりしていく必要

がある。
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研究報告

生物生息空間モデルによる
樹林・水辺空間の生態系的価値の評価

　大　井　和　之＊

＊（財）九州環境管理協会　環境部

�1

１．はじめに
樹林があれば，そこでは鳥が巣を掛けているだろ

う。草地ではチョウが花の蜜を吸っており，池では

トンボがヤゴから羽化しているだろう。では，樹林

から 100m離れた草地と 1km離れた草地では餌を

捕りに来る鳥の種類は同じだろうか。目の前に田ん

ぼがある住宅と，水田から遠く離れた住宅では飛来

するチョウの数や種類は同じだろうか。経験的には，

これらは同じではなく，樹林や水辺の存在は，その

周辺を含めて生物相を豊かにしていると考えられる。

では，市街地に残された小面積の樹林が，どれぐら

いの範囲の生物相をどの程度豊かにしているか，定

量的に示せないだろうか。また，生物相の豊かさへ

の寄与を，樹林や水辺空間の価値として評価するこ

とはできないだろうか。

環境影響評価の生態系の項目では，注目種や生物

群集への影響を予測し，影響の回避，最小化の評価

を行う必要がある（生物の多様性分野の環境影響評

価技術検討会，�00�）。そのため，生態系の定量的

な評価手法の整備が進められつつあり，特に注目種

に対する HSI (Habitat Suitability Index)モデルの

構築に関しては多くの取り組みがなされている。こ

れらのモデルは，希少種などの注目される種に対す

る影響の回避や代償などの保全対策の検討に用いら

れる。一方で，生物群集を対象とした生態系の定量

的な評価手法についての取り組み例はほとんどなく，

特に注目される種の生息環境として特筆されること

のない，小面積の樹林やため池などの地域の生態系

への寄与を評価する手法は確立されていない。

本研究では，地域の生態系を指標する生物として，

身近に自然を感じさせる生きものでもある鳥類，チョ

ウ類，トンボ類を対象として，場所による生物相の

違いを，地形や植生，土地利用と対応づけてモデル

化し，地図情報から生物相を推測することを試みた。

生物相は，多変量解析を用いて類型化を行い，類型

の分類を説明する地形や植生などの環境条件を探索

してモデルを構築した。このモデルによって，地図

上の任意の地点の生物相を推測することが可能とな

り，環境の変化による生物相の変化も予測できる。

本稿では福岡市の生物生息空間地図をケーススタ

ディとして，生物生息空間モデルの構築，モデルを

用いた生物生息空間地図の作成，生物生息空間地図

による予測評価について論じる。

２．生物生息空間モデルの構築
２．１　鳥類と昆虫類の生息状況の調査と解析

生物の生息状況の調査対象は，移動性のある動物

の中で比較的確認が容易な「身近な生きもの」でも

ある鳥，チョウ，トンボを対象とした。

調査地点は，評価対象とする福岡市全域から，樹

林地，農地，公園，ため池，住宅地，幹線道路など

を選んだ。調査は �00～ �00ｍのルートを移動しな

がら �0分間にわたり観察された鳥類，チョウ類ま

たはトンボ類の種名と個体数を記録した。�00�年と

�00�年の夏季の調査により，鳥類は 1�0地点，チョ

ウ類は 1�0地点，トンボ類は 106地点の生息状況を

記録した。

生息状況のデータは，分類型の多変量解析手法の
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1つである TWINSPAN１）によって分類した。群集

の分類は，まず鳥類の調査データを用いてＡ～Ｇの

７つの類型に分け，次に，Ｂ，Ｅ類型に分類された

調査地点ではトンボ類のデータを用いた細区分を，

Ｃ，Ｄ類型に分類された調査地点ではチョウ類のデー

タを用いた細区分を行った（図１）。

２．２　統計解析によるモデルの構築

調査地点の生物群集の類型と，周辺の土地利用な

どとの関係をモデル化するため，分類樹木２）または

決定木分析とよばれる解析を行った。分類樹木は，

サンプルを２つに分割する説明変数を探す作業を繰

り返すため，得られたモデルは２分岐の枝分かれを

繰り返す樹木状になる。このため，モデルが単純で

分かりやすく，予測される生息空間の境界線を地図

上に引くことも容易である。

モデルの説明変数となる地形，植生については，

数値地図や福岡市植生図 (�001)の GISデータを用

いた。植生については，探索する説明変数の数を減

らしモデルに有効な変数とするため，個別の群落区

分を再分類して天然林，人工林，植栽林，草地，耕

作地，市街地，水系の �区分とした。また，調査地

点はルート上の 1点を代表地点とし，GISを用いて

樹林や耕作地，水系までの距離や最近隣樹林の面積

などを測定した。これらの説明変数を用いて分類樹

木によって生物生息空間モデルを構築した（図２）。
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…図１　群集類型と主な指標種
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図２　生物生息空間モデル
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３．樹林，水辺の生態系的価値の評価
３．１　生物生息空間地図の作成

前節の生物生息空間モデルを，地図上の樹林や耕

作地，ため池の分布に当てはめることによって，地

域の生物相を推定することができる。このような生

物生息空間の分布を示した地図を生物生息空間地図

という。モデルと �001年の植生図から福岡市の生

物生息空間地図を作成した（図３）。

図３　生物生息空間モデルを用いて作成した福岡市の生物生息空間地図
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地図で表された生物生息空間の分布をみると，図

