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このたびの東日本大震災により被災された皆様に

今後の当協会を展望しますと、日本の社会、日本

対して心よりお見舞い申し上げます。一日も早い災

を取り巻く国際情報からニーズに合致し、時代を先

害復旧と復興をお祈り申し上げます。この困難を契

取りするために、多くの変革の必要性を感じており

機にわが国が新たな発展を目指すことを期したいと

ます。これまでは現状の環境調査の技術を基本とし

思っております。( 財 ) 九州環境管理協会としても、

て、原因追求、将来予測、環境改善提案、環境計画

持てる能力を最大限発揮して復旧と復興のお手伝い

提案などの仕事を模索して参りました。今後はこれ

をする所存でございます。

らに加えて、社会が直面するエネルギー環境に関わ
る問題の解決、あるいは創造的提案といった内容の

さて、当協会は昭和４６年の財団法人創立以来、
本年をもちまして４０年を経過いたします。当初は

事業モデルの追加を目指していくべきであると感じ

水質分析機関として出発いたしましたが、この間、

ております。これによって、国内外の社会の様々な

環境放射能測定、開発に伴う環境アセスメント、公

ニーズに応えていくというのが当協会の今後の方向

害復旧工事の監視、自然環境調査、環境シミュレー

性であると確信しております。従って、協会の役職

ション、環境基本計画策定、残留性有機汚染物質測

員一同、これ迄以上の構想や技術、さらに協力関係

定など、様々な環境関連分野に事業展開を行ってま

の展開について、高度化が不可欠と痛感しておりま

いりました。また、福岡県地球温暖化防止活動推進

す。
折しも、国の公益法人制度改革の方針に従い、当

センターやエコアクション２１地域事務局の運営、
次世代層を対象とする科学や環境に関する啓発活動

協会は “一般財団法人” として再出発することを予定

など、市民活動や事業者の環境取組への支援にも力

しております。一般財団法人となりましても、これ

を入れております。

まで同様 “産・官・学・民” を繋ぐ法人として、職

このような事業展開、発展を見ましたのは、偏に

員一同研鑽を積み、これまで以上に社会に貢献する

当協会をご活用いただいた事業者様、地方自治体、

ことを目指します。事業者様、地方自治体、国の顧

国の皆様方のご理解の賜物であると存じます。同時

客の方、また当協会とご一緒して戴ける大学、研究

に、当協会の特色であります、九州・山口を中心と

機関の方々におかれましても、引き続きあるいはこ

する大学関係者のご指導とご協力、これに応える職

れ迄以上のご愛顧・ご指導・ご鞭撻をお願いする次

員の研鑽があって、これまでの持続と発展ができた

第です。

ものと感謝しております。
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イオキシン類の分析業務も始められております。さ

この度、財団法人九州環境管理協会が創立 0 周年

らに、平成 10 年の地球温暖化対策推進法成立の翌

を迎えられましたことを心からお喜び申し上げます。

年には温暖化対策業務を開始し、昨年名古屋で開催

貴協会は、昭和 7 年に財団法人として設立されま

された COP10（生物多様性条約締約国会議）を契機

した。

に一躍脚光を浴びた自然環境の保全分野においても、

振り返りますと、貴協会設立当時のわが国の環境

「福岡県レッドデータブック」の作業に携わるなど、

分野における取組みは、まだまだ試行錯誤の状況に

行政とともに、あるいは行政施策を先取りする形で

ありました。公害問題が顕在化し、大きな社会問題

先進的かつ着実に業務を進めてこられました。

となっておりましたが、それでも「消費は美徳」と

貴協会のこれらの業績は、持田理事長をはじめ多く

謳われ、大量消費、大量廃棄が行われるなど、世の人々

の専門家と 106 名の職員の方々の尽力の賜物である

は高度経済成長にばかり目が向いていた時代でした。

と深く敬意を表する次第です。

ただ、貴協会設立直前の昭和 5 年を境に日本の公
害施策は大きな転換期を迎えます。同年にはいわゆ

今後の福岡県の環境行政

る公害国会といわれる第 6 回国会が開催され、公害

今日、環境問題といわれる現象は、過去の産業公

関連の 1 法案が全て可決されるなど、法制度の枠組

害を中心とする環境問題ではなく、廃棄物問題等の

みが整備されました。

ように通常の事業活動や日常生活に起因するものが

翌年には環境庁も発足。公害行政に重点を置く姿

中心となっていますが、さらに社会意識の変化等に

勢を表明し、世界に冠たる「経済発展と環境保全の

よりその対象分野が拡大し、多様化してきています。

両立」を目指す方向に舵が切られたわけです。

温暖化などの地球環境問題、生物多様性の保全の

貴協会は、その機会を機敏に捉え、当時の県知事や

問題、リサイクルを環境問題とするようになったの

両政令市長を顧問として設立されました。

も最近のことです。

設立後も各分野の多くの専門家を迎えて、独自の

このように、質・量ともに変化する環境問題に対

幅広いしかも時代に即応した的確な業務運営を推進

応するため、県環境行政も様々な新しい試みを始め

されております。

ています。

例えば、国が昭和 8 年に自然環境保全基本方針を

その一部をご紹介しますと、

定め、その中で環境影響評価に関する方針を示すと、
貴協会ではすぐさま翌年に環境アセスメント業務を

（1）地球環境問題への取組み

九州で初めて開始されました。また、ダイオキシン

ご存知のように、地球温暖化問題は全世界の課題

問題を背景にダイオキシン類対策特別措置法が制定

であり、平成 9 年の第  回気候変動枠組条約締約国

された平成 11 年をさかのぼること  年も前に、緻密

会議（地球温暖化防止京都会議）において、京都議

さと正確性が求められ、高度な測定技術を要するダ

定書が採択されました。しかしながら、各国の思惑


をあらためて痛感した次第です。

の違いから京都議定書に批准しない国があり、世界

この事業の実施にあたりまして、福岡県地球温暖

が一丸となって対応する状況には至っていないのが

化防止活動推進センターの指定を受けておられる貴

実情です。
国は平成 17 年  月に京都議定書が発効したことに

協会に、応募の受付、応募者の登録、当選券の発送等々

伴い、同年  月に京都議定書目標達成計画を策定し、

多くの業務についてご尽力をいただきました。この

温室効果ガスの排出量を平成  年比で 6％削減する

場をお借りして厚く御礼申し上げます。

目標を掲げました。しかしながら平成 0 年の実績を

LED 電球の買い替え促進キャンペーンは昨年度限

見ますと、基準年度の平成  年度と比較して、1.6％

りで終了しましたが、今後も着実に地球温暖化対策

増加しています。

を継続してまいります。

本県では、平成 18 年  月に「福岡県地球温暖化
対策推進計画」を策定し、民生の家庭部門と業務部

（2）国際環境協力

門、運輸部門の自動車について、二酸化炭素排出量

次に、本県が今後力を入れるべき課題と考えている

の削減目標を設定し、様々な取組みを示しておりま

のが、深刻な環境問題に直面しているアジア諸都市

す。その結果、平成 0 年度の県全体の温室効果ガス

の環境課題解決に協力する事業です。

の排出量は、平成  年度に比較して .％減となっ

一度壊された環境を復元するためには多くの時間

ています。

と経費を要します。

しかし、民生部門だけを見ると、全国も本県もい

前述したように、全国的に公害問題が社会問題化

ずれも増加しているという現実があります。これを

していた時代に、本県においても多くの環境問題が

改善するためには、国民、県民の皆さんが生活の中

発生しましたが、時間をかけてこれらの解決を図っ

で地球温暖化問題を如何に自らの問題として気付き、

てまいりました。

そして注意を払うか、行政はそれをどのようにリー

この経験を経て本県は、公害を克服するための技

ドしていくかということが重要です。

術とノウハウを蓄積してきました。アジア地域がわ

そこで福岡県では地球温暖化対策に係る事業とし

が国と同じ轍を踏まないためにも、これらの技術等

て、昨年 8 月から LED 電球の買い替え促進キャン

を活用して環境問題の解決に協力していきたいと考

ペーンを展開しました。具体的には、LED 電球を県

えています。

民の方々に購入していただき、応募していただいた

その中心となる事業が、平成 18 年度から産廃税を

方々の中から抽選で千円相当の図書カード又はお米

財源として実施している国際環境人材育成事業です。

券を、計 10,000 枚お渡しする事業です。この事業を

中国（江蘇省、山東省、遼寧省）、ベトナム（ハノ

通して、県民の方々に少しでも地球温暖化対策に注

イ市）、タイ（バンコク都）、インド（デリー州）か

意を向けていただき、これを契機にそれぞれの生活

ら環境分野の中核行政官を招聘し、約 1 ヶ月にわた

の中で行動を起こしていただくことを狙いとした事

りわが国の法制度を始め、環境技術の習得、また、

業でした。

リサイクル施設の現場視察などを行っています。本

当初、事業の周知不足により応募数が伸びず心配

年度までの 5 年間に 68 名の研修生が卒業されていま

しましたが、応募締め切りを延長するとともに、テ

す。

レビや新聞、地域イベントを活用した広報活動など

私が中国やアセアンを訪問した際に研修生の皆さ

を積極的に展開した結果、最終的には 1,000 個を上

んと意見交換をする機会がありましたが、皆さん、

回る数の応募をいただき、結果的に大成功のうちに

それぞれの専門分野で大活躍されており、大変心強

事業を終了することができました。県民に知ってい

く感じました。

ただくこと、県民の方々の心を動かすことの難しさ

昨年 10 月にはベトナム・ハノイ市との間で下記の


内容について「環境管理及び保護分野における協力

もそのための施策を具体に講じていくこととしてい

に関する覚書」に調印しました。

ます。

①国際環境人材育成事業
②環境教育啓発事業

（ 財 ）九州環境管理協会への期待

③環境技術交流事業

貴協会は平成 16 年に、地球温暖化対策の推進に関

④環境産業協議会の設置

する法律に基づく「福岡県地球温暖化防止活動推進

さらに、今年  月  日には中国・江蘇省とも協定

センター」に指定され、平成 1 年には再指定を受け

を締結したところです。これからこの協定に基づき、

られています。

様々な具体的協力事業を実施していくことになりま

その活動内容は、県民や企業のみならず NPO など

す。

に多くの情報提供を行うものから、県内の温室効果
ガスの排出実態に関する調査や地球温暖化防止活動
推進員の活動支援まで多岐にわたっております。

（3）自然環境の保全と創造

県民の心を動かし行動につなげることは大変困難

 点目は、自然共生社会の構築です。
多様な自然条件の中で、長い歴史を経て様々な生

な作業で、一朝一夕にはまいりません。施策を実効

物が進化を遂げ、現在の生態系が形成されています。

あるものとするためには、行政だけでは限界があり、

私たちは、この生物多様性の中から多くの恵みを享

それを補完していただくのが温暖化防止活動推進セ

受してきました。しかし、その均衡が壊れつつあり

ンターや NPO の皆さん方と考えています。
また、私たちはこのふるさと「福岡」を美しく、かつ、

ます。

汚染がなく安全な大気、水、土壌を次の世代に引き

福岡県内でも、開発行為による生息地の減少や里

継いでいかなければなりません。

地里山の荒廃による生物多様性の衰退、外来生物に
よる生態系のかく乱などにより、多くの種が絶滅の

さらに、グローバル化した現代において、これを

危機に瀕するようになっています。また、生活環境

実現するためには、経済発展著しい中国を始めとす

の変化に起因するイノシシ、シカ、サルなどの野生

るアジア諸国との環境協力も不可欠です。
そういう多様な環境問題の解決を図るためには、

鳥獣による農作物被害も増大しています。
福岡県は自然公園などの貴重な自然環境の保全や

あらゆる環境分野において専門家を擁し、優れた人

希少野生生物の生息状況の調査、鳥獣保護や有害鳥

材・知財を有しておられる貴協会は、最も頼りにな

獣対策などに力を入れ、また、住民や企業、ボランティ

るパートナーであります。

アの参加による森林や里地里山の保全運動を推進し

貴協会が県や市町村における環境行政とも十分に

ながら、人間と自然とが共生する社会の構築を目指

連携を図りながら、その能力を最大限に発揮されて、

しています。

今後ますます発展されることを心から期待しており
ます。

昨年、COP10 が名古屋で開催され注目されました
が、生物多様性の保全は今後ますます世界的に重要
なテーマとして位置づけられることでしょうし、県
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ります。