１に示したようにウグイスやキビタキなどで特徴づ

けられるＧ類型の生物群集は �0ha以上の大規模樹

林の内部に出現し，福岡市南部の油山や背振山地に

広い生息空間があると推定される。また，コサギや

ヒバリで特徴づけられるＡ類型は，農耕地とその近

傍に出現し，水田と密接な関係がある生物群集であ

ると考えられる。スズメとヤマガラが両方出現する

Ｆ類型は，開けた環境と樹林が接している林縁部の

環境に関係した生物群集と考えられる。住宅地や商

業地を含む市街地では，メジロやコゲラの出現する

Ｄ類型と，それらが現れないＣ類型の群集がみられ，

チョウ類によって細区分される。これらの生息空間

は小規模な樹林や耕作地からの距離によって定義さ

れる。サギ類やカイツブリなどの水鳥で特徴づけら

れるＢ類型とＥ類型はため池と関係した生物群集で

ある。

なお，今回のモデルでは，Ｂ類型とＥ類型につい

ては，トンボ類による細区分（Ｂ１～Ｂ３，Ｅ１～

Ｅ２）が池の開放水面と水生植物群落の面積割合と

の関係で説明されるが，調査地以外の池の水生植物

群落面積の情報がないので，地図上ではＢ類型とＥ

類型の細区分は示せなかった。

３．２　群集類型の評価

ある樹林の生態系的価値を評価するためには，仮

にその樹林がなくなったとして，生物生息空間地図

がどう変化するかを見てみればよい。樹林がなくなっ

たことによって，樹林の場所ではＦ類型の生物生息

空間がＤ類型に変化するかもしれないし，近くの別

の場所ではＤ類型の生物生息空間がＣ類型に変化す

るかもしれない。この時，変化前と変化後の類型の

生態系的価値の差に，生息空間の変化面積をかけた

ものを，この樹林の生態系的価値と考えることがで

きる。

群集類型の生態系的価値を示すもっとも単純な指

標として，各類型の調査地点で観察された平均の出

現種数が考えられる（表１）。観察種数の多い類型は，

より豊かな生物相であると言うことができる。さら

に，出現頻度の多い種は軽く出現頻度の少ない種は

重くする重み付けをつけることで，種の希少性を加

味した評価指標となる（表２）。

表１と表２を比べると，Ａ類型とＧ類型，Ｆ類型

とＥ類型の順序が入れ替わっているが，他の順序に

は変化がない。農耕地に出現するＡ類型では，出現

種数が多いもののＤ類型やＣ類型で出現する種と共

通種が多いため，希少性による重み付けを行うと，

他の類型との共通種が少ないＧ類型に逆転された。

評価指標により差はあるが，おおむねＡ類型やＧ類

型の生態系的価値が高く，Ｃ類型の生態系的価値は

低いと評価される。

（鳥類） （トンボ類） （チョウ類）
類型 平均確認種数 類型 平均確認種数 類型 平均確認種数
Ａ類型 14.0 Ｅ２類型 9.9 Ｄ３類型 10.8
Ｇ類型 11.8 Ｂ３類型 8.4 Ｄ１類型 9.4
Ｆ類型 10.8 Ｅ１類型 7.9 Ｄ２類型 6.9
Ｅ類型 9.3 Ｂ２類型 7.2 Ｃ２類型 5.0
Ｂ類型 8.0 Ｂ１類型 6.1 Ｃ１類型 4.2
Ｄ類型 7.7
Ｃ類型 6.8

表１　出現種数

（鳥類） （トンボ類） （チョウ類）
類型 重み付け種数 類型 重み付け種数 類型 重み付け種数
Ｇ類型 1.08 Ｅ２類型 0.76 Ｄ３類型 0.39
Ａ類型 0.93 Ｂ３類型 0.31 Ｄ１類型 0.28
Ｅ類型 0.51 Ｅ１類型 0.25 Ｄ２類型 0.19
Ｆ類型 0.46 Ｂ２類型 0.19 Ｃ２類型 0.095
Ｂ類型 0.36 Ｂ１類型 0.17 Ｃ１類型 0.089
Ｄ類型 0.21
Ｃ類型 0.18

表２　重み付け種数

３．３　過去の生物生息環境の推定

生物の保全という考えからは，過去に比べて現在

において減少している生息空間は，保全をはかるべ

き価値のある生態系と評価することができる。そこ

で，過去の地形図を基にした 1��0年頃の福岡市の

樹林と耕作地，ため池の分布図から，同じモデルを

用いて過去の生物生息空間地図を作成した（図４）。

図３と図４を比較すると，出現種数の多いＡ類型

の空間が減少し，出現種数の少ないＣ類型が拡大し

ていることが読みとれる。また，Ｄ類型がＣ類型に，

Ｇ類型がＤ類型に変化している場所でも生態系的価

値が減少している。耕作地や大面積の樹林が生態系

的価値の高い空間に大きく寄与していることがわか

る。
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３．４　環境の変化による影響の予測

ａ）　樹林の消失による影響の予測

大きな樹林の一部を改変（造成）することは，生

物相にどのような影響が生じるだろうか。図５左下

のような改変（この例は架空のものである）があると，

Ｆ類型やＤ類型の生物生息空間は増加するが，Ｇ類

型の生物生息空間は大きく減少する。同じ面積の改

変でも図５右下のように形を変えることで，Ｇ類型

とＦ類型の増減を変えることができる。Ｇ類型は生

態系的価値が高いと評価されるため，改変の影響を

低減するためには，Ｇ類型の減少面積を小さくする

ような造成地の形状を選択することが望まれる。改

変部の形を変えた生物生息空間地図を作成すること

で，生息空間への影響を予測評価することができる。

ｂ）　自然再生による効果の予測

樹林が近くにない市街地では，Ｃ類型の生息空間

が広がっているが，小規模な樹林を再生させること

で，Ｃ類型より生物相の豊かなＤ類型の生息空間を

拡大することができる。さらに，耕作地を再生する

ことができれば，Ｄ類型の中でも生物相が豊かなＤ

３類型が広がる（図６）。市街地の中に飛び石状に樹

林や耕作地を再生することは，地域の生物相を豊か

にすると言える。庭や街路樹で鳥がさえずり，チョ

ウが舞う，自然環境と共生するまちづくりを計画す

る場合には，樹林や耕作地が市街地の中に維持され

ることが必要だが，生物生息空間モデルを用いるこ

とにより，生物相を豊かにする効果の高い適切な配

置を決めることができる。

図６　飛び石状の樹林・耕作地の効果

４．おわりに
本調査研究では，観察しやすい生物群に絞って，

短時間，多地点の生息状況調査を行い，その結果を

統計的に処理することによって，福岡市全域という

広域に適用できる生物生息空間モデルを構築した。

このモデルを用いて，地域の生物相の豊かさに，樹

図４　1970 年頃の生物生息空間地図

図５　樹林の改変の影響予測
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林や耕作地，ため池がどの程度寄与しているかを示