このたび、財団法人九州環境管理協会が創立 40 周
年を迎えられましたことを、心からお喜び申し上げ

しかし、都市の成長や人口の増加により、自動車

ますとともに、日頃から本市環境行政へのご協力に

交通に伴う騒音問題や大気汚染、生活排水増加によ

深く感謝申し上げます。

る水質汚濁、生態系の健全性の低下などの都市型環
境問題が顕在化してきました。このような環境問題

貴協会は、深刻化する公害問題への対応が求めら

に対応するため、本市では昭和 1 年に地域環境管理

れていた昭和 4 年に九州・山口の大学と連携し、公

計画である福岡市環境プランを策定、平成 8 年には

害防止に貢献する公益法人として設立されました。

福岡市環境基本条例を制定しました。現在では平成

当初は、環境調査や分析を中心に業務を開始されま

18 年に改定した福岡市環境基本計画（第二次）をも

したが、拡大する環境ニーズに呼応し環境アセスメ

とに、計画的に各種環境施策を実施しているところ

ント、生態系、環境計画、地球温暖化防止対策など

です。これらの計画策定に当たっては、貴協会の卓

現在では業務範囲も大きく広がっており、九州を代

越した調査・分析技術や解析力が不可欠であったの

表する環境全般に関する総合コンサルタントとして

は言うまでもありません。

大きく発展を続けられております。
今日では産業型公害は関係者のご尽力により克服
されておりますが、気候変動や生物多様性保全など

顧みますと、貴協会設立当初の昭和 40 年代半ばは、
各地で高度経済成長の裏返しともいえる公害病の発

の地球規模の環境問題が人類共通の喫緊の課題と

生や大量生産に伴うごみ問題などの環境問題が顕在

して大きく注目され、昨年、気候変動枠組み条約

化したときでありました。公害国会と呼ばれる昭和

締約国会議（COP1）、生物多様性条約締約国会議

4 年開催の第 4 回国会において、公害問題に関す

（COP10）が開催されるなど、持続可能な社会の構

る法令の抜本的な整備がなされたのを手始めに翌昭

築に向けた取り組みの強化がますます求められてい

和 4 年には環境庁が設置されるなど環境保全行政が

るところです。

大きく前進しました。
貴協会は、このような多様化する環境問題にも公
本市は、商業を中心とした第 3 次産業の割合が高

害問題の克服で蓄積された知識技術や生態系保全に

い都市として成長してきたこともあり、高度経済成

関する卓越した経験やノウハウ等を基に、早期より

長期においても大きな公害問題は発生することはあ

積極的に取り組まれております。また、地球温暖化

りませんでした。また、博多湾内に多くの渡り鳥が

に関する知見や対策情報を分かりやすく加工し、地

飛来する和白干潟、今津干潟などの干潟や脊振山系

域の取組を進めるため、地球温暖化防止活動推進セ

ではブナ林などの落葉樹林帯が見られるなど、市民

ンターを設置されるなど普及啓発活動にも力を注が

が身近にふれあえるところに多様で豊かな自然があ

れているところです。


今、世界では、これまでの発展のあり方を見直し、

本市におきましても「人と環境と都市が調和する
まち」を目指して、温暖化対策を考えた福岡のまち

環境の重要性を認識した上でさらなる発展を希求す

づくり、自然とのふれあいと生物多様性の保全、福

る大きな転換点を迎えつつあります。私たちの住む

岡式循環型社会システムの構築の３つを重点分野と

福岡でも経済活動の増大に伴う資源消費や環境への

位置づけ、総合的な環境行政を推進することとして

負荷の増大など、身近な環境から地球規模に及ぶ環

おります。

境保全の課題に直面しております。近年は様々な主
体が地球温暖化対策や生物多様性の保全などの取組
を積極的に行っており、今後とも環境問題に関する

まず、温暖化対策を考えた福岡のまちづくりにつ

社会的な要請は益々高まることと思われます。

いては、生活の豊かさと二酸化炭素の排出削減を同
時に達成する、
「新世代環境都市（低炭素社会）」を

貴協会がこれまでに蓄積された環境に関する豊富

目指して、市民・事業者の自主的な行動を促進し、
市民のライフスタイルや事業者のビジネススタイル

な情報と、地域の特性を熟知した見識は持続可能な

の転換を図る全市的な取り組みを推進することとし

社会構築に欠くことが出来ないものであります。今

ています。自然とのふれあいと生物多様性の保全に

後とも、より良い環境を求め続ける社会の要望に応

ついても、
「生物多様性ふくおか戦略（仮称）」の策

え、地域の環境事業のリーダー的存在として、益々

定を進めており、市民が自然からのあらゆる恵みを

ご発展されることを期待しております。

持続的に享受できるまちを目指すこととしています。
また、循環型社会システムの構築に向けては、「第
四次循環のまち・ふくおか基本計画」を策定し、よ
り一層の循環型社会の推進を図ることとしておりま
す。
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財団法人九州環境管理協会創立 40 周年に寄せて
北九州市 環境局
環境未来都市担当理事

松

岡

俊

和

このたび、財団法人九州環境管理協会が創立 40 周
年を迎えられましたことを、心からお喜び申しあげ
ます。
協会では、公害防止に貢献する公益法人として昭
和 40 年代に設立されて以来これまで、九州で初めて
の環境アセスメント業務の実施をはじめ、地球温暖
化防止活動推進センターとして地域住民や企業、自
治体など多くの人を対象に啓発活動を実施されてお
ります。また、エコアクション 21 地域事務局として
事業者を対象に意識変革を図るとともに環境の改善

な政策提言を行われてきました。本市においても「北

にも取り組まれるなど、まさに九州の環境管理の中

九州市環境基本計画」の策定など、多大なるご協力

枢機能を担ってこられました。協会が歩まれてきた

をいただいてまいりました。
今日の世界共通の課題は、「持続可能な社会」の構

道は、我が国における環境問題の歩そのものである

築であり、環境、経済、社会の 3 つの側面に対し、

と思います。

総合的に取組んでいかなければなりません。さらに、
その取組みは、一地域に止まらず、国境を越えた地

協会発足当時は、日本が高度経済成長を遂げ、電

球規模に及んでいます。

気洗濯機・電気冷蔵庫・白黒テレビの「三種の神器」
がほぼ 100％普及するなど、日常生活においてめざ

本市は、基本構想である「元気発信プラン」にお

ましい発展を遂げた時期でもあります。このような

いて、「世界の環境首都」を構築すべき都市ブランド

物の豊かさを得た一方で、厳しい公害問題に見舞わ

として掲げています。「世界の環境首都」は、いつま

れました。本市においても、中心部に位置する洞海

でも住み続けたい街、そして、世界から認められた

湾が、大腸菌も棲めない「死の海」と化し、空は煙

環境都市です。その基本理念は、「真の豊かさにあふ

に覆われ、最も降下煤塵のひどかった八幡の城山地

れるまちを創り、未来の世代に引き継ぐことです。

区では小学校が廃校となりました。しかし、市民の

そして、
「共に生き、共に創る」、
「環境で経済を拓く」、
「都市の持続可能性を高める」の 3 つの柱の下で、取

大変な努力が、企業、大学、行政と一体となっての
公害克服に結びつき、今では、美しい空や海を取り

組みを進めることとしています。これは、まさに、

戻しています。その後、産業公害から廃棄物や交通

持続可能な社会づくりそのものです。

などの都市生活型公害、或いは、自然環境保全やア
本市は、200 年  月に全国 6 都市の一つとして、

メニティなど質的向上を目指す動きになってきまし

「環境モデル都市」に選定されました。環境モデル都

た。貴協会では、このような変化し、多様化する環

市は、国内外の低炭素社会づくりを先導するものと

境問題に対し、常に、的確な情報把握・分析や適切


して、現在、13 都市が取組みを進めています。低炭
素社会は、地球温暖化防止のための CO2 削減はもと
より、世代を越えた豊かさの蓄積や健全な経済成長
を遂げるものでもあります。日本では、低炭素社会は、
自然共生社会、循環型社会とともに持続可能な社会
を構成するものと言われています。
このような低炭素社会の実現に向けて 2009 年 3
月に策定した「北九州市環境モデル都市行動計画」
は、
「環境で未来を拓く」との意から「グリーンフロ
ンティアプラン」と名付け、2050 年までに、経済成
2010 年は、2 つの COP、第 16 回気候変動枠組み

長率 40％の下に、CO2 排出量を市内で 50％、さらに、
アジア地域で本市の排出量の 150％相当削減するこ

条約締約国会議と第 10 回生物多様性条約締約国会議

とを目標として掲げています。

が、それぞれメキシコと日本で開催されました。い

現在、
「ゼロカーボンを実現する次世代アメニティ

ずれも、世界各国が協力して、未来の世代にすばら

タウン」や国の実証地域に選定された「北九州スマー

しい地球環境を引き継いでいくための枠組みづくり

トコミュニティ」などの「街づくり」、環境配慮商

のために、多くの議論がなされました。そして、こ

品・サービスの普及を進める「北九州エコプレミア

うした国際的枠組みの中で、実際に具体的行動を実

ム」や工場間での廃熱などの未利用エネルギー・資

践していくのは、都市などの地域社会・自治体であ

源の相互融通を行う「エコ・コンビナート構想」な

ります。九州環境管理協会は、こうした重要な役割

どの「産業・経済づくり」、さらに、2010 年 6 月にオー

を果たすべき我々自治体にとっての頼もしいシンク

プンした「アジア低炭素化センター」を始めとした

タンクであります。今後とも、様々な分野でご活躍

「アジアの低炭素社会づくり」など、幅広い分野での

されている学識経験者の方々をはじめ、協会がこれ

取組みを進めています。今後、アジア地域では、エ

まで蓄積してきた経験や技術を基に、多岐にわたる

ネルギー需要が、2030 年には現在の 2 倍近くになる

環境問題の解決に向けて優れた行動力と広範にわた

との予測があり、このままでのエネルギー利用効率

る見識をもって、世界の環境調査・研究事業のリー

であれば、CO2 排出量も 2 倍に増大します。一方で、

ド役として、今後とも発展されることを期待いたし

世界は貧困問題を抱え、その解決のための経済開発

ます。

が必要とされています。本市は、これまでの経験や
ノウハウ・技術を活かし、この 2 つの重要課題を同
時に解決していきたいと考えています。



創立 40 周年にあたり

創立４０周年に寄せて
名誉顧問

竹下

健次郎

れたことも特記すべきことであります。

当協会が創立４０周年を迎えると聞いて、あれか
らそんなに長い年月を経たのかと喜びと驚きにわが

お陰様にて、初代理事長・山田穣氏、二代理事長・

耳を疑いました。あれからというのは、もちろん設

表俊一郎氏、三代理事長・細川巌氏、四代理事長・

立当時のことですが、その設立当時の思い出につい

高島良正氏を経て、現理事長・持田勲氏を迎えるこ

ては『創立２０周年記念誌』に細川巌理事長ととも

とができました。その間、高島理事長の絶大なご尽

に詳細に述べましたので、ここでは割愛いたします。

力により、建物の改修や建設によって、現在の偉容

しかし、重ねて一言だけ申し述べたいことは、当協

を整えることができたことは私の望外の慶びであり

会の設立に際して当時の福岡県モーターボート競走

ます。

会の永島武雄会長と山田穣元九州大学総長に格別の

私は一昨年、卒寿を経て、現在満９２歳の後期高

ご援助とご好意を賜ったことであります。永島氏に

齢者となりましたが、昨年の春より急に足腰が弱り、

は土地、建物、設備等の資金面において、また山田

歩行も困難を覚えるようになりました。日に三回の

先生には倫理、道徳等の精神面において多大のご指

インシュリン自己注射と月一回の輸血、それに胸に

導をいただきました。「財団法人の理事長は無報酬」

ペースメーカーを装着しての生活ですので、週一回

という私の理念をご理解されて、当協会の理事長を

の協会詣でもできなくなり、皆様のご馨咳に接する

引き受けてくださったことは私の終生忘れることの

ことができなくなりました。しかし、療養にこれ努

できないことであります。また、協会職員は「この

め、来る記念式典には何としても出席して、この設

財団は自分のものである」という理念のもとに、よ

立４０周年の慶びを皆様とともに味わいたいと願っ

くその任務を遂行し、みずから研修し、勤務してく

ております。

昭和 50 年頃の玄関（現 4 号館付近）

現 4 号館（実験棟）
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（財）九州環境管理協会創立 40 周年に寄せて
元理事長

髙

島

良

正

九州環境管理協会（略称「九環協」）は、任意団体

員をやってはいたが、ごく短期間の一時的業務であっ

の九州水質分析研究会を前身として、昭和 46 年 10

た。しかし、九州電力が原子力発電所を初めて佐賀

月に発足した財団法人である。当時私はまだ九大理

県玄海町に、次に鹿児島県川内市に建設することに

学部教授で、そのようなものに関心は薄かったが、

なり、事前調査から現在の運転状況の報告を聞く会

創立に主要な役割を果たされた福岡教育大の細川巌

議までずっと原子力利用に係わっている。原子力発

先生や九大の竹下健次郎先生の誘いで、同協会常任

電所の場合は一般の工場と違い、周辺の水や動植物

理事に就任した。しかし、その頃九大では評議員や

の放射性物質量の測定が必要である。しかしその量

理学部長の要職にあり、九環協の仕事は何もできず、

は極めて低レベルであるから、一般の分析機関では

事務局長の小林さんと技術部長の白石さんが実務指

できない部分がある。そこで米国留学で修得した低

導をされていた。平成 5 年 3 月、九大を定年退職し

レベル放射能測定法が役立つことになった。低レベ

た後は、福岡大学の講師を務めるだけとなり、時間

ル放射能測定は通常の空気中とか水中にある天然放

的余裕ができたので、九環協副理事長となった。と

射能より更に低いレベルの放射能を測定するもので

ころが理事長の細川先生が病気で休まれ、復帰され

14

るまでと思っていた理事長代理も、平成７年正月に

てきた自分にとっては、少し工夫すれば、自然に生

先生が他界され、7 年 6 月から私が理事長職を引き

育する動植物中の放射能測定は比較的容易なことで

受けざるを得なくなった。

あった。この頃からは、エネルギー分野において原

Ｃ年代測定に利用されていた。そのような仕事をし

常任理事に就任した昭和 49 年当時は職員数 20 人

子力発電の比重が高まることは明らかであったので、

足らずの小さい団体で知名度もなかったので、自ら

九環協に別棟のＲＩ実験室を建て、種々の放射線測

も外部から環境業務を導入しなければならなかった。

定装置を設置した。そして今でも九環協の一部門と

当初、九州では公害の原点といわれる水俣病問題

して、国内だけでなく海外からの依頼分析に応えて

が起き、それに対処する分析機関が必要であった。

いる。

同様に北九州でも工業地帯の排水問題が生じ、一般

九環協は創立以来全職員がどんな業務にも創意工

の人々の環境問題に対する意識が非常に高くなった。

夫して対応する気風がある。今後とも長年の間には

私が本格的に九環協の経営や業務に携わるように

好・不況など立ちはだかる壁があると考えられるが、

なったのは、
平成 5 年 3 月九大を退官してからである。

誇りをもって乗り越え、九環協の一層の発展を図ら

それまでも長崎県の原子力船（むつ）関係で技術顧

れんことを切望して止まない。

問や、通産局の九州工業地域防災対策推進委員会委
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創立 40 周年にあたり

設立の思い出と今後への期待
元専務理事

小

林

博

之

りの中で、表と裏、功罪入り交ってとめどもなく浮

二月十日、私の病室に突然、お見舞いを兼ねて訪

かんでくるが、これは後日にまわすとして、どうし

れたのは松岡理事だった。

ても書いておかねばならぬことは、元某炭鉱会社の

実は私は昨年１０月、左腎臓ガンの宣告を受けて、

社長をしておられた「永島氏」のことである。

現在療養中である。

当時福岡県の知事故亀井氏や地元財界の主でも

松岡氏曰く、
「協会も今年で四十周年を迎えます。
ついては、二〜三の方に思い出の記を書いてほしい

あった九電の社長故永倉氏とも、電話一本で話が出

と思います。
」と原稿を依頼された。

来る人で、地元政財界を表裡一体で動かされた人物
でもあった。

元気な時はよく駄文を書いたけれど、今は書く

永島氏が当協会に肩入れして下さったのは、以前、

気力も衰え、筆にも力が入らなくなった。しかし、
四十周年と聞いて、よし書いておこうと決心した。

竹下健次郎先生に炭鉱のことでお世話になったとい

良かったこと、悪かったことなど懐かしく、次から

うことを話しておられた。そして毎日のように私を

次へと頭をよぎる。

呼びつけられて、昨日までの報告を聴かれ意見を述
べられた。その中には、こんなことは世の中に通じ

松岡氏が協会に就職を希望してきた頃の事。協会

るのかということも多々あった。

設立 3 〜 4 年の頃、当時前理事長の高島先生が、協

そんな或る日、私に怒りを込めて重要な発言をさ

会の一部門にＲＩセンター（環境放射能測定関係の

れた。

センター）を置きたいとの願望からその先兵として
応募した訳で、単なる分析機関に九大から応募する

「小林君！いつか、竹下先生、細川先生によく言っ

とは、驚きであった。その時、九大 2 名（女性 1 名）、

ておきなさい！おれは君の明日の糧になるために

福大 1 名、福教大 1 名、鹿児島大（女性）1 名を採

言っておく」と。それはとても大事なことであった。
一、事業の目的などは時代に合っていく。まとも

用した。

な経営をすれば、この仕事は必ず大きくなる

松岡氏は、色々事情もあって若い時から苦労した

筈だ。

経歴もあり、これが後に仕事の上で大きな糧になっ

二、一つの事業をやるのに、今の竹下先生、細川

たと思われる。いずれにしても九州環境管理協会の

先生のように、今日は会議がある、午後は打

技術部門を背負って立ってくれている。
次に協会に関して思い浮かぶことの第一は私の就

ち合せがある、とか言って事業に専念せず、

職（転職）であった。きっかけは、当時協会の副理

片手間にやるのはとんでもない！！大学の仕

事長であった細川巌先生との係わりであった。係わ

事と事業を二股かけてやるようではダメだ。

小林博之元専務理事は平成 23 年 4 月 8 日逝去されました（享年 79 歳）。本稿はご生前の 2 月に執筆いただいたものです。

氏は当協会の草創期から 25 年間にわたって事務局長や専務理事として経営の陣頭に立たれ、当協会発展のために大きな
貢献をされました。ご冥福をお祈り申し上げます。
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この間色々な障害もあった。主な障害は行政の縦

この事をお二人に言っておいて欲しい。

割り体制そのものであった。大体、熊本県下の仕事

以上二つの言葉は長く私の心に残った。
そのあと二人と永島氏は事ある毎に衝突する。そ

であるのに、福岡県下の調査機関が行うのはおかし

の時は、九電の永倉社長に仲介に入ってもらい断裂

いというのである。竹下副理事長と私は、当時の亀

は廻避された。私は常に三者に立ち合ったので良く

井福岡県知事に会うなど県の上層部と面談したりし

憶えている。

て、この業務と当協会の協力体制の必要性を説得し
て歩いた。

永倉氏曰く、

競争の激しい環境分析業務は、今こそ四苦八苦し

「この事業は、先生方二人でやるには無理がある。財

ているが、当時はまだやっと新しい業務として出発

界の有力な一人、永島氏の力が是非必要だ。」

したばかりの先駆けであった。

このあと、当事者三人と和解の会食をして一つの

考えてみれば当協会は、九大を核とした学者の指

山を越した。
それからというものは、永島氏は、（財）日本モー

導陣とその道専門の方々によって仕事に結びつけて

ターボート競走会会長笹川良平氏に設立寄付金など

いただいて経営の基盤を築き、一方、日夜環境分析

を申請して補助金を獲得してもらい、協会の環境放

や環境影響評価・解析をはじめとした職員の個々の

射能研究室を創ってもらった。協会の設立運営につ

努力が大きいのである。この二者が相まってこそ一

いて、これ程貢献して下さった人はいなかった。財

つの成果ができるのである。
永島氏が言われたように、根っからの事業家はい

団法人九州環境管理協会の誕生である。
次に思い浮かぶのは、協会が大きく伸びる基礎を

なくて半官半民のような財団法人である。長く業界

築いた水俣の公害防止事業である。水俣湾をメッシュ

に生き残り、発展していくためには、愛社精神と仕

に区切って水銀汚染の拡散状況を監視するモニタリ

事への創意工夫が求められるのではないかと思って

ング作業である。当協会は水俣に宿舎と分析施設を

いる。

建設し、人材を派遣して水銀その他の測定を行なっ

皆様のご健康とご活躍を祈っています。

た。ポイント毎に一定の時間を定めて回収にまわる

二月二十二日

のは、株式会社パスコのボートであった。

故 小林博之氏退職記念植樹の花水木
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病床にて

七十九才

論

説

研究者の地域貢献
山口大学大学院 理工学研究科

1．はじめに

教授

関

根

雅

彦

何人の方が博士を推薦したのかは知らないが、私

２００９年に日本国際賞を受賞されたメドウズ博

も推薦者の一人として、天皇陛下の臨席される授賞

士をご存じだろうか。博士は７０年代にローマクラ

式に出席する機会を得た。この受賞記念講演会で、

ブの依頼を受けて MIT でシステムダイナミクスモデ

博士は、やはり件 の計算は今も有効である、今後

ルを用いて地球の行く末をシミュレーションし、有

３０年やそこらのうちに、急激な人口減の時代がやっ

名な「成長の限界」を著した。「宇宙船地球号」や「持

てくる、と述べられた。静まり返る会場・・・。し

続可能」といった、今では誰でも知っている「エコ」

かし、そのあと博士は、「科学者は、この時代に生き

な考え方の嚆 矢となった方である。筆者は大学院の

られることを喜びなさい」と続けた。なぜならば、

授業「環境システム工学特論」の１コマで博士の研

誰も経験したことのない未曽有の災厄の中、科学者

究について講義を行っていることから、博士が７０

の助言が最も重視される時代が来るのだから。だか

年代に計算した結果と、現在の地球環境問題の様相

ら科学者は、その時に備え、しっかり研究を重ねて

が大変類似していることに気づいた。

おかないといけない、というのである。

博士の計算によれば、人間は資源を浪費して環境

それが一昨年の春のこと。そして、噴火と鳥イン

汚染を引き起こし続け、２１世紀の半ばに人口がピー

フルエンザで始まり、地震、津波、原発事故へと続

クに達したのち、急激に人口を減らしてしまう。た

く今年の災厄を考えると、２１世紀半ばを待たずし

とえ資源が実際より豊富にあったとしても、この結

て、既に災厄の時代に突入した感がある。今まさに、

末はほとんど変わらない。資源を節約・再利用し、

科学者の真価が問われていると言えるだろう。

土地の生産性を高め、環境問題に対処し、人口を抑

翻って本稿である。実は本稿は、水環境学会誌平

制してはじめて、急激な人口減の起こらない「持続

成２３年３月号企画「豊かな地域社会・水環境づく

可能」な解に達することができる。

りへの大学研究者の技術・人材貢献」に掲載した記

先に述べたように、この計算は７０年代に行われ

事に加除修正を加えたものである。本稿の依頼を受

たものである。私はそうした計算結果があることは

けたころ、水環境学会の執筆依頼もほぼ同時に受け

知っていたものの、その後世界各地で様々な環境に

た。筆者が関わってきた椹野川におけるホタルの再

対する取り組みがなされ、事態が少しは好転したの

生プロジェクトを中心に，筆者の地域貢献活動の経

ではないかと思い込んでいた。

験について書いてほしいということである。この２

しかしながら、近年の CO2 の増加曲線、人口の増

つの依頼をうまく組み合わせれば手間が省けるとい

加曲線を見ると、博士の計算そのままではないかと

う不埒な思いで稿を進めてきた。しかし、本稿締切

思われた。博士の計算は今も重要性を失っていない

直前、大震災が東北を襲い、終息の見えない原発事

との観点で、数年前に博士を日本国際賞に推薦して

故を目の当たりにするに及んで、科学者の貢献や責

おいたところ、審査委員会でもそのように判断され

任というものについて再度考えさせられることと

たとみえて、先の受賞となったのである。

なった。早い話、本稿で取り扱っているホタル再生
13

という「地域貢献」の重大性について、自信が持て
なくなったのである。
筆者の研究室の前々任教授で、当協会理事でもあっ
た中西弘教授は、
「環境は平和なときの学問だ」とし
ばしばおっしゃっていた。福島原発では、より大規
模な被害を避けるため、「微量」の（しかし平時から
見れば大量の）放射性物質を環境に放出しながら、
海水の注入が続けられている。平時に行われている、
微量の汚染物質を対象とした研究や、「豊かな」環境
づくりのための研究は、災厄の時代にはどこかに吹っ
飛んでしまう。我々は、本当に必要な研究をしてき
たのだろうか？
言い訳はいくつもある。環境研究はもともとニー
ズドリブンなものであるから、その時々の問題に真

図１

摯に取り組むしかない、とか、みんなが同じ方向を

ホタル発生を伝える記事

（昭和 16 年 6 月 5 日防長新聞）

向いた研究をしてもしかたがない、とか・・・。しかし、
公害の時代の初期にも、環境研究者は移流拡散ばか

くなっていた。

り研究していて、公害問題の爆発を予見し、問題を

山口県では，この椹野川中流域にホタルの自生地

未然に防ぐような研究に目を向けてこなかった、と

を再生することを目標に，平成１１年〜１５年にか

いった批判が聞かれた。災厄の時代を前に、現在も

けて「夢戦略推進調査事業ホタルプロジェクト」，
「ほ

同じことを繰り返しているのではないか？

たる飛び交うきららな川づくり調査事業」を実施し

自分自身が得心できる答えはすぐには見つかりそ

た。筆者は平成１１年からたまたま一の坂川のホタ

うもない。最悪の事態を常に頭に置き、目前の問題

ル護岸の有効性調査を開始していた。この調査結果

と長期的な課題の関係を意識しながら今後の研究を

を行政と山口大学でかねてより実施していた「山口

考えていくことが必要なのだと思う。

県における河川問題に関する勉強会（官学勉強会河

前置きが長くなった。私の「小さな」地域貢献の

川部門）」で報告したことが，これらの事業に関わる

話を始めよう。

きっかけとなった。

２．事業の背景

3．最初のホタル水路の挫折

山口県は，古くは室町時代の大内氏の時代から，

「夢戦略推進調査事業ホタルプロジェクト」では，

ゲンジボタルが人々に親しまれてきた。現在でも県

平成１１年中に，椹野川堤外地でかつてホタルが乱

内の３水系２５河川が国の天然記念物指定河川と

舞していたとされる付近の洲に，ホタル生息場とな

なっており，中でも山口市の一の坂川ホタル護岸は，

ることを企図した水路を掘削したものの，平水時の

わが国最初のホタル護岸の成功例として知られてい

流量不足や増水時に河床礫が流されること，滞留と

る。しかしその一方で，山口市の中心を流れる椹野

フラッシュの繰り返しによる水質の不安定さ，そし

川では，過去にホタルが大量発生していた（図１）

てなにより，ゲンジボタルの唯一の餌料であるカワ

と伝えられている中流域において，戦後の強力な農

ニナが定着しないなどの問題があった。

薬の出現，河川改修，洗剤の普及などにより急激に

筆者は本水路に対してアドバイスを述べる立場に

ホタルが減少し，事業開始時にはまったく見られな

あったが，現場見学の折に水量不足問題に対して思
14

いつきのように話した，水路横の河岸から河道内に
排出される排水路の水を導水したらどうかという意
見が，わずかの間に実現されてしまったことに衝撃
を受けた。水質や流量など，事前に必要な情報確認
をまったく行っていなかったからである。研究者の
言葉の重みとでも言うか，行政に対して不用意に発
言してはいけないことを痛感した。また同時に，愛
ワニナの生息環境についての情報は極めて少なく，