すことができた。

生物相と環境条件の関係をモデル化する手法とし

て，TWINSPANなどによる群集の類型化と分類樹

木（決定木分析）の組み合わせは，結果として得ら

れるモデルがわかりやすいという点で優れている。

環境条件となる植生などの情報は，今回は GISに入

力された植生データを利用したが，衛星画像などか

ら面的データを入手することも可能になっており，

今後はより多様な説明変数を用いて精度の高いモデ

ルを構築していくことが可能になるだろう。

生物相が群集の類型で示されるため，注目種の「い

る／いない」に比べると価値評価の段階でわかりに

くさがある。群集類型の評価は単純には出現種数や

重み付け種数で可能である。わかりやすくするため

には，Ｇ類型は「自然度１」，Ａ類型は「自然度２」

といった任意の指標値を与えることも考えられる。

出力となる地図を分かりやすくする工夫が今後求め

られる。

今回構築したモデルは，特に，生物相があまり豊

かでない市街地や郊外地域の，小規模な樹林や水辺

空間の生態系的価値の評価に適している。自然環境

と共生するまちづくりの計画や指針の策定，市街地

を再開発する事業の戦略的環境アセスメントなどに

有力なツールとなることが期待される。

謝辞
本調査研究は，平成 1�年度と 1�年度に福岡市環

境局環境共生課より委託された「市域生態系調査業

務」の中で行われた。調査研究にあたっては，福岡

市環境局の関係各位に多大なご支援をいただいた。

この場をお借りして謝意を表したい。

補注
 1 ） TWINSPAN(Two-way indicator species 

analysis)

分類型の多変量解析のひとつ。分析にはmjm

社の PC-ORDを用いた。

 � ） 分類樹木 (Classification tree)

カテゴリー型の応答変数の値の変化を 1ない

し複数の説明変数により説明するモデルを作成

する手法。加藤ら (�00�)に詳しい。分析には

StatSoft社の STATISTICAのパッケージを用

いた。

引用文献
加藤和弘・一ノ瀬友博・高橋俊守 (�00�) “分類樹

木を用いた生物生息場所の分類 河川水辺の鳥類を対

象とした事例研究”，応用生態工学 �(�)， 1��-�01.

生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会編

(�00�) 環境アセスメント技術ガイド 生態系，財団法

人 自然環境研究センター，東京，���pp.

本論文は，平成 1�年 �月に横浜で行われた，環境

アセスメント学会 �006年度研究発表会の発表要旨

を再編集したものである。
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加布里湾におけるカブトガニの生息状況と
カブトガニ産卵場造成効果の検証

　柴田幸次＊・大平　裕＊＊

＊（財）九州環境管理協会　環境部　＊＊同 普及啓発部
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１．はじめに
カブトガニは，二億年以上も前からその形を変え