図３ 椹野川中流域 (E ～ H) にはホタルの生息
適地はほとんどない

適切なアドバイスがほとんどできないことにも気づ

この HSI と HEP や PHABSIM と同様の計算手法

かされた。研究者としての無力感を味わうことになっ

（図２）を用いて椹野川本川のホタル生息場としての

たのである。本水路は，改善努力の甲斐もなく平成

価値を計算したところ，椹野川本川中流部はもはや

１３年には放棄されることになる。

ホタルの生息場として適していないことが明らかに

好家が多く知見が蓄積されているホタルに比べ，カ

なった（図３）5）。

4．ホタル・カワニナの生息環境の研究
平成１３年，
「夢戦略推進調査事業ホタルプロジェ

５．ホタル水路建設地の選定

クト」が「ほたる飛び交うきららな川づくり調査事業」

以上の研究結果を受け，行政では椹野川本川流路

へと展開するのにあわせ，筆者も懸案であるカワニ

内でのホタルの再生は放棄し，椹野川堤外地の高水

ナの生息環境を明らかにすべく，山口県との共同研

敷にホタル水路を建設し，別途導水することで，椹

究を実施することとなった。２年間にわたる椹野川

野川堤外地内にホタルを飛翔させる方針をとること

流域を中心とした県内河川の調査を経て，カワニナ

とした。この方法であれば，流量も河道形状も比較

の生息環境をおおむね明らかにし，HSI ( 生息場適性

的自由に制御でき，ホタルの生息に良好な環境を創

指数 ) としてまとめることができた 。HSI は HEP

造できる可能性がある。平成１５年，この方針に基

(Habitat Evaluation Procedure)2） や PHABSIM

づきホタル水路建設適地の選定が始まった。筆者と

(Physical Habitat Simulation System) などの生息

しても，これまでの調査の経験から，最適と思われ

場評価ソフトウェアで生息場の質を表すために使用

る候補地の心当たりがあり，その地での水路設計が

される指標である。

コンサルタントにより行われた。設計にあたっては，

1）

3）

筆者らの HSI の情報が参考にされた。

また同時に，文献情報と山口県内の調査をもとに

プロジェクトもこうした具体的な段階に進んでく

ホタル幼虫の水中での HSI と，ホタル成虫の空間で
の HSI を定めた

ると，地域住民との連携を考えなければならない。

。

1, 4）

当時でも，多自然川型づくりで住民と十分合意をと
らないまま草の生えやすい川づくりを行い，竣工後
誰も草刈などの管理作業を行わずに荒れてしまう河
川があるといった問題が指摘されていた。筆者は多
自然型川づくりに関する文章 6）を書いたり，土木学
会環境システム委員会で住民参加に関する研究に触
れる機会が多かったりした経験から，地域住民に早
目に話をするよう行政には伝えていたが，残念なが

図２ PHABSIM の計算方法

ら十分実行されなかったようだ。設計の終わったホ

（図中で HSI は Habitat Suitability Criteria と表記されている）
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限られた回数の調査からは問題は発見されなかった
が，原水が農地を通過してくるため，農薬の混入に
ついての懸念は残った。しかし，余水吐き直上流部
の農業用水路でいくらかホタルの発生が見られたこ
と，また同じ堰から取水された別の水路で大量のカ
ワニナが発生している地点があることなどから，ホ
タルが生息できる可能性はあると判断した。

６．ホタル水路の建設

上：平成１６年２月

平成１５年度冬期は，ホタル水路予定地の環境調
査を進める一方，本水路では流量を適切に調整でき
ることが不可欠であるため，行政担当者とともに用
水路の水利権者を訪ねて協力を依頼した。この時点
で地域住民への説明を十分行っておくことが必要で
あると考えられたが，この段階ではもはや事業を先
に進めることが第一に求められており，ホタル水路
竣工時には比較的自由にホタル水路の流量を調節し
てよい，という約束を水利権者から得たことで満足
せざるを得なかった。ただし，この時の水利権者の

下：平成１７年３月

反応は，「また物好きなこと，無駄な事をするなあ」

写真１ ホタル水路建設前後

といったものであり，決して好意的なものとは言え

タル水路は，いよいよ着工に向けて具体的準備を進

なかった。住民説明を十分行っていなかったツケは

める段階で，地域住民に関わる問題にぶつかり，平

竣工後に明らかになる。６月には，コンサルタント

成１５年の秋には頓挫してしまったのである。

がホタル水路予定地の流況計算などをまとめる一方，

土木事業には常に予算と締切が伴う。本事業は平

筆者らは水温調査結果や PHABSIM によるホタル水

成１６年度中に竣工する必要があった。平成１５年

路現況生息場計算結果を提示し，現況の平水流量の

初冬，水質や水量に対する十分な調査も行われない

問題点や望ましい流量などを指摘。８月にはプロジェ

まま，急きょ第二の建設候補地が図３の E 点付近に

クト会議において最適流量の設定や流速緩和策とし

選定された（写真１上 )。

ての堰の設置など，設計が固まった。平成１７年３

水路は農業用水の余水吐きからの流水によって堤

月には予定通り，水路本体が竣工した（写真１下）。

外地の高水敷に自然に形成されたものを利用してい

２か所の堰の設置，産卵場を期待した詰め杭の打設，

る。水路の水源は椹野川本川の 1.2km 程上流から取

一部高流速区間への自然石護岸の設置などを除けば，

水されており，流量は，農業用水の需要の少ない冬

水路自体の改変は最小限にとどめられた。

期には 0.02m3/sec 程度まで低下し，夏期には 0.8m3/
sec を超えることもあった。流量の低下する冬季に

７．モニタリング

は河床にシルトの堆積や枯死した藻類の付着が見ら

完成した水路に対して，コンサルタントによるモ

れ，ホタルやカワニナにとって良好な環境とは言え

ニタリングと並行して，筆者らも幼虫上陸調査，羽

なかった。しかし，流量を適切に調節できればシル

化調査，成虫飛翔数調査などを実施した。先述のと

トの堆積を制御できると判断した。水質については

おり，もともとホタル水路の直上流部分で若干のホ
16

ない。このホタル水路の建設については，地域住民
にまったく認知されておらず，一部の水利権者が水
を流す際に気にかけてくれているだけである。その
水の制御についても，上述のとおり当然のことなが
ら農業優先である。水量の最適制御や地元による草
刈の実施など望むべくもなかった。本来，多自然（型）
川づくりのように必然的に植生繁茂につながるよう
な河川改修であれば，地域住民の方々に愛着を持っ
ていただき，自発的に管理していただけるような川

図４ PHABSIM 評価結果とホタル幼虫
上陸地点（★）

づくりを行うのが常道である。そのプロセスを怠っ
た結果が早くも現実のものとなった。水切れ問題に

タルの飛翔が見られたこと，河床や水衝部以外の

ついては水利権者が注意してくれることとなったが，

土羽河岸が残されたことから，平成１７年中にも

草刈りと流量が多すぎる場合の対策が問題として

ホタル幼虫の上陸が観察された。またその分布は，

残った。

PHABSIM により予測されたものとほぼ一致してお
り，生息場計算の妥当性が示された（図４）5）。竣工

８．地域との連携

のその年から，いくぶんかでもホタルの飛翔が椹野

平成１８年４月，水路周辺の遊歩道の施工と同時

川堤外地で見ることができるようになったことは上

に，前年度のモニタリング調査結果を受け，高水量

出来であったと言える。

時にもホタル水路の流量が適正に保たれるよう，バ

一方で，カワニナの生息密度が予想以上に少ない

イパス放水路が掘削された。また，下流部の流速を

ことが明らかとなった。筆者らの調査の結果，田植

低減するために石積みによるせきあげが設置された。

え時期に数日に渡って水路の水が切れる場合があっ

これによって，ホタル水路の水回りはほぼ納得でき

たこと，降雨時には流量が増えすぎ，カワニナ成体

る形に完成された。筆者らは平成１８年度も上陸調

がフラッシュされてしまうこと，原水取水堰の滞水

査，生物調査を継続したが，常にまず草刈りを行っ

部で水温が３０度を超え，その水がそのままホタル

てから調査する必要に迫られた。あまりの草の生え

水路にも流入することなどが原因と推測された。

方に，平成１８年度後半には，なんとしても地元の

また同時に，現場の土壌は栄養豊かな河川の堆積

方々にホタル水路を認知していただく必要があると

物でできあがっているため，竣工後半年たらずの平

考えるようになった。

成１７年の夏には，水面を見るのも困難なほど植生

そんな中，現地調査中に近接する堤内地の稲刈り

に覆われてしまったことも大問題であった。植生に

後の田んぼで地域の子供を集めて野外活動している

覆われてしまっては，日射が少なくカワニナの餌と

グループを見かけ，声をかけたのが Y さんだった。

なる付着藻類の成長に悪影響があること，ホタルの

偶然ながら Y さんも水利権者の一人であり，堰の操

飛翔空間が確保されないことなどの他，人間が鑑賞

作を行うこともあるというお話をうかがった。以後，

できないという致命的な問題が発生する。ホタル保

なんとかして Y さんにもホタル水路に興味をもって

護の意義はいろいろあるが，水生生物には珍しく人

いただけないか考えるようになった。

目に付きやすく，人々に環境保護の意識を思い出さ

平成１９年度となり，前年度の雑草の繁茂状況か

せてくれることがもっとも重要な点だと筆者は考え

ら計画的な草刈りが必要であると判断し，研究室の

ている。従って，水面が見えないほど草に覆われた

学生とともに毎月１回日曜日に草刈り清掃活動を行

状態ではホタル水路の機能を果たしているとは言え

うことを決めた。水回りが完成した時点でもはやあ
17

まり研究テーマがないなかで学生に作業してもらう

部からの学生・教員をあわせて総勢７０名に上る参

ため，バーベキューなどのアトラクションと組み合

加者を得，盛会裏に終えることができた。観察会では，

わせることとした。４月に第一回の草刈りを行い，

「ホントにホタルがいるんだ〜」という声が聴かれた。

バーベキュー時に再会した Y さんに対し，５月の草

竣工後足かけ３年を経て，ようやくホタル水路の存

刈りは Y さんの活動フィールドの整備もあわせて行

在が認知された瞬間であった。

うことを提案し，地元の方とのはじめての共同作業
が実現することとなった。

９．おわりに

このころ，山口大学学長の出席するシンポジウム

平成１９年７月には，このホタル水路の活動で「川

で筆者がホタル水路について報告したことが元で，

の日」ワークショップグランプリをいただくことが

学生の活動を主体としてホタルを学内の水路で飛翔

できた。その後も、洪水に見舞われたり、指揮系統

させる計画が持ち上がり，筆者も学生指導に協力す

が乱れたり、平坦な道とは言えなかったが、なんと

ることになった。またホタル水路の現状と管理作業

か現在も活動は続いている。また、山口大学吉田キャ

の実態を行政の方にも知っていただきたいという想

ンパスのホタル水路も完成し、光害などの問題はあ

いもつのっていた。これらすべてに対応するため，

るもののホタルが発生していることや、宇部市の常

６月のホタルのシーズンに，ホタルに興味のある住

盤公園で高校生といっしょにホタル水路を作ったこ

民，行政，大学生，教員すべてに対してホタルにつ

となど、この研究活動から派生した成果がいくつか

いて知っていただくイベント，「ホタルの夕べ」を企

ある（図５）。

画した。山口市内の山口大学吉田キャンパス内で，
ホタル生息条件とホタル水路のポイントについて勉
強会を開き，そのあとみんなでホタル水路に移動し
て清掃活動を行った。清掃後はバーベキューとホタ
ル観察会を実施した（写真２）。

図５

本研究から派生した成果

研究活動と地域貢献は両立できるかと問われれば、
答えは，イエスでもありノーでもある。ホタル水路
に関係して，全文査読論文５編，学会発表１５件，
卒業論文１１編，修士論文３編，博士論文１編の成
果を得た。かけた年数１１年という期間で見れば，

写真２ ホタルの夕べ

決して効率よく研究できたとは言えないのだろうが、
ホタルの研究は，自分自身が成長でき，学生が現場

筆者らは４０ｋｍ離れた宇部市の常盤キャンパス
に勤務しているため，バーベキューの準備は宇部で

を知ることができ，地域の環境が改善された上に，

行い，降雨の場合のテントや清掃用具もあわせて２

研究成果まであがったのであり，筆者としては満足

トントラックで山口市の現場まで運ぶという大事業

している。

であったが，行政から３０名近く，地元から１０名

本報告を終えるにあたって，研究を通じて地域貢

以上，吉田キャンパスの学生・教員１０名程度，宇

献するために必要と思われる要素をまとめておきた
18

謝

い。

辞

本稿で述べたようなプロジェクトには，研究者の

まず，研究にスピードが求められる。もちろん重
大な問題では，研究成果を待って事業を進めてくれ

ほか，行政や地域住民をはじめとした多くの方々が，

る場合もある。しかし地域の小さな事業は，ほとん

それぞれの立場，それぞれの想いで関わっている。

ど常に締切と予算の制約の下で動いている。必要な

本稿はプロジェクト記録のように物事を公平に記述

時に必要なアドバイスができないと，努力も水の泡

したものではなく，あくまでも筆者個人の目から見

となる。本事例では，ホタル水路の用地選定後直ち

たプロジェクトの一断面であることを強調しておき

に自発的に現状評価結果などを提出していったこと

たい。誤解や記憶違い，記載漏れも多々あると思う。

が，設計に生息場評価結果を反映していけた理由だ

関係者の方々に不快な思いをさせる部分もあるかも

と考えている。

しれない。それらはひとえに筆者の至らなさのため
である。

次に，研究成果をできるだけシンプルに具体的に
説明することが求められる。研究者としては，より

最後に、お世話になった多くの皆さんに，等しく

普遍的な研究成果を出したい。従って，評価法がで

お礼を申し上げたい。どうもありがとうございまし

きた，設計法ができた，メカニズムがわかった，といっ

た。今後もよろしくお願いいたします。

た段階で研究を止めてしまいがちである。筆者とし
ても，例えばカワニナとホタルの HSI を作成した時
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特別寄稿論文

河川生態系保全のための淡水魚類の
分布予測の試み
鬼倉

１

徳雄 *

乾

隆帝 **

る。学術的な理論は，統計的処理で得られた説明変

はじめに
近年，地理情報システム（GIS）技術やリモート

数の種類や構築されたモデルの当てはまり度などに

センシング技術が急激に発達し，数値地図や衛星画

よって決まるが，住民を交えた合意形成の場では学

像から様々な情報が抽出できるようになってきた。

術的理論を数値で見せても説得力は小さいことだろ

それに伴い，いわゆる景観生態学的な技術が発達し，

う。恐らく，今後，生態系の保全・再生・管理の場

多様な分野へ応用され始め，水域生態学分野でも積

において，学術的レベルでも一般レベルでも情報を

１）

極的に活用されるようになってきた 。そして，日

「可視化」できるこの手の技術は広く利用されること

本国内の淡水魚類にも幾つかの活用事例が見受けら

になるだろう。我々もこういった可能性を視野に入

れる。例えば，Kano et al.