ず，現在まで生き続けていることから「生きている

化石」といわれている。しかし，その生息数は海岸

の埋め立て，海水の汚染などの影響によって減少し，

絶滅が危惧されている。

福岡県糸島郡志摩町と前原市の加布里湾奥に位置

する砂浜・干潟は，カブトガニの産卵場および幼生

の生息場となっている。

福岡県は，加布里湾の湾奥部北側に主要地方道福

岡志摩前原線の改築工事を行うにあたり，工事に伴

うカブトガニの保全措置として，消滅する産卵場の

代替地の造成と工事後の産卵場の整備および環境監

視を行うこととした。

本報は，工事着手に伴い造成した産卵場の代替地

（以下，産卵実験場）の機能評価と加布里湾における

カブトガニの生息状況を報告するものである。

２．調査地区および産卵実験場の概要
2.1　調査地区

調査地区は，図１に示す福岡県糸島郡志摩町と前

原市の加布里湾奥である。ここには，雷山を源流と

する全長 1�.�kmの二級河川である雷山川が流入し

ている。

2.2　産卵実験場

産卵実験場（写真１）は，図２に示す雷山川河口

北側に平成 1�年４月に造成された。

写真１　産卵実験場（平成 19年８月撮影）

一般にカブトガニは，大潮の満潮時に来浜し産卵

する。また泥地や砂地でも常時海水に浸かる所では

産卵しない。このためカブトガニの産卵適地は，満

潮線近くの砂地の海岸となる。

産卵実験場の基本設計に先立ち，現地の産卵場の

底質，地盤高，カブトガニの産卵行動，既存資料な

どを調査し，造成条件を検討した。検討の結果から

加布里湾

福岡市

福岡県

図１　調査地区の位置
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図２　産卵実験場の平面図

得られた造成条件を以下に示す。

・砂質：中央粒径 0.�～１mm

・砂の厚さ：�0cm以上

・地盤高：小潮満潮線～大潮満潮線

・砂の流失防止：突堤の築造

・造成時期：産卵シーズンの６～９月を避ける

この検討結果を基に産卵実験場の設計・造成を行っ

た。

３．調査方法
3.1　調査対象

調査対象は，カブトガニのつがい，卵塊，幼生と

した。カブトガニのつがいは，産卵実験場への来浜

状況を観察し，卵塊と幼生は，加布里湾における分

布状況の把握を行った。

3.2　調査方法

3.2.1　産卵実験場へのつがい来浜状況調査

カブトガニは，大潮期の満潮時前後につがいで来

浜し，産卵する（写真２，３）。

産卵実験場でのつがい来浜状況調査は，毎年７月

中旬から８月中旬の大潮期に６日間，１日あたり２

回の満潮時（観察時間：満潮前２時間，満潮後１時

間の計３時間）に産卵実験場へ来浜するカブトガニ

つがい数とその産卵行動を観察・記録した。

3.2.2　産卵場分布調査

カブトガニは，卵を地表面下約 10～ 1�cmの砂中

に塊として産みつける（写真４）。

産卵場分布調査は，調査区域の砂浜部分に護岸壁

に対し約 ��゜の角度で測線を設定し，この測線上の

砂部分を幅 ��cmのスコップで約 �0cmの深さまで

掘って，砂中に産みつけられた卵塊を確認した（写

真５）。

写真２　カブトガニのつがい

写真４　カブトガニの卵塊

写真３　産卵泡注1）
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3.2.3　幼生分布調査

カブトガニの幼生は，泥質から砂泥質の干潟に生

息する（写真６）。

幼生分布調査は，干潮時に調査区域の護岸に沿っ

て 10ｍ間隔で起点を設け，起点から南西方向の沖合

に向けて測線を設定し，測線上（片側２ｍ，両側で

計４ｍ）のカブトガニの幼生を目視により計数した。

確認した幼生は，全長，前体幅をノギスで測定・記

録した。

写真６　干潟上のカブトガニ幼生

４．調査結果
4.1　産卵実験場へのつがい来浜状況調査

平成 1�～ 1�年に産卵実験場で確認された来浜つ

がい数を図３に示す。

産卵実験場に来浜したカブトガニのつがい数は，

造成した翌年の 1�年は３つがい，その後 16～ 1�

年は 1�～ 1�つがいであった。

図 �のとおり産卵実験場のＡ区は，Ｌ字型突堤の

北側にあり，カブトガニは砂浜に沖合から来浜する

ほか，護岸沿いに北側からも来浜することができる。

Ｂ区は２本の突堤の間にあり，沖合から来浜する必

要がある。表１に示すようにＡ，Ｂ区に来浜したつ

がい数をみるとＡ区がＢ区に比べて多い。これは，

Ａ区の北側には突堤がないため，Ｂ区に比べて進入

が容易であることが要因と考えられる。

4.2　産卵場分布調査

平成８，1�～ 1�年の卵塊出現状況を図４に示す。

対象期間内の主な工事内容は① 1�年４月の産卵実験

場完成　② 1�～ 1�年度の道路改築工事とそれに伴

う埋め立て工事　③ 16年度の該当区間の道路改築工

事完了である。

調査区全体で確認された卵塊数は，��～ 1��の範

囲にある。調査年による増減がみられるものの 1�年

は 6�卵塊が確認され，道路改築工事（埋め立て）前

の８～ 1�年と同程度であった。

（単位：つがい）
14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 合 計

Ａ　区 1 3 3 11 14 12 44

Ｂ　区 2 2 7 3 4 3 21

合　計 3 5 10 14 18 15 65
注）各年度とも調査回数は同じ

表１　区別つがい数
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図４　平成８，12〜 19 年の卵塊数

写真５　産卵場分布調査 0
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調査区別に卵塊数をみると，産卵実験場は 1�年の

造成直後から卵塊が確認され，16年以降は総卵塊数

の �1～ �6％を占めている。道路改築工事区間では，

工事中の 1�～ 16年度には０～１卵塊であったが，

工事終了後の 1�～ 1�年は５～ 1�卵塊が確認され，

回復傾向にある。

4.3　幼生分布調査

平成 1�～ 1�年のカブトガニの幼生個体数を図５

に示す。
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図５　平成 12〜 19 年の幼生個体数

調査区全体の幼生個体数は，道路改築工事完了後

の 1�年以降では �1�～ �6�個体で推移し，それ以

前の 1.�～２倍の個体数となっている。

調査区別では産卵実験場の造成後に，その前面の

干潟でカブトガニ幼生の個体数が増加した。特に，

16年以降は総個体数の 6�～ �0％を占め，生息密度

も高くなった。

５．まとめ
道路改築工事に伴うカブトガニの保全措置として

造成された産卵実験場は，造成直後からつがいの来

浜，卵塊が確認され，産卵実験場周辺の干潟上には

カブトガニ幼生の個体数が増加するなど，産卵場と

して十分に機能しているものと考えられる。

また，①突堤による流失防止効果で産卵場の砂は

流失が少なく維持されている，②小潮満潮線～大潮

満潮線の範囲が産卵に利用されているなど，産卵場

整備前の検討時の予想に近い結果が得られた。

しかしながら，つがいの来浜状況調査中にヨシ・

ビニールなどの河川由来のゴミやアオサ等が産卵実

験場の汀線付近に堆積・浮遊しているのがみられた

（写真７）。これらの堆積・浮遊物は，産卵の障害と

なることから，産卵実験場への漂着・堆積を防止す

ることが必要である。

６．おわりに
加布里湾では，かつて主要な産卵場所であった道

路改築工事区間に，平成 �0年の冬季，新規産卵場が

復元されたところである。

この新規産卵場は，ゴミ・アオサ堆積の対策とし

て突堤の高さを大潮満潮時の潮位よりも低くするな

ど，新たな工夫も行っており，産卵実験場同様にカ

写真７　ゴミ・アオサの堆積・浮遊状況
（平成 19年７月撮影）　　　

写真８　新規産卵場（平成 20年２月撮影）
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ブトガニの保全に役立つものと考えられる。今後は，

新規産卵場が十分に機能しているかモニタリングし，

順応的に管理していくことが望まれる。

最後に，貴重な資料をご提供いただいた福岡県前

原土木事務所に感謝申し上げます。

注

 1 ） 産卵泡：カブトガニは砂浜を脚で掘りながら，砂中に卵
を産みつける。この時砂中の空気が気泡となって水面に

浮かび円形の泡となる。

ネパールの子供たち
2006 年 4月 12 日撮影，カメラ　PENTAX…Optio…S60

アンナプルナサウス（7219 ｍ）と五色の旗（タルチョ）
2006 年 4月 16 日撮影，カメラ　PENTAX…Optio…S60
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SAGA-LS による標準試料の蛍光X線分析
−トライアルユースでの検討−

　川　村　秀　久＊

＊（財）九州環境管理協会　調査分析部

��

1　はじめに
佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター

（SAGA-LS）は，シンクロトロン光の産業応用を目

的に，平成 1�年 �月に佐賀県鳥栖市に開所した九

州初のシンクロトロン光利用施設である。SAGA-LS

は入射用 �60MeV電子線形加速器と 1.�GeV電子蓄

積リングから構成されている（表 1）。偏向電磁石か

ら放出されるシンクロトロン光の臨界エネルギーは

1.�keVで，赤外から �0数 keV程度の X線まで利

用可能である。現在までに，県有ビームライン �本

（BL0�，BL1�及び BL1�）と専用ビームライン 1本

（BL1�）が整備され，X線回折など各分析装置が導

入されつつある（図 1に実験研究棟 1階見取図，表

�にビームライン概要）。

シンクロトロン光を利用した蛍光 X線分析は，試

料を非破壊で分析でき，S/Nの良いデータを得るこ

とができる利点がある。本研究では，トライアルユー

スを利用して �種類の標準試料の蛍光 X線分析を行

い，得られたスペクトルから元素を定性しその定量

下限値の算出を試みた。さらに，環境分析への適用

可能性について検討を加えた。

2　実験
2．1　試料

分析対象試料として，元素組成の異なる �種類の

試料，岩石標準試料（JG-1a），海底堆積物標準試料

表 1　線形加速器と蓄積リングの概要
項　　目 詳　　　　　　　　細

線形加速器

全長 �0m
電子加速エネルギー �60MeV

主要装置 電子銃，加速管，偏向・�極電磁石及び電源，真空槽及び真空ポンプ類，各種モニター，
クライストロンなど

蓄積リング

周長 ��.6m
電子加速エネルギー 1.�GeV
蓄積電流 1�0mA
蓄積寿命 �時間

主要装置 高周波加速空洞，偏向電磁石，�極電磁石，6極電磁石，セプタム電磁石，キッカー
電磁石，真空槽及び真空ポンプ類，各種モニター，クライストロン，挿入光源など