２）

れ，魚類の分布予測に関する研究に取り組み始めて

では，新潟県佐渡島内

おり，その課題や適用の可能性について議論したい。

のドジョウの分布情報について GIS 技術を用いて整
理し，現状の分布ポテンシャルマップを示すととも
に，ドジョウの分布拡大に有効な水田魚道を整備し

２

目的とスケール

た場合とドジョウの分布に負の影響を与える用水路

生物分布予測の研究成果はときどき誤解を招くこ

のコンクリート護岸化が進んだ場合のシナリオを図

とがある。先日，ある講演会で，淡水魚類の分布予

示している。これにより，島内のドジョウの生息地

測に関する事例を紹介したが，その後の質疑の中で

保全と再生・管理に有効な情報を容易に抽出するこ

学識者でさえ混乱する可能性があることを知らされ

３）

では，佐賀

た。それは，構築されたモデルに使われる説明変数

県嘉瀬川流域での国内外来魚ハスの分布情報を集積

のスケールの問題である。景観生態学分野では，詳

し，外来魚の分布ポテンシャルを把握するとともに，

細スケールの情報から構築されたモデルを広域ス

隣水系の筑後川流域でのハスの分布予測を試みてい

ケールに当てはめる，あるいはその逆には大きな問

る。外来魚類の分布拡散に対する監視技術として大

題があると指摘されている１）。例えば，ある河川の

いに期待される。

ミクロハビタットスケールの情報で構築されたモデ

とが可能となった。また，Sato et al.

こういった技術を駆使した生物分布予測の最大の

ルを他の河川に当てはめたとき，その生息ポテンシャ

利点は「可視化」にある。上記のドジョウの事例で

ルが極めて高いと予測されても，実際には生息の可

言えば，
「コンクリート化するとドジョウが棲めな

能性がほとんどないケースがある。純淡水魚類の分

くなります」よりは「コンクリート化するとドジョ

布が水系スケールに大きく左右されることは九州北

ウの生息域がこれほど狭まります」といったように，

部においても確認されており４），例えミクロハビタッ

その狭小化の程度を可視化して示すことが可能とな

トスケールの生息条件を満たしても，小河川には大

* 九州大学大学院農学研究院・助教

** 同・学術特定研究者（現：徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス

研究部・日本学術振興会特別研究員 PD）
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河川に依存する魚はそもそも分布しない。面積−種
数曲線

５）

物の密度にその生息ポテンシャルの大きさが左右さ

は生態学に精通した人であれば周知の事実

れるだろう。流水環境下でかつ砂よりも礫，礫より

であるが，学識者であっても専門分野が違えば「面

も岩の方が餌資源である藻類量も大きいだろう。こ

積−種数曲線」の概念は存在しない。すなわち，こ

ういった形態学的・生態学的特性から考えれば，選

の手の仕事にはモデル構築の目的，その目的を達成

択された説明変数に対し，生態学者は十分に納得で

するためのスケールが存在し，それを十分に理解し

きる結果と言える。そして，近隣の他の河川でも，

た上で初めて精度が高いモデルが構築され，生物分

類似した環境構造を持つ川であれば，恐らく，ボウ

布予測を現場に活用できるのである。

ズハゼは類似した傾向を見せるだろう。しかしなが

この目的とスケールについて，もう少し理解しや

ら，モデルを構築した河川とそのモデルを当てはめ

すいように具体例を示してみよう。五ヶ瀬川水系北

る河川間で，非生物的な環境特性が大幅に異なる場

川の特定のエリアで構築されたボウズハゼの生息ポ

合，その環境選択は大幅に変わる可能性がある。そ

６）

テンシャル曲線を図 1 に示す 。およそ 500m の範

もそも，生物種には環境適応の幅がある。非生物的

囲に設置された約 50 地点の情報に基づいた解析結果

な環境が少々適していなくても，その幅によってあ

から，この魚は概ね流速と河床材料にその生息が左

る程度，生息することができる魚種も多いと考える。

右され，流速が早いほど，そして河床材料が大きい

餌資源が少ない川であれば，ボウズハゼは成長速度

ほど，その生息ポテンシャルが高くなることが示さ

を低下させながらその適応範囲を広げるかもしれな

れている。その的中率は 80% を超えており，その精

い。河川の非生物的な特性として流速が全体的に遅

度はかなり高いことが分かる。精度が高いモデルで

く，河床材料が均質的な河川に，もしボウズハゼが

あるが，このモデルを他の河川に当てはめることが

生息していたなら，その環境選択が北川で構築した

できるだろうか？答えはノーである。極めて強い吸

モデルどおりになる保証は全くないのである。

着力を持つボウズハゼの場合，外部形態的には流水

実は，モデルを構築した北川内でも類似した問題

環境への適応性は極めて優れるだろう。また，餌生

が生じる可能性がある。モデル構築のエリアがボウ
ズハゼの流程分布の上流側であれば下流側での当て
はめの際，そしてその逆においても上記で述べたよ
うな問題が存在するかもしれない。このボウズハゼ
の研究を始めるにあたって，我々はその主要な生息
範囲内でのモデルの当てはめに限った条件設定を当
初から想定した。なぜなら，現在，五ヶ瀬川水系で
は複数の研究者が共同して河川生態系変動予測モデ
ルの構築を目指しており，その中で出水によって河
道の形状や河床材料の分布が変化した際，ボウズハ
ゼの分布パターンがどう変化するのかを予測するた
めにモデル構築を目指しているからである。すなわ
ち，最初から他の河川への当てはめ，あるいは同水
系内のボウズハゼ流程分布の上限，下限への当ては
めを想定していない。ミクロハビタットスケールで

図1

五ヶ瀬川水系北川・小川合流点付近におけ

の情報に基づいて主要生息域内での現状のモデルを

る代表粒径（D60）
，流速とボウズハゼの

構築し，その場所で将来起こりうる幾つかのシナリ

出現確率

オにそのモデルを活用することを目的としている。
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大切なのは，モデル構築に当たり何を目的とするか，

生態系の保全と管理の場では，さらにもうひとつ上

そしてその目的を達成するために必要なスケールの

位の階層として生物地理を加えるべきである。つま

情報を収集することである。生物分布予測に関する

り，日本国内の河川性生物の分布は「生物地理→水

様々なモデルが今後，多くの研究成果として世に出

系→セグメント→リーチ→瀬淵→ミクロハビタット」

てくると考えるが，書き手が想定した研究の目的と

という大から小への階層構造によってある程度整理

スケールを，読み手が読み誤らないように注意しな

できると考えるべきである（図 2）。そして，この階

ければならない。

層構造についてアジアモンスーン地域においては，

さて，先に紹介した佐渡島のドジョウの場合

２）

その幾つかの種類が氾濫原性魚類とされており ７），

も

類似したケースといえる。ベストモデル中の説明変

階層構造のいずれかの場所に農地を含めた氾濫原と

数 5 つのうちの 3 つが現地実測されたデータ（詳細

いった要素を加えるべきであろう。

スケール）を含み，GIS ソフト等で抽出可能な変数

この階層構造のうち，最上位の階層である生物地

（広域スケール）
は 2 つである。仮に他の地域でドジョ

理

４.8）

や次の大きな構造である水系４） については幾

ウの分布予測を行う場合，これら 5 つの変数に関す

つかの報告があり，参考文献をぜひ読んでいただき

る情報を集積する必要があるが，現地実測が必要な

たい。それらには，九州の淡水魚類の生物地理や水

3 要因の情報を収集するのにはかなりの労力を必要

系スケールに左右される淡水魚類の存在が詳細に示

とするだろう。例えば，この研究で得られたモデル

されている。そして，次のセグメントに関しては，

を九州に当てはめる場合，少なくとも 3 変数の現地

現在，我々が九州内について整理している最中にあ

実測が必要なのである。この佐渡島の事例は，もと

るが，河川生物に精通し，野外調査を実践されてい

もと，島内のドジョウの保全を目的としたものであ

る方であれば，概ね，想像可能な概念であろう。例

り，他の地域に当てはめることを目的としていない。

えば，九州に生息するダニオ亜科魚類９）の中で比較

島内のドジョウの生息適地を探すこと，あるいは島

的大型種であるヌマムツ，オイカワ，カワムツにつ

内のドジョウの生息適地を再生することにモデルを

いてその出現パタ−ンを河床勾配で整理した場合，

応用するなどの，
「佐渡島のドジョウの保全と再生」
を目的としての技術である。例えば，佐渡島内のあ
る農業用水路で，
「この用水路を土堤に戻した場合，
ドジョウは戻ってくるのか否か」を推測するための
ものである。目的に応じたスケールの環境情報が存
在することを念頭に置く必要がある。
３

河川生態系における空間スケールの概念
目的に応じたスケールの設定のためには，河川生

態系における空間スケールの階層構造についての概
念を理解しておく必要がある。Allan and Castillo が
その概念をとりまとめており，水系，セグメント，リー
チ，瀬淵，ミクロハビタットといった大から小への
階層構造として説明される５）。これは概ね日本国内
の河川にも当てはまると考えられるが，それらをと
りまとめた事例はない。また，日本のように地史的
な要因でその生物地理が複雑化している場合，河川

図 2 河川生態系の階層構造
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図 3 のようになる 10）。最下流部に出現するヌマムツ，

を行う立場に立ったとき，広域スケールでその予測

広域分布だがその中心は中下流にあるオイカワ，そ

をする場合は上記の階層構造のうち上位の階層の情

して，広域的で中上流に分布の中心があるカワムツ

報に，詳細スケールで生物分布を予測する場合は上

といったように，セグメントスケールである程度，

記の階層の中の下位の階層の情報に基づいてモデル

その分布の特性を整理できる。

を構築する必要性があることはご理解いただけるだ

この階層的に整理できる各種要因はある程度関係

ろう（図 2）。そして，先に述べたボウズハゼ６）やド

性がある。例えば，魚類の生息環境として重要視さ

ジョウ２）の事例は，ある特定のエリアでその生物分

れる止水的なワンドを，河床勾配が急な場所で見る

布を予測することを目的とした研究であり，下位の

ケースは稀であろう。そういった意味である魚種の

階層の情報に基づいて詳細スケールを解明した事例

分布を考えたとき，生物地理，水系規模，セグメン

である。詳細スケールでの保全と管理を目的とした

トといった上位の階層がその魚種の分布条件に当て

ものと言える。

はまり，かつ，その条件の中に下位の階層（リーチ，

序章で紹介した国内外来魚ハスの事例は３），ある

瀬淵，
ミクロハビタット）の生息条件が存在したとき，

意味中間的なスケールの分布予測に近い。嘉瀬川流

それぞれの分布が成立するのである。ただし，淡水

域の低平地で構築されたハスの出現予測モデルの場

魚類の場合，極めて狭いエリアでミクロハビタット

合，説明変数は 2 つであり，いずれも数値地図情報

に依存するような種から，河川内を広域的に利用す

（どちらかと言えば上位の階層）である。そして，そ

る種まであるため，下位の階層構造は必ずしも階層

の情報を筑後川流域に当てはめてハスの出現予測を

どおりに整理できない面がある。魚種ごとに生活史

実践している。外来魚類の分布拡散に対する監視技

特性を考慮した整理が必要なのかもしれない。

術としてはその潜在的な分布の可能性を予測するこ

このような階層構造を理解した上で生物分布予測

とが極めて重要であり，例えば，アユ放流に付随し
て分布を拡散しやすい本種の場合，定着しやすいエ
リアでのアユ放流の抑制などを提言可能となる。し
かしながら，実は，この研究を行うに当たり，元々
解析前に収集した情報は水深などの現地実測した下
位の階層の情報を含んでいた。たまたま一般化線形
モデル（GLM）を構築した際，赤池情報量基準（AIC）
に基づいて選ばれたベストモデルが数値地図情報の
みだったため，容易に他の地域での予測を行うこと
ができたのである。もし，仮に説明変数に水深を選
択していたら，筑後川水系に当てはめる際，筑後川
水系での水深の現地実測が必要となっただろう。構
築されたモデルを他の地域に当てはめることを目的
とする場合，数値地図や衛星写真で容易に抽出でき
る上位階層の情報に基づいた方が，利便性が高いと
言えよう。
ただし，他地域での予測が行え，広域利用が可能
な分布予測の場合，特に注意する問題がある。それ

図3

九州北西部におけるヌマムツ（A）
，オイ

は，上位の階層の情報に基づいて構築したモデルで

カワ（B），カワムツ（C）の流程分布

は，100% 的中する出現予測は存在しないことである。
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それは，これらのモデルには下位の階層の情報がほ

を得るといったシステムである（図 4）。あくまで，

とんど反映されていないからである。例えば，下流

汎用性を高めるため，地図情報から得られる環境情

に分布しかつ流水を好む魚種に対して，生物地理，

報を説明変数とし，各魚種の分布ポテンシャル予測

河川長，河床勾配の情報でその潜在的な分布の可能

を試みている。先に述べた階層構造のうち上位の階

性を予測した場合，その生息適地と判断されたエリ

層の情報に基づくため，少なくとも非出現の的中率

ア内の流速分布は多様であろう。上位の階層での生

は高く，出現の的中率は低いモデルとなるだろう。

息適地の中に，流速条件が適した場所と適していな

そのようなモデルが実際にどのように役立つのだろ

い場所が混在するはずである。上位の階層情報に基

うか？

づくモデルから算出された生息適地の中で，下位の

上記のデータで構築したモデルにおけるニッポン

階層条件が当てはまったとき，初めて出現場所が的

バラタナゴの事例 11）を図 5 に示す。その予測された

中する。逆に，河川性生物の分布と先の階層構造の

出現エリアは実際の分布エリアを含んでおり，概ね

概念から考えたとき，非出現場所はかなりの高確率

生息エリアの潜在的な範囲は予測できていると考え

で的中するはずである。生物地理，河川長，河床勾

られる。その一方，的中，非的中の詳細を見ていくと，

配といった上位の階層の情報がその対象とした生物

出現地点は 43% の的中率，非出現地点は 96% の的

の生息に不適であれば，その 3 つの情報に基づいて

中率であり，その精度は先に述べたとおりとなり、

構築されたモデルであれば，非出現場所はある程度

広域スケールのモデルの場合出現地点の的中率が低

予測できるのは当然のことといえる。
それでは，先に述べた詳細スケールの場合は，高
確率で的中するのだろうか？実は，詳細スケールの
場合，生物地理，河川長，河床勾配といった上位の
階層の環境条件を満たしたエリアで最初から調査が
行われているのが通例である。先のボウズハゼであ
れば，ボウズハゼが最初から生息する場所で調査が
実施されている。ボウズハゼが生息する生物地理，
河川長，河床勾配内で調査し，モデルを構築してい
るのである。少なくとも，広域スケールの場合に比
べれば，出現・非出現とも高い確率でその分布が予
測できるのは当然のことである。
４

広域的な予測モデルの応用の可能性
それでは，出現場所の的中率が低い広域スケール

での生物分布予測はどういった場面で活用できるの
だろうか？当研究室では過去 10 年間に集積した淡水
魚類相のデータと調査地点の景観スケールでの情報
整理を行っており，現在，約 1200 地点分の情報を
保有している。その目的は，任意の地点における淡
水魚類の潜在的な分布予測をするためのシステム構
築である。例えば，牛津川のある場所で，そこに生
息する可能性がある魚種の全リストとその出現確率

図 4 淡水魚類分布予測システムのイメージ図
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われ，絶滅危惧種が採集されたとき，その種に配慮
した事業が実施されることが自然再生なのか？それ
は単なる現状維持である。失われた生物にまで配慮
して初めて自然再生と言えるのではないか？その失
われた生物は，過去の生物調査データが存在しない
限り，我々は得ることができない。そういった場面で，
上記の広域スケールの予測モデルは重要な役割を果
たすだろう。幸いなことに，先の階層構造のうち，我々
人間が比較的容易に操作できるものはいずれも下位
の階層の環境構造であり，直線化された区間に蛇行
を戻す，瀬淵を創造する，ワンドを掘るといった技
術は，いずれもその操作である。上位の階層の環境
構造に基づいた予測モデルを用いて，その場所の最
大の生物ポテンシャルを算出し，それを目標値とし
て様々な自然再生技術を駆使して下位の階層の環境
構造を多様化し，その目標に近づける努力をするこ
とが，本来あるべき自然再生だと考えている。
５

絶滅危惧種の分布予測
広域スケール，詳細スケールに限らず，絶滅危惧

図5

種の分布ポテンシャルを予測するのは，生物多様性

九州北西部におけるニッポンバラタナゴ

保全あるいは各々の生物種の保全に重要な役割を果

の出現予測（A）と実際の分布（B）

たすだろう。危機的な魚種の生息適地を予測できれ

くなることを証明した形となった。しかしながら，

ばその保全的導入のための適地選定に，また複数種

ここでもう一度，階層構造の概念を考えるべきであ

の生息適地の重複を予測できれば生物多様性ホット

る。少なくとも，生物地理，水系，セグメント等の

スポットとしての保護区選定に役に立つだろう。ま

上位の階層で構築されたモデルであるため，出現が

た，新たな取り組みとして，絶滅危惧種の分布予測

予測された場所についてそれらの条件は満たしてい

モデルを用いて，それらの種の過去の分布ポテンシャ

るはずである。にもかかわらず，実際に出現しない

ルを明らかにし，現在と比較する研究を我々は進行

のであれば，解析に用いなかった下位の階層の環境

させようとしている。それは，多くの種において過

構造が欠落すると考えるのが妥当である。予測値と

去の分布情報があまりに少なく断片的であるため，

実測値の差から，欠落する下位の階層の環境構造の

各種の減少率が正確に把握できないからである。各

情報を予測できる可能性が高いのである。

種の分布域が過去と比べてどれほど減少したかを推

河川法が改正され，多自然川づくり技術が広まり，

定できれば，各種の減少率や絶滅リスクがより正確

全国各地で自然再生的な環境統合型手法による河川

に把握できるようになり，「真の絶滅危惧種」が分か

管理が行われつつある

るようになるだろう。

。しかしながら，そういっ

12）

たものに直接あるいは間接的に触れる中で，常に感

また，過去だけでなく現在の分布情報さえも欠落

じる疑問がある。それは，自然再生の位置づけである。

している絶滅危惧種が多いのも問題である。その中

何らかの河川事業において事前調査で生物調査が行

で特に顕著なのが河口域に生息するハゼ科魚類であ
25

る。ハゼ科魚類の中で環境省のレッドリスト 2007

は河口上流の河道特性だけでなく，波や潮汐といっ

年版

た海域からの影響を受けるため 16），先の生物地理，

13）

に掲載されているような種は，各種のミクロ

ハビタットが特殊かつ狭小である場合が多く，通常

水系といった上位の階層の要因の間に位置するもの

の魚類相調査では採集されにくい。実際，絶滅危惧

として，河川が流入する海域や，その海域内での河

Ⅱ類（VU）に指定されるエドハゼ

口の立地条件を考慮する必要も出てくるだろう。

14）

やチクゼンハ

ゼ 14），準絶滅危惧（NT）のヒモハゼ 15）の分布を詳

我々は，上記のようなハゼ科魚類の分布情報の欠

細に調べた結果，分布が確認できた水系の数が 3 種

落を防ぐための新たなアプローチとして，ある一定

ともに従来の記録を大幅に上回った。この 3 種以外

地域での詳細な分布情報を基に分布予測モデルを構

の分布情報も現在整理している最中だが，ほとんど

築し，未調査地域での各種の分布を推定・検証する

の種において従来の記録を大幅に上回っている。つ

ことで，分布情報の欠落を補う試みを進めている。

まり，これらの結果は，河口域のハゼ科魚類の分布

ここでは，絶滅危惧 IA 類（CR）のキセルハゼを例

状況は明らかな情報不足で，現在の分布情報さえも

に紹介する。本種は，従来は全国で十数例ほどしか

欠落していることを意味している。

発見されておらず 17），九州でも数例しか記録が無かっ

こういった情報の欠落は，本議論のテーマである

た 17,18）。しかしながら，これまでの我々の調査により，

「河川生態系保全のための魚類の分布予測」研究の足

九州・山口で 30 水系以上に分布していることが明

かせとなっている。目的変数であるハゼ科魚類の分

らかとなった 19）。このうち 9 水系は 1998 年度から

布情報の精度が向上しない限り，その予測は不可能

2006 年度までに実施された河川水辺の国勢調査にお

である。問題は目的変数だけではない。説明変数と

いて，その生息が確認されていない。つまり，本種

なる環境要因について，河川の純淡水域のような階

は他の河口域に生息するハゼ科魚類同様，通常の魚

層構造が十分に精査されていない。また，河口地形

類相調査では採集されにくい種であると言える。

図 6 瀬戸内海東部におけるキセルハゼの分布予測
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そこで，我々の調査結果から瀬戸内海西部（福岡県，

ある。ただし，現状はモデルを構築する上での目的

大分県，山口県）に流入する河川の詳細な分布情報

変数となるべき生物分布情報が不足している。それ

を抜き出し，それらの河川の環境情報を数値地図か

は，上述したハゼ科魚類に限ったことではない。淡

ら抽出して，水系スケールでの分布モデルを構築し，

水魚類で言えば，国内最大データベースは水辺の国

そのモデルに基づいて瀬戸内海東部の未調査エリア

勢調査であり，中小河川や氾濫原のデータが少ない
のが実情である。

（岡山県，兵庫県，大阪府，和歌山県，香川県，徳島県）

水辺の国勢調査に限らず，様々な事業において生

での本種の分布を予測した（図 6） 。この図からは，
20）

備讃瀬戸の本州側（岡山県）と四国側（香川県），播

物調査が行われているはずであり，データベース化

磨灘（兵庫県）の 3 エリアに本種の生息確率が高い

されず，眠ってしまっている情報が恐らくたくさん

水系が密集していることが分かる。実際，備讃瀬戸

あるだろう。それらがデータベース化されていない

の本州側と播磨灘では 1 水系以上の記録があること

点を極めて残念に考える。そういった生物データの

から

集積，管理，運用が，我々研究者のみでは解決でき

，このモデルに基づく未調査エリアでの分布

17）

予測はある程度できていると言えるだろう。そして，

ない，生物分布予測技術の精度向上と現場への応用

未調査エリアの中で生息確率が高く算出された場所

における解決すべき課題であると考える。

では，詳細な調査を行うことで，新たな産地を発見
できる可能性がある。推定値が高い水系が多いにも

謝

辞

かかわらず，これまで採集記録がなかった備讃瀬戸

ここで紹介した淡水魚類分布情報データベース

の四国側において我々が実際に調査を行ったところ，

は，環境省地球環境研究総合推進費革新型（RF-075，

予想通り本種の分布を確認することができたこと 20）

RF-0910）の中で構築された。また，紹介した研究

はその最たる例だろう。

の一部は，河川生態学術研究会五ヶ瀬川研究グルー
プの一員として行われた。

これはあくまで 1 種の事例であるが，一般的な魚
類相調査では採集されにくいなどの何らかの理由に
よって，現在の分布情報が欠落する魚種については，
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特別寄稿論文

富栄養化した湖沼でみられるアオコ問題について
田

中

義

人*

1．はじめに
「富栄養化」や「アオコ」という水質問題は，以前
から重要な問題とされ，様々な研究や対策が行われ
てきた。しかし，未だ各地で問題となっているなか
で，近年は，地球温暖化や水資源の枯渇などの湖沼
を取り巻く状況も大きく変化している。本稿では古
くからの問題であると共に，未来の問題としても懸
念される「湖沼の富栄養化とアオコ」問題を取り上げ，

図１

その概要と筆者らの取り組みの一部を紹介させてい

アオコを形成する藍藻類（Microcystis 属）

ただく。

２．まず，アオコとは？
富栄養化がすすんだ池や湖沼では，水面に緑のペ
ンキを撒いたような現象がみられることがある。一
般に「水の華」や「アオコ」といわれる現象である。
この「水の華」と「アオコ」は漠然と同じような使
われ方をするが，必ずしも同意とされていない。「水

図２ アオコを形成する藍藻類
（Microcystis 属，墨汁を添加して撮影））

の華」は浮遊性の藻類等が著しく繁殖し，一斉に水
面の色を変える現象をいう 。この水の華を形成す
1）

る藻類には多くの種類が知られており，その種類に

日本においてアオコを形成する藍藻は 15 属 55 種

よって，水面の色は異なる。例えば，藍藻類による

とされ 2），細胞内にはっきりとした核を持たない原

水の華は緑或いは緑がかった青になり，珪藻による

核生物のシアノバクテリアに分類される。藍藻の特

ものは褐色となる場合が多い。一方，「アオコ」はそ

徴のひとつは光合成を行うための色素が細胞全体に

の昔，
「青粉」という漢字をあてていたように，水面

散らばっていることである 3）。このため，藍藻が大発

が青色或いは緑色になる現象である。主に藍藻類が

生すると一面緑のアオコが発生することになる。

原因となるが，まれに，緑藻類やミドリムシ藻類が

日本でみられる藍藻の分類表を表 1 に示す。藍

原因となる場合もある。つまり，水の華のうち，水

藻の形態は比較的単純であるが，その細胞の形や大

面を青もしくは緑にするものがアオコということに

きさによって分類される。また，細胞の集まり方

なる。

も，固まりのような群体になるものや，一列に糸状

* 福岡県保健環境研究所

環境科学部

水質課

専門研究員
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の群体をつくるものなどがあり，分類の重要な要素

ある。我が国の湖や池などでよくみられるアオコが

となる。さらに，糸状の群体をつくるものには，栄

Microcystis（ミクロキスティス）属である（図 1）。

養細胞（トリコーム）の並びの中に特徴的な無色の

Microcystis 属の分類表を表２に示す。Microcystis 属

異質細胞や休眠胞子（アキネート）をつくるものも

の細胞はおおよそ 1 μm 〜 5 μm の球形で多数の細胞

表１

国内でアオコを形成する藍藻類の分類

表２

Microcystis 属の分類
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が密集しているのが特徴である。その細胞のまわり