表 2　ビームラインの概要
名　　　称 領域 分析手法 利用分野

【BL0�】
材料加工・プロセス開発
ビームライン

白色光
(分光なし )

照射 三次元微細加工など

【BL1�】
軟 X線利用材料分析
ビームライン

�0eV～
1�00eV

光電子分光
XAFS

半導体・有機材料・金属材料
等の電子状態分析，局所構造
解析

【BL1�】
構造科学イメージング分析
ビームライン

�.1KeV～
��ｋ eV

X線回折
XAFS
蛍光 X線分析

半導体・磁性体薄膜等組成分
析，構造解析，高分子材料等
イメージング
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（JMS-1）および石炭灰標準試料（NIST-16��b）を

選定した。それらの �mg～ 100mgを精秤した後，

ポリエチレンバッグに密封した。これをアクリル製

試料ホルダー（内寸φ �0mm，外寸 �0× �0mm）

に固定し蛍光 X線分析試料とした（図 �）。その蛍光

X線分析試料名と供試料量を表 �に示す。なお，同

時にブランク試料も調製した。

表 3　蛍光 X線測定試料名と供試料量
蛍光 X線測定
試料名 試料名 供試料量

〔mg〕
JG-1a-1 岩石標準試料 �.��
JG-1a-� 〃 1�.��
JG-1a-� 〃 ��.��
JMS-1-1 海底堆積物標準試料 �.��
JMS-1-� 〃 �0.1�
JMS-1-� 〃 10�.�0
NIST-16��b-1 石炭灰標準試料 �.��
NIST-16��b-� 〃 1�.�6
NIST-16��b-� 〃 10�.��

2．2　蛍光 X線分析

蛍光 X線分析には，BL1�の �0keVのシンクロ

トロン光を利用した（図 �）。試料台に蛍光 X線分

析試料を固定する際には，レーザーでその照射位

置を確認した。大気圧で �0分間照射（照射面積：

�× 10mm）し，発生する蛍光 X線を SDD検出器

（Vortex-EX，SEIKO EG&G）で検出しスペクトル

BL09（県有）工作室

実験
準備室4

実験
準備室3

実験
準備室2

実験
準備室1

安全
管理室

制御室

リニアック室

クライトロン室
冷却水装置室

電源室

電子銃

BL13（佐賀大学）

BL15（県有）

BL12（県有）

実験ホール

図１　実験研究棟１階見取図

図２　蛍光Ｘ線分析試料
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を得た（図 �）。なお，蛍光 X線分析試料とともに，

ブランク試料と亜鉛薄板試料も分析に供した。

亜鉛薄板試料の測定で得た亜鉛のピーク（Kα）

のチャンネル値を �.6�keVとし，これを利用するこ

とにより各スペクトルのチャンネル値をエネルギー

値へ換算した。大野ら（1��1）の手順に準じてス

ペクトルを解読し元素を定性した。ピーク面積の算

出にはスペクトル解析用プログラム Gamma Studio

（SEIKO EG&G）を用いた。

3　結果
3．1　標準試料の分析結果

ブランク試料と亜鉛薄板試料のスペクトルを図 �

と図 6に示す。ブランク試料の �keV付近のピーク

は空気中 Ar（Kα）に起因していると考えられる。

亜鉛薄板試料の二つのピークは Kαと Kβに起因し

ている。その Kα（�.6��keV）を前述のようにエネ

ルギー換算に利用した。

岩石標準試料，海底堆積物標準試料および石炭灰

標準試料のスペクトルを図 �～図 �に示す。岩石標

準試料のスペクトル（図 �）では，K（Kα：�.�1�keV），

Ca（Kα：�.6�1keV），Ti（Kα：�.�10keV），Mn（Kα：

�.���keV），Fe（Kα：6.�0�keV，Kβ：�.0��keV），

Rb（Kα：1�.���keV），Sr（Kα：1�.16�keV），Y（Kα：

1�.���keV）および Zr（Kα：1�.���keV）と考え

られるピークを確認した。これらの元素は供試料量

に依らずいずれの試料でも確認された。ピーク面積

を試料間で比較すると，供試料量とピーク面積との

間に比例関係があるわけではなく，Kや Caのよう

に供試料量の増加に伴いカウント数が減少する元素

も確認された。これは蛍光 X線分析試料の形状が必

ずしも均一でないことや自己吸収効果に起因してい

ると考えられる。L線を利用して Laや Euなど希土

BL15

蓄積リング蓄積リング

BL15

実験ハッチ実験ハッチ

図３　BL15（上図）と実験ハッチ（下図）

SDD 検出

蛍光 X線分析試料

光源

SDD検出

蛍光 X線分析試料

光源

図４　蛍光Ｘ線分析試料と SDD検出器
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図５　ブランク試料のスペクトル
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図６　亜鉛薄板試料のスペクトル
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類元素の定性を試みた。しかし，それらのピークは

はっきりとはせず，また強い K線の妨害のために，

その定性は困難であった。海底堆積物標準試料のス

ペクトル（図 �）では，K（Kα：�.�1�keV），Ca

（Kα：�.6�1keV），Ti（Kα：�.�10keV），Mn（Kα：

�.���keV），Fe（Kα：6.�0�keV，Kβ：�.0��keV），

Zn（Kα：�.6��keV），Rb（Kα：1�.���keV），Sr（Kα：

1�.16�keV），Y（Kα：1�.���keV）および Zr（Kα：

1�.���keV）と考えられるピークを確認できた。V

（Kα：�.���keV），Cu(Kα：�.0��keV)および As

（Kα：10.���keV）のピークははっきりしていな

い。石炭灰標準試料のスペクトル（図 �）では，K

（Kα：�.�1�keV），Ca（Kα：�.6�1keV），Ti（Kα：

�.�10keV），Fe（Kα：6.�0�keV，Kβ：�.0��keV），

Zn（Kα：�.6��keV），Rb（Kα：1�.���keV），Sr（Kα：

1�.16�keV），Y（Kα：1�.���keV）および Zr（Kα：

1�.���keV）と考えられるピークを確認できた。V

（Kα：�.���keV），Cr（Kα：�.�1�keV），Ni（Kα：

�.���keV）および Cu（Kα：�.0��keV）のピーク

ははっきりしていない。
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図９　石炭灰試料のスペクトル
（上図：1633b-1，中図：1633b-2，下図：1633b-3）