美しい湖であったが，1980 年代以降，流域にある昆

は多糖類の膜（図 2）で覆われており，細胞の並び

明市の経済発展に伴い未処理生活排水などが流入し

方などで分類される。

始め，1990 年代には農業用水としても使用できない

た と え ば，Microcystis viridis は 特 徴 的 に 群 体 が

程水質が悪化してしまったという。流入する 29 河川

立方体状に規則正しく集合し，その群体を形成す

のうち 25 河川の化学的酸素要求量（COD）が中国

る亜群体は 8 個の細胞からなる。一方，Microcystis

で最も低い環境基準Ｖ類（40mg/L）すら達成できな

aeruginosa はしっかりとした多糖類に包まれている

い状態となっている（劣 V 類）。また，全窒素（T-N）

が，不定形だったり網状を形成することが多い。他

は，1 河川，全リン（T-P）は 10 河川しか最低の環

の藻類にはない Microcystis 属の特徴は，その細胞内

境基準 V 類を達成できていない。また，滇池の水深

にガス胞を持ち，浸透圧によりそのガス胞を膨らま

は 5 ｍ程度と浅く，水中に十分な光が供給されるた

せたり，萎ませたりして垂直運動をすることができ

め，アオコの発生にとって適した条件となっており，

ることである。Microcystis 属はこの運動によって他

年中アオコの発生に悩まされている。現在，この滇

の藻類に対して優位に光を活用でき，著しく優占度

池では日本の各機関も参加してアオコ対策や水質保

を高くすることができるし，一度優占するとそれが

全対策が進められている。
近年，日本国内でもアオコの問題が再び注目され

長期間にわたって維持されるため，後述する厄介な

ている。理由の一つに地球温暖化の影響があげられ

問題となっている。

る。たとえば，琵琶湖では，1979 年から 2004 年ま
での期間，気温の上昇と共に，水温（水深 0.5m）の

３．今なぜアオコか？
以前からアオコは，水道水源となる湖沼で大発生

上昇が記録されている 4）。水温が上昇することによ

した場合，浄水過程におけるろ過障害や水道水にお

り，今までは水温が低いためにアオコが発生してい

けるカビ臭の原因として知られていた。さらに，景

なかった地域でもアオコの発生が懸念される。また，

観を損なうばかりか，藍藻の呼吸による水中酸素の

すでに発生していた地域でも，アオコ発生期間の長

消費から酸欠による魚のへい死やその腐敗による悪

期化が懸念される。もう一つの理由として，我が国

臭の原因にもなっている。

の閉鎖性水域の水質改善が河川と比べて進んでいな

現在でも，各地の湖沼で同様な問題はおきている

いことがあげられる。閉鎖性水域水質の改善成果が

が，最近は海外においてより深刻な問題となってい

あがらなければ，当然，富栄養化の進行とアオコ発

る。特に，経済発展に伴い環境破壊が進む中国では

生の懸念は高まることになる。

大きな社会問題となっている。筆者も，
2007 年に（財）
自治体国際化協会の事業で中国の滇池（でんち）を

４．有毒藍藻類の影響

訪れ，その著しいアオコの実状を知る機会があった。

前節までアオコの一般的な影響や現状について述

中国では，最も汚染が深刻な三つの湖沼を「三湖」

べてきたが，アオコには，人や家畜の健康に影響を

と呼んで対策を進めている。滇池は太湖（江蘇省），

与える側面もある。ここからは有毒藍藻類について

巣湖（安徽省）と共にその「三湖」に含められてい

述べたい。

る湖沼である。面積は 309km2 で琵琶湖の半分程，
流域面積は 2920km2，12 水系 29 河川が流れ込んで

４－１）有毒藍藻類の出現と被害

いる大湖沼である。この流域には約 332 万人（2005

家畜や動物に毒性を示す藍藻類の存在は古くから

年）が生活しており，現在も周辺の開発に伴い人口

知られていたが，その被害がはじめて報告されたの

が急激に増加している。

は 1878 年のオーストラリアにおける動物被害とさ

この滇池はかつて「高原の真珠」と呼ばれるほど

れている 5）。報告では放牧されていた羊や豚，馬な
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どが水飲み場の池でスカム状に浮いていたアオコを

れている藍藻類は 7 属 10 種とされている 14）。毒素に

摂取し，数時間で死亡した事例が紹介されている。

ついてはいろいろな分類法があるが，構造に基づいて

このときの原因は Nodularia Spumigena と報告され

分類すれば環状ペプチドとアルカロイドに分類され

ているが，これ以降，世界各地で同様な有毒藍藻類

る。また，標的とする器官によって分類すると大き

による被害が報告されている。多くはオーストラリ

く神経毒と肝臓毒に分類される。環状ペプチドには

アやアメリカ，イギリスなどで起きた家畜や野生

Microcystis 属 や Anabaena 属，Oscillatoria 属 等 が 生

動物に対する被害となっている。原因は Microcystis

産するミクロシスチンと Nodularia 属が生産するノ

aeruginosa や Anabaena flos-aquae の藍藻類であった

ジュラリンが知られており，主に肝臓を標的とする。

6）

〜 8）

ま た， ア ル カ ロ イ ド に 分 類 さ れ る 毒 素 に は

。また，ヒトに対する被害も世界各地で報告され

ている。たとえば，1996 年，ブラジルでは透析に用

Anabaena 属や Lyngbya 属が生産するアナトキシン，

いる水にミクロシスチンが混入し，131 名の透析患

シリンドロスパーモプシン，サキシトキシンなどが

者の内 100 名以上に肝臓障害などの症状が現れ，52

知られている。このうち，アナトキシンとサキシト

名が命を落としている 。

キシンは神経毒として有名であるが，シリンドロス

9）

身近なアオコが有毒であると書くと，よく質問さ

パーモプシンはミクロシスチンと同様に肝臓を標的

れるのが，アオコはすべて有毒かという疑問である。

器官とする。この他に，藍藻類は大腸菌やサルモネ

世界中の 3000 を超える湖沼を対象にした世界保健機

ラ菌と同様なリポポリサッカライドに分類されるエ

構（WHO）の調査報告

によると，湖沼で発生し

ンドトキシンをつくることも知られている。エンド

たアオコのうち 59％が有毒だったとしている。日本

トキシンの場合，体内に入ると炎症を引き起こすな

では 23 箇所の湖で調査が行われ，そのうち 39％の

どの毒性を示す。これら毒素の内，世界的に最も検

湖沼で有毒藍藻類が確認されている

出されているのがミクロシスチンである。

10）

。また，一般

11）

的に，有毒種として知られる Microcystis aeruginosa
や Anabaena flos-aquae もすべて有毒であるわけでは
なく有毒の場合と無毒の場合があるとされる

４－３）ミクロシスチンの種類，構造，性状など

１）２）

。

前述のようにミクロシスチンは，Microcystis 属，

藍藻の分類が細菌の分類のように代謝などの生理

Anabaena 属，Oscillatoria 属が生産する 7 個のアミ

学的な判定ではなく，顕微鏡を用いた形態的な同定

ノ酸から構成される環状ペプチドで，肝臓を特異的

法によっているためとも考えられるが，近年は藍藻

に標的とする毒素である。現在，世界各地で 70 種

類の遺伝子配列も解明され始めており，遺伝子情報

類以上のミクロシスチンが報告されている。その基

により分類を行うことができるようになれば，近い

本的な構造を図 3 に示す。また，代表的なミクロシ

将来，有毒種と無毒種の新たな分類が可能になるか

スチンの組成と毒性を表 4 に示す。ミクロシスチン

もしれない

は 7 個のアミノ酸からなるが，その構造には特徴的

。さらに，生息環境によっても，ミク

12）

ロシスチンの生産量に違いがあると報告されている。

なアミノ酸を含んでいる。まず，一般的な高等生物

Microcystis 属の増殖が窒素制限の場合，細胞内の

では生産しない D 型のアミノ酸を含んでいることで

ミクロシスチン生産量は増殖速度に依存するが，逆

ある。次に，これも一般にはみられないβアミノ酸

にリン制限時には増殖速度が遅いほど細胞内のミク

（β炭素にアミノ基がついたアミノ酸）を含むことも

ロシスチン生産量は多くなる

特徴である。この部分は Adda (3-amino-9-methoxy-

。

13）

10-phenyl -2,6,8-trimethyldeca-4,6-dienoic acid) と
呼ばれ毒性の発現にも関与しているとされる 15）。

４－２）有毒藍藻類と毒素

この他にも，Mdha（N- メチルデヒドロアラニン）

表 3 に毒素とそれらを生産する有毒藍藻類につい

とよばれる変化しやすい部分の存在やミクロシスチ

て示す。これまでに，毒素を生産することが確認さ
32

表３

図３

藍藻類が生産する毒素

ミクロシスチンの基本構造（ミクロシスチン -LR）
表４

代表的なミクロシスチンの毒性
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表５

ミクロシスチン分析法

ン同族体によって変化する 2 種類の L- アミノ酸の存

いるとされる。表 4 に示すように，最も急性毒性が

在などがある。ミクロシスチンはその命名法も独特

高いのはミクロシスチン LR で，マウスに対する半

である。

数致死量（LD50）は 50μg/kg と報告されている。

図 3 に示すように環状構造をなすアミノ酸のうち

この毒性は，同じように天然生物が生産する最強

D- アラニンの位置を 1 として，時計回りに番号をつ

の毒素ボツリヌス毒素（LD50 は 0.00003 μg/kg）や

けて表す。2 番目と 4 番目はミクロシスチン同族体

人工産物であるダイオキシン（LD50 は 0.6 μg/kg）
よ

によって変化する L- アミノ酸で，ミクロシスチン名

り弱いが，青酸ソーダ（NaCN の LD50は10,000 μg/kg）

の後に 2 文字ついているのは，この L- アミノ酸の一

よりはるかに強い 13）。とはいえ，アオコを大量に含

文字表記の記号である。たとえば，ロイシン（L）と

む水をヒトが口にすることは通常考えづらいことか

アルギニン（R）であれば，ミクロシスチン LR とい

ら，ミクロシスチンの毒性を考える上で重要なのは

うことになる。3 番目は D- メチルアスパラギン酸。

慢性毒性である。ミクロシスチンとノジュラリンは

このメチルアスパラギン酸のメチルがとれる場合も

オカダ酸と同様の発ガンプロモーション活性を持つ

あり，3- デスメチルミクロシスチンとされる。5 番

ことが報告されている 16）。人間の発ガンはイニシエー

目は特徴的な Adda。6 番目は D- グルタミン酸で 7

ション（腫瘍細胞の発生），プロモーション（腫瘍細

番目が Mdha となる。Mdha のメチル基がとれる場

胞の増殖），プログレッション（腫瘍細胞の悪性化）

合もあり，7- デスメチルミクロシスチンとされる。

及び転移などと分けられる多段階で生じると考えら

70 種以上あるミクロシスチンの毒性はすべて同等

れているが，ミクロシスチンとノジュラリンはプロ

というわけではない。ミクロシスチンの毒性発現に

テインフォスファターゼ１（PP-1）と 2A（PP-2A）

は前述した Adda 部の存在とその立体構造，6 番目

の活性を阻害することにより発ガンプロモーション

のグルタミン酸の遊離カルボキシル基が必須とされ，

活性をもつとされている。このような毒性を示すミ

さらに，7 番目の Mdha が補助的な役割を果たして

クロシスチンに対して， WHO は飲料水中ミクロシ
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スチン LR のガイドライン濃度を 1.0 μg/Lと設定し

いる質量分析計（MS）或いはタンデム質量分析計

ている。我が国でも水道水質について，水道水質基

（MS/MS）を用いる。個別定量は最も一般的な方法

準項目ではないが要検討項目としてミクロシスチン

であるが，機器が高価である点や標準品を入手でき

LR を指定している。要検討項目とは毒性評価が定ま

るミクロシスチンしか定量できない点などが短所と

らず，浄水中の存在量などが不明であるため情報を

なる。ただ，わが国で多く検出されるのは，ミクロ

収集する必要がある物質である。ただ，ミクロシス

シスチン LR，RR および YR とされることから，我々

チンは適切な塩素処理によって分解し，活性炭ろ過

もこの 3 種を主に調査している。一方，ミクロシス

などの高度処理でも除去されることが確認されてい

チンの共通骨格 Adda 部に着目して，総量を定量す

るため，水道水への混入の可能性は現在のところ低

る MMPB 法がある。これはミクロシスチンを過ヨ

いと考えられる。

ウ素酸ナトリウムと過マンガン酸カリウムを加えて
分 解 し，Adda 部 を MMPB（2-methyl-3-methoxy-

４－４）ミクロシスチンの分析方法

4-phenylbutyricacid）として測定するものである。
LC で分析を行う場合はそのまま分析を行うが，

ミクロシスチンの分析方法には種々の方法が報告
されている。ミクロシスチン分析における大きな問

GC の場合は誘導体化が必要になる。この方法では

題はその種類の多さと標準品入手の困難さである。

すべてのミクロシスチン標準品は必要ではなく，未

一般的な化学物質の場合，すべての標準品が準備

知のミクロシスチンがあっても共通骨格を持ってい

できることが分析の第一歩であるが，ミクロシスチ

るので検出できる点が長所になる。ただ，抽出と前

ンの場合，我が国で入手できるのは 5 種程度にとど

処理工程が比較的長くなり，分析者によって回収率

まる。そこで，分析手法としては標準品が用意でき

にばらつきがでるとの指摘もある。次に，グルタチ

るものだけでも個別に定量する方法とミクロシスチ

オン（GSH）付加法は 7 番目のアミノ酸，デヒド

ンの共通骨格に着目して総量として定量する方法が

ロアラニンに GSH を付加し，その GSH にトリニ

用いられている。検出方法も機器分析による化学的

トロベンゼンスルホン酸を反応させて発色させるも

な手法と抗原抗体反応などを用いた生物学的な手法

のである。高価な分析機器が必要なく，現場での測

が用いられている。

定も可能な方法である。また，抗原抗体反応を利用

分析方法の概要を表 5 にまとめた

し た ELISA 法（Enzyme-Linked Immuno Sorbent

。まず，最も

17）

一般的な方法は HPLC を用いた個別定量法である。

Assay）やミクロシスチンの PP2A 阻害を利用した

検出器としては紫外検出器（UV）及びフォトダイ

方法など生物学的な原理に基づいた方法もある。特

オードアレイ検出器（PDA）や，近年普及し始めて

に，ELISA 法はキットが市販されており煩雑な操

表６

モニタリング調査結果の一例
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作を必要としないし，簡単に多数の試料水を高感度
で短時間に検査できる等の長所があるが，定性能に
不安がある。PP2A の活性阻害を利用した方法は，
PP2A の基質としてパラニトロフェニルリン酸を用
い，PP2A による基質の加水分解反応をミクロシス
チン類が阻害する効果を基質の分解によって生じる
発色の違いによって定量する方法である。この方法
は非常に簡便で，安価な方法であると考えられてい
る。
５．現在の取り組みと今後の課題
５－１ミクロシスチンについて
現在，我々も福岡県内の湖沼についてミクロシス
チンの調査を行っている。その一例を表 6 に示す。
分 析 は，HPLC-MS/MS に よ る 個 別 定 量 法 と
MMPB 法で行っているが，対象湖沼では比較的濃度
が低いため，MMPB の結果を示す。調査の結果，県
内の大規模な湖沼ではミクロシスチンはほとんど検
出されないが，富栄養化し，アオコが日常的にみら
れるため池では，継続的にミクロシスチンが検出さ
れた。今後，水質の改善が進まず，温暖化の影響が