3．2　定量下限値の試算

本分析条件下での検出下限値（MDL）を Nakai

ら（�001）に準じて次のように試算した。

MDL＝ C× �×

   C：既知濃度

   Ib：ブランクのカウント数

   Ip：標準試料のカウント数

√ Ib  /（Ip-Ib)√ Ib  /（Ip-Ib)
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図７　岩石標準試料のスペクトル
（上図：JG-1a-1，中図：JG-1a-2，下図：JG-1a-3）
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図８　海底堆積物試料のスペクトル
（上図：JMS-1-1，中図：JMS-1-2，下図：JMS-1-3）



�6

岩石標準試料の測定結果から，確認された元素に

ついて見積もられた検出下限値を表 �に示す。本分

析条件の場合，約 �～ �0mg程度の供試料量で元素

によっては数 ppm程度までの濃度を検出できそうで

ある。

4　まとめ
今回，トライアルユースという限定された設備と

時間（利用時間 10時間）内で，シンクロトロン光に

よる標準試料の蛍光 X線分析を行い，検出される元

素の定性と定量下限値の算出を試みた。本分析条件

下では，�～ �0mg程度の供試料量で主要元素を定

性できることが分かった。極微小な環境試料の主成

分分析や，非破壊分析が不可能な文化財資料の解析

（例えば，顔料の組成判別，土器や銅鏡・銅矛の産地

推定など）への利用が今後期待される。

5　謝辞
九州シンクロトロン光研究センターの大谷亮太研

究員，隅谷和嗣研究員，石地耕太朗研究員，岡島敏

浩グループ長には，測定に際しご指導をいただきま

した。また，江頭正邦主査には，利用申請手続き等

についてお世話になりました。ここにあらためて深

甚な謝意を表します。

参考資料
・佐賀県立九州シンクロトロン光研究センターホー

ムページ，http://www.saga-ls.jp/

・伊藤榮彦 “シンクロトロンとはなにか” 佐賀高輝

度光利用技術研究会（1���）

・大野勝美，川瀬晃，中村利廣 “日本分析化学会編

　機器分析実技シリーズ　X線分析法” 共立出版

（1��1）

・ Nakai, I., Terada, Y., Itou, M. and Sakurai, M. 

"Use of highly energetic (116keV) synchrotron 

radiation for X-ray fluorescence analysis of 

trace rare-earth and heavy elements" Journal of 

Synchrotron Radiation, �, 10��-10�1(�001)

表 4　定量下限値の試算
JG-1a-1 JG-1a-� JG-1a-�

元素 推奨値 Ib Ip MDL Ip MDL Ip MDL
[μ g/g] [counts] [counts] [μ g/g] [counts] [μ g/g] [counts] [μ g/g]

K �1�000 �� ��1� ���0 �00� �11 ��0� 1�10
Ca 1��00 1�� ���� ��� ���� �0 ��6� 111
Ti 1�00 �� �0� �1 ���� �.� �1�1 �.�

Mn ��0 1� 60� �.� ���� 1.� ���0 �.1
Fe 1�000 �� 1���0 1� 10�60� �.� �6��� �.6
Rb 1�� �� ��� �.� ���� 0.� 1���� 0.�
Sr 1�� �6 ��� �.� ���� 0.� 1���� 0.�
Y ��.1 �1 ��� �.� �1�� 0.� �0�1 0.1
Zr 11� �� 61� �.� ���6 0.� 11��� 0.�



業務報告

環境技術実証モデル事業VOC処理技術分野における
実証機関としての活動
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＊（財）九州環境管理協会　調査分析部　上席研究員
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はじめに
平成 1�年度，当協会は環境省が実施する「環境技

術実証モデル事業VOC（volatile organic compounds: 

揮発性有機化合物）処理技術分野における実証試験」

の実証機関として応募し，審査の結果選定されまし

た。実証の実施に当たり幾つかの課題は有りました

が，協会の持つ高い能力で解決し，平成 �0年 �月

��日に実証試験結果報告書を環境省へ提出し受理さ

れました。以下に，実証機関としての活動概要を述

べます。図 1に体制，表 1に全体実績を示します。

1．環境技術実証モデル事業とは
環境技術実証モデルに関し，環境省は

・ 先進的環境技術でも客観的な評価が行われてい

ないために普及が進んでいない場合がある。

・ 平成 1�年度より，その環境保全効果等を第三者

機関が客観的に「実証」する事業を試行的に実

施している。

・ 第三者機関は，環境省が公募し審査の後，選定

する。

・ 実証とは，判断基準を設けて，これに対する適

合性を判定する「認証」とは異なる。

・ 実証試験を実施した機器にはロゴマークを付与

する。

・ メーカーは，ロゴマークをカタログ等に記載し

て良いが，「環境省が，保証・認可した」とは記

載出来ない。

・ VOC実証事業においては，平成 1�年度までは，

環境省が測定費用を負担する。但し，装置運転

に関係する費用はメーカー持ち。

と定義しています。

まとめると，中立的な立場で，データを採取する

が，その装置が優れているとか否かなどの評価は行

わないことを示します。そのため，利用者にとっては，

若干不足なところもありますが，当協会のような中

立機関がデータを保証することは，環境問題として

の VOC対策に対して貢献すると考えられます。

2．実証機関について
実証機関は，平成 1�年度までは地方公共団体の資

格が必要で東京都環境科学研究所殿が担ってきまし

たが，平成 1�年度から財団法人も公募の対象となり

ました。但し，測定能力はもとより，品質管理・財

務などが審査の対象になり申請書類は 100ページ以

上となりました。当協会の調査分析部は ISO�001を

取得しており，品質保証に関してはこれに準拠する

ことで可となりました。また，最近は情報管理，特

に流出防止の観点から「ISO��001情報セキュリティ

マネジメントシステム」の理念に従うことになりま

す。

3．実証機関の応募
平成 1�年 �月 �6日に，環境省からの公募が開始

され同 �月に申請し，�月 �日の環境省ＶＯＣ処理

技術ワーキンググループで，応募申請書の説明の後，

11日に当協会と東京都環境科学研究所殿が実証機関

として選定されました。
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4．実証機関としての業務
4．1　実証技術者の公募

ここで述べる実証技術者とは VOC処理機器を開

発しているメーカーのことです。実は，実証機関と

しての仕事の重要な部分は，実証試験を受けること

を希望するメーカーの開拓が占めています。平成 1�

年�月11日から10月1�日まで，当協会のホームペー

ジでの告知・日刊工業新聞での記事化・個別企業へ

の照会等を行いましたが，メーカーは

・ 機器のデータを提出しなければならないこと

・ 機器の運転費用及び要員の確保

・ 実際に機器が稼働している工場等の場所の確保。

工場からの承諾書の受領が必要。

等の負担があることもあり，応募を得ることは困

難を極めました。メーカーとしても，得られる利益

と支払うべき負担のバランスの判断が困難であった

のだろうと推定しています。一部において，当方の

説明不足は否めませんでした。10月 1�日の締め切

りが近づき，諦めかけていた時に，吸着技術工業株

式会社殿からの応募がありました。

4．2　VOC技術実証委員会

実証機関は，実証試験に関して専門的立場から助

言を得る委員会を設置する必要があります。委員会

は，①実証技術が実証試験として相応しいか否かの

審議，②試験計画の審議，③試験結果の審議と �回

開催しました。�名の方に就任していただき，当協

会の実証試験が完了できたのも，各委員の方のご指

導・ご助言が的確であったためと考えています。特に，

各委員の方のフィールドが異なり，多様な視点で審

議していただいたことで厚みのある議論が出来まし

た。

4．3　実証対象技術について

実証試験の対象となる機器は，マックスオゾンリ

アクターMR100（以下MR100と記載）と呼ばれる

ものです。図 �に示すように，シリカナノ粒子で製

図 1．実証試験実施体制

九州環境管理協会
（実証機関）
・調査Ⅰグループ
・分析Ⅰグループ
・分析Ⅱグループ
・データ管理グループ
　↑
品質管理：総務部部長

技術実証
委員会

環境省

報告

環境技術
開発者

（メーカー）

表１　全体実績

図２　VOC処理メカニズム
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造されたハニカム構造体上で，VOCガスとオゾンを

会合させ VOCガスを分解するという原理に基づい

ています。常温で動作することもありシンプルで，

長寿命・安価・取扱が容易です。但し，対象とする

VOCガス濃度は，MR100に投入するオゾンガスの

濃度に依存するため，設計性能としての VOCガス

濃度は �00ppmC以下としています。なお，今回の

実証試験では，入口 VOCガス濃度が �0ppmC程度

のオゾン発生器を準備していました。

4．4　実証試験の実施

従来の実証試験では，既に工場で稼働している機

器に対して計測を行っていました。しかし，今回は

吸着技術工業殿が保有している機器を新たに工場へ

搬入・仮設し，データ取りを行うこととなりました。

当初は，印刷関係の工場で実施する予定でしたが先

方の了解を得ることが困難となり，最終的には長崎

県の金属加工関係の会社の本社工場に受け入れてい

ただきました。この受入先探しは，メーカーの責任

範囲ですが，この部分も困難さを伴うものです。今

回の工場では機器の具体的な設置場所の検討を含め，

多大なご支援を受けました。

試験の実績を日付順に述べると

平成�0年1月1�日（金）にMR100を工場に搬入し，

通電試験を実施しました。

�1日（月）測定器の校正の後，MR100の試運転

と測定を実施しましたが，入口 VOCガス濃度が設

計濃度を超えました。MR100は，設定条件を大きく

逸脱した高濃度 VOCガスを一定時間吸引した場合，

ハニカムに VOCガスが分解されないまま吸着しま

す。これでは，所期の性能を発揮することは出来ま

せん。対策は，ハニカムを取り出して加熱しハニカ

ムに吸着した VOCガスを分解したり，オゾン濃度

を上げることが考えられます。加熱するには，ハニ

カムを取り出して電気炉へ入れる必要があり時間的

に不可能でした。そこで，吸着技術工業殿の手配で，

MR100に投入するオゾン量を増やすこととしまし

た。これにより，一定の性能を得ることが出来ました。

��～ ��日の間で延べ約 �時間に渡り下記の項目

の測定を実施しました。

・ MR100の出口及び入口の VOCガス濃度・温度・

湿度の連続測定。（図 �は VOCガス測定器）

・ MR100の出口風速の連続測定。

・ MR100の出口及び入口の VOCガス種測定（ト

ルエン等の芳香族，NOx,CO,CO�,アルデヒド），

特に出口有機ガスの詳細分析を行うため GC-

MASSを使用。

・ MR100の消費電力の連続測定

・ MR100設置場所の温度及び湿度の連続測定

・ MR100設置場所の粉じん測定

上記の測定で，MR100の性能の大部分を計測出来た

と考えます。

図 3　VOC連続測定用測定器（堀場 FV-250）

4．5　実証試験結果

MR100 の VOC 除去率は ��% であり，目標の

�0%以上を得ることは出来ませんでした。1月 �1

日の試運転で約 ��g相当の炭素を吸入したため，

MR100のハニカム表面には，分解しきれない VOC

ガスが残り ��日以降に徐々に出口へ流れ出したた

めだと考えています。実証試験場所として，実験室

ではなく実際に操業されている工場を選ぶ根拠とし

ては，今回の様な予期せぬ事態が発生した場合の対

処方法を考える上で良かった面もありました。但し，
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数値としては目標に達していないため，この数字だ

けが「一人歩き」しないようにすべきです。ガス種

については，VOCガスの主成分はトルエンでした。

なお，本実証試験結果は，平成 �0年 1月 �1日～

��日に特定の工場で実施したものであり，長期信頼

性や全ての環境条件に対して保証するものではない

ことを付け加えておきます。

4．6　実証試験結果報告書の作成

今回の，実証機関としの業務は環境省殿から委託

されたものであり，通常の業務委託と同様に結果報

告書を提出しなければなりません。内容として充分

なことはもちろんですが，物量としてもページ数約

1�0ページで PDF版・MS-WORD版・HTML版の

本報告書と英語概要版（native checkを受けること）

となっているため，これに対応する必要がありまし

た。HTML版は，市販のアプリケーションを使用し

た手作り，英文の native checkはアイソトープ分析

で当協会と関係のあるジョージア大学の研究者に依

頼する等，コスト削減に努めました。

5．今後の展開
実証機関としての受託業務は，年度毎の契約です。

なお，平成 �0年度は制度が変更になります。これま

で検査費用は環境省負担でしたが，メーカー負担と

なります。こういった事も有り，当協会が �0年度も

実証機関として応募するかは，状況を判断して決定

します。

6．所感
私は，平成 1�年 �月に当協会に赴任し，直ぐの業

務が VOCガス分析を主とする本業務となりました。

これまで，金属腐食や酸化物超電導体の研究の経験

は有りましたが，VOCガスの分析に関する経験は初

めてでありました。若干，戸惑うことはありましたが，

経験及び知見豊富な協会職員と一丸となって業務を

完遂出来たと思います。

コラム
吸着技術工業と泉社長

吸着技術工業殿は，平成 1�年度長崎県大学等

発ベンチャー創出事業に経済産業省所轄の公益法

人である財団法人産業創造研究所柏研究所の化学

研究部部長の泉順氏（九州大学客員教授）が応募

して採択され，これに基づき設立された会社です。

今回の実証試験の対象となった「マックスオゾン

リアクターMR100」は，低濃度・大風量の VOC

ガスの処理に適していることが，今回の実証試験

で確認出来ました。

泉社長は，以前，原子力発電所の水処理に関す

る業務をしておられ，現在は九州エネルギー問題

懇話会の講師としても活躍されています。筆者も，

以前，原子力発電所の保守やエネルギー関係の広

報活動をしていたこともあり，思わぬ接点がある

ものだと感じています。
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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 角　　　敬　之 前福岡県環境部長

副理事長 松 藤 泰 典 工学博士　九州大学名誉教授　北九州市立大学副学長

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　北九州市立大学国際環境工学部教授
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 西 村 正 之 九州電力（株）環境部長

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 小 山 次 朗 農学博士　鹿児島大学水産学部海洋資源環境教育研究センター長

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 関 根 雅 彦 工学博士　山口大学大学院理工学研究科教授

理 事 早 瀬 隆 司 工学博士　長崎大学環境科学部教授

理 事 松 岡 信 明 理学博士　当協会事業本部長

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 千 葉 　 兆 （株）福岡銀行監査役

監 事 林 　 謙 治 （株）ふくおかフィナンシャルグループ常任監査役

評議員・顧問
役職名 氏　　　名 役　　　　　　　　　　　　　職

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教授

評 議 員 野 中 敬 正 工学博士　熊本大学名誉教授

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　北九州市立大学国際環境工学部教授

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）九州経済調査協会理事長

評 議 員 柳 哮 理学博士　九州大学名誉教授

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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昨年から今年にかけてエネルギー・環境・健康の

視点からいろいろな事柄が話題になりました。世界

的に見ますとオリンピックを控えた中国の環境問題

が気になります。現在の中国の環境汚染は過去のわ

が国のそれをはるかに上回るのではないかとさえ思

われます。問題は汚染が中国国内だけに止まらず，

周辺諸国にも及んでいることが科学的に証明されつ

つあることでしょう。解決のために国際的な協力が

必要であることは疑いがありません。

一方，わが国では一昨年が水俣病公式確認から �0

年の年でありました。水俣病に代表される公害型の

環境問題はほぼ解決されていると思いますが，過去

の負の遺産は社会問題としてまだ重いものがありま

す。このような経験をもとに環境立国を目指し，地

球温暖化防止，資源循環，省エネルギー，国際貢献

に努力するのが，わが国に求められる姿ではないで

しょうか。

最近の身近な問題として最も鮮烈な印象として残

るのはやはり食品の偽装であり，輸入食品の農薬汚

染（混入）です。昨年の本誌の編集後記でも “コン

プライアンス” と “企業の社会的責任（CSR）” につ

いて述べましたが，あらためて現代社会におけるこ

れらの欠落を感じました。問題解決のためには観念

論だけでなく，検査体制などの技術的な対応がやは

り欠かせないというのが実感です。

健康に係る問題としては “新型インフルエンザ”

があります。“高病原性鳥インフルエンザ” がいつ人

から人への感染能力を有する “新型インフルエンザ”

に変異するのか。そして恐れられている “パンデミッ

ク（世界的大流行）” は起きるのか。もしかすると近

未来の問題としては地球温暖化よりも重大かもしれ

ません。

『環境管理第 ��号』では，たまたま偶然にも上に

述べましたようなトピックスに関連した文章を先生

方から頂戴することが出来ました。巻頭言では九州

大学副学長の小寺山亘先生に，東アジアの環境問題

解決のために日中韓を中心とした国際的な協力と国

内の産官学の連携が必要であることを述べていただ

きました。

論説では，まず国立水俣病総合研究センターの坂

本峰至先生に水俣病の原因物質であるメチル水銀の

人体影響，環境中での動態，世界の現状などについ

て，最新の知見に基づいて幅広く解説いただきまし

た。つづいて福岡大学の樋口壯太郎先生に，資源循

環を推進する上で問題となる塩類について数量的な

評価と今後の対応策について詳細且つ具体的に述べ

ていただきました。論説の最後は，福岡市保健環境

研究所の樋脇弘先生に鳥インフルエンザを始めとす

るウイルス性感染症の現状について概説いただきま

した。

特別寄稿論文では，福岡市保健環境研究所の畑野

和広先生に，液体クロマトグラフ /タンデム質量分

析装置（LC/MS/MS）を用いる食品中有害物質の分

析について，最新の技術開発の成果を述べていただ

きました。

当協会職員からは研究報告及び業務報告として，

生物・生態系関連報告２編，環境省委託業務報告１編，

佐賀シンクロトロン光施設利用報告１編を記載させ

ていただきました。

最後に，お忙しい中，本誌のためにご寄稿いただ

きました先生方と職員の皆様に心から感謝申し上げ

ます。

（編集担当：松岡）