図４

懸念されることからこの調査を継続していかなけれ

ﾐｸﾛｼｽﾁﾝの垂直分布調査例

はミクロシスチンの時空間的な分布状況の把握調査

ばならない。
ミクロシスチンは藍藻類が生産する物質であるた

を行っている。ミクロシスチンの垂直分布調査例を

め環境中での挙動は，一般的な化学物質と異ると考

図 4 に示す。藍藻類が大量に生育する時期には表層

えられる。一般的な化学物質は汚染源から拡散して，

と底層におけるミクロシスチン濃度に約 3 倍程度の

その後，物理化学的な分解や微生物等による生分解

差が出ることがある。また，水平方向の分布調査で

により減衰していく。一方，ミクロシスチンの汚濁

も 6 倍以上の濃度差が検出されることもある。この

源は藍藻類である。藍藻類は水面を風向などの気象

ようにミクロシスチンの湖沼内分布には著しい偏在

条件や地理的な条件によって移動することができる。

性がある。このことは，サンプリング場所や時間に

また，細胞内にガス胞を持っていることから，垂直

よって大きく値が異なり，その評価に大きな影響を

方向にも移動する。一般に藍藻類が生育していると

与える。今後，モニタリング調査と偏在性調査を継

き，ミクロシスチンはその細胞内で保持されて，水

続して適正なサンプリング場所選定の方策やそれに

中には溶出しないとされている。しかし，その細胞

基づくミクロシスチン評価手法を検討しなければな

が何らかの条件で破壊されたり，水温の低下等で藍

らない。
また，分析方法の改善についても，検討している。

藻が死滅する場合は細胞外に放出される。このため
湖沼におけるミクロシスチンの安全性を評価するに

ミクロシスチンについては，前述した標準品の入手

は，ミクロシスチンの挙動把握が重要であり，化学

が困難なことに加え，質量分析に有用な同位体がな

物質汚染とは異なる留意が必要になる。そのため我々

かった。しかし，国立環境研究所では新しい試みと
36

15

ブック，滋賀県立衛生環境センター監修，合同

して，ミクロシスチンを生産する藍藻を N で標識
15

出版株式会社

した硝酸塩のみを加えた培地で培養し， N で標識さ
。この開発が

4 ）津田泰三，岡本高弘，藤原直樹，中村忠貴，矢

実用化されれば，質量分析におけるサロゲート物質

田稔，佐貴典子，土肥誠，面田美紀，一瀬諭，

として活用でき分析手法の精度管理にも有益になる

若林徹哉，青木茂，原良平，琵琶湖北湖におけ

と期待されている。

る鉛直方向の長期水質モニタリング，水環境学

れたミクロシスチンを開発している

18）

会誌，29（9），565-568，2006
5 ）Francis, G. Poisonous Australian lake, Nature,

５－２アオコ抑制について
ミクロシスチン問題の解決には，有毒藍藻類の抑

18, 11-12,1878

制が必要である。その手法については，様々な取り

6 ）Richard, D. S., Beattie, K. A. and G. A. Codd,

組みがなされている 13）。もっとも分かりやすいのは

Toxicity of cyanobacterial blooms from Scottish

吸引や捕集により水表面のアオコを回収する方法で

freshwaters, Environ. Technol. Lett.,

ある。ただ，広大な湖面に対しては労多くして効が

4, 377-382, 1983.

少ない。中国などでも回収船を使用していたが，ほ

7 ）Sivonen, K., Kononen, K., Esala, A. - L.and

とんど効果を上げていないようであった。一方，硫

S. I. Niemela, Toxicity and isolation of the

酸銅や界面活性剤などの殺藻剤を散布する方法も広

cyanobacteria (blue-green algae) in Finnish

く行われている。この方法は比較的制御が容易で結

fresh and coastal waters, Hydrobiol., 190,

果も分かりやすい反面，大量に化学物質を散布する

267-275, 1989.

ことにより周辺生態系への影響も懸念されるし，水

8 ）McBarron, E. J., Walker, R. I., Gardner, I. and

利用の観点からもあまり多用できない。この他，紫

K. H. Walker, Toxicity to liverstock of the

外線や超音波，発泡等の物理的効果によりアオコを

blue-green algae Anabaenacircinalis, Aust.

抑制，破壊していく方法もあるが，効果の有効範囲

Vet. J., 51, 587, 1975.

は限定的であると考えられる。研究的には，抽水植

9 ）Jochimsen, E. M., Carmichael, W. W., An, J.,

物や水生植物から放出されるアレロパシー効果物質

Cardo, D.M., Cooksen, S . T., Holmes C.E.M.,

やウイルスや細菌を活用した手法

19 − 21）

も報告され

Antunes, M.B., de Melo Fiho, D.A., Lyra, T.M.,

ている。

Barreto, T., Azevedo, S . M . F . O ., Jarvis,

本質的な水環境の面から考えると，アオコ及びミ

W.R. Liver Failure and Death after Exposure

クロシスチンの問題は，すなわち湖沼の富栄養化問

to Microcystins at Hemodialysis Center in Brazil.

題に行き着く。この富栄養化問題の解決には，流入

N. Eng. J. Med. 338, 873-87

水（流入負荷量）に対する対策と底質からの栄養塩

10）Toxic cyanobacteria in water: A guide to

対策，さらに滞留時間を必要以上に大きくしないな

their public health consequences, monitoring

ど水源管理対策も重要となることから，各関係機関

and management, IngridChorus and Jamie

との連携と息の長い対策が必要だと考えられる。

Bartram,
http://www.who.int/water_sanitation_health/
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研究報告

数値シミュレーションを用いた博多湾と有明海における
アサリ浮遊幼生の挙動の解析
横

1

山

佳

裕*

の数値シミュレーションを行い，季節間や海域間の

はじめに

違いなどについて検討した。

博多湾において，アサリは重要な水産資源であり，
その生息場は潮干狩りをはじめ，自然と人とが共生
できる親水空間として重要な位置を占めている。ま

2

シミュレーションモデルの概要

た，有明海においても重要な水産資源であるアサリ

シミュレーションモデルは，海水の流れを表現す

の漁獲量は，近年減少しており，アサリ資源の維持

る流動モデルとアサリの浮遊幼生を追跡する物質輸

や生息場保全の取り組みがなされている 。

送モデルで構成される。

1）

博多湾と有明海の計算範囲はそれぞれ，博多湾と

アサリを保全する上では，生活史（図 1）を考慮
した再生産機構を明らかにすることが重要である。

玄界灘を含む範囲（図 3）7），および有明海と有明海

その中でも生涯で唯一大きな移動能力を持つ期間の

と橘湾を含む範囲（図 4）8） とした。水平方向の格

浮遊幼生の挙動を把握することは，アサリ資源の形

子分割は博多湾が 300m × 300m，有明海が 2,000m

成や生息場保全のための重要な要素の一つである 。

× 2,000m とし，鉛直方向の層分割はそれぞれ 15 層，

また，干潟域のアサリ資源の形成・維持には，浮遊

14 層とした。

2）

流動モデルは運動方程式と連続方程式，熱収支式，

幼生が絶えず大量に供給される必要があるため，各
生息場への浮遊幼生の供給の繋がりを把握すること

塩分収支式，海水密度と水温・塩分を関連づける状

が重要である 3-5）。

態方程式 9） による鉛直多層レベルモデルを用いた。
物質輸送モデルにはアサリの浮遊幼生を粒子に見立
て，Yanagi et al.10） の Euler-Lagrange 手 法 の モ デ
ルに幼生の生態特性を組み込んだ。幼生の生態特性
には，①浮遊幼生の成長 11），②成長段階毎に異なる
好適塩分選択による鉛直移動 12），③フルグロウン期

図1

アサリの生活史 6）

そのため，本研究ではアサリの保全のための基礎
研究として，海水の流れや滞留時間などの海域特性
が異なる博多湾と有明海を対象に，浮遊幼生の挙動
*（財）九州環境管理協会

環境部

環境技術課

図2

主任研究員
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アサリの浮遊幼生の生態特性

図3

博多湾の計算範囲と計算格子，アサリ生息場
での沈降 13,14）を考慮した（図 2）。
計算対象時期は 2002 年の 5 月（春季，平水時）
と 7 月（夏季，出水時）とした。アサリは，大潮期
において，図 3，図 4 に示したアサリの生息場 15,16）
よりそれぞれ同数の幼生が産まれることとした。
3

アサリ浮遊幼生の挙動と着底場所の分布

3.1

浮遊幼生の水中での挙動

（1） 博多湾における季節などの違いによる幼生の挙
動の比較
博多湾において，春季（平水時）と夏季（出水時）
に各産卵場所より産まれたアサリ浮遊幼生の水中で
の分布の経日変化をそれぞれ図 5，図 6 に示す。
春季（平水時）のアサリ浮遊幼生は産卵開始後 20
日以降に海底に着底し始めたため，25 日目になると
水中の幼生は 20 日目に比べて疎な分布となり，30
日目には全ての幼生が海底へ着底もしくは湾外へ流
出した。一方，夏季（出水時）では春季に比べて成
長速度が速く，出水に伴う湾奥部から湾口への海水
図4

有明海の計算範囲と計算格子，アサリ生息場

表層の流れが速くなるため，海底へ着底したり，湾
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図5

春季（平水時）の博多湾におけるアサリ浮遊幼生の水中の分布状況

外へ流出することにより産卵後 15 日目には分布が疎

西側を経て，湾口部へ向かう流れにより，能古島西

になり，20 日目には湾内に幼生がほとんどみられな

側から北側に拡散している。一方，出水時には河川

くなった。

水の流出に伴い能古島東側から湾口部へ向かう海水
の流れが強くなるため，能古や室見で産まれた浮遊

平水時と出水時の幼生の分布状況を比較すると，

幼生は能古島東側から北側に拡散している。

博多湾西側海域に位置する今津や能古，室見で産ま

湾央・湾奥海域にある西戸崎や海の中道，多々良

れた浮遊幼生は，平水時には大半が能古島南側から
41

図6

夏季（出水時）の博多湾におけるアサリ浮遊幼生の水中の分布状況

川で産まれた浮遊幼生をみると，平水時の西戸崎産

遊幼生は，平水時と出水時ともにアイランドシティ

は能古島と西戸崎の間を通って流出したのち，25 日

周辺に拡散している。御島産は平水時，出水時とも

目には下げ潮に伴って能古島西側に移送される。海

にアイランドシティ南側から西側に浮遊し，出水時

の中道産は湾央部へ移動し，20 日目を過ぎると，能

には幼生の一部が多々良川からの出水に伴うアイラ

古島東側から湾口部に向かって移送される幼生と，

ンドシティ西側から和白への海水の流れにより，ア

能古島南側を通って西側から湾口部に移送される幼

イランドシティ北側水路周辺に拡散している。
このように，博多湾における各産卵場所から産ま

生の 2 種類に分れる。多々良川産の幼生は，河口か
ら湾央部までの沿岸に拡散している。出水時には，

れた浮遊幼生は，各産卵場所周辺の流れや出水に伴

西戸崎産と海の中道産の浮遊幼生は産卵開始後 5 日

う海水表層の流れの変化により，湾内を移送される

目に，湾央部へ拡散した後，出水に伴う能古島東側

経路と分布の特徴が異なっている。

から湾口部への強い海水の流れにより，能古島東側
から北側に拡散している。多々良川産の浮遊幼生は，

（2）博多湾と有明海との海域特性の違いによる出水

5 日目には湾奥・湾央沿岸部に広がるが，多々良川

時における幼生の挙動の比較

からの出水により，アイランドシティ西側からアイ

有明海において，夏季（出水時）に各産卵場所よ

ランドシティ背後域の和白への流れが強くなるため，

り産まれた浮遊幼生の分布の経日変化を図 7 に示す。

海の中道およびアイランドシティ北側付近に拡散し

博多湾における出水時の浮遊幼生の分布状況（図

ている。

6）と有明海における幼生の分布状況を比較すると，
博多湾では産卵開始後 20 日目には湾内に浮遊幼生が

アイランドシティ背後域にある和白で産まれた浮
42

図7

夏季（出水時）の有明海におけるアサリ浮遊幼生の水中の分布状況

ほとんどみられなかったが，有明海の滞留時間は博

池川河口，白川河口で産まれた浮遊幼生がそれぞれ

多湾よりも長いため，有明海では産卵開始後 25 日が

湾奥部にある柳川沖や湾央部の荒尾沖，菊池川河口

経っても幼生が浮遊しており，産卵後 30 日目になっ

へと移送される。また，筑後川河口産の幼生の一部

てから，幼生が海底へ着底もしくは湾外へ流出した。

は，諫早湾周辺の小長井や瑞穂，土黒へ拡散している。

また，博多湾では湾奥部から湾口部へ向かう流れ

湾央部南東部にある緑川河口産は，海水の流れに沿っ

に沿って浮遊幼生が各産卵場所より湾口部へ移動し

て湾口部へ拡散している。有明海では，湾央部東側

ているが，有明海では湾央部東側にある荒尾沖，菊

から湾奥部へ向かい，湾奥部の筑後川河口から諫早
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図 7（つづき） 夏季（出水時）の有明海におけるアサリ浮遊幼生の水中の分布状況
湾を通って，島原半島沿いに湾口部へ向かう反時計

にアサリ浮遊幼生が海底に着底した場所の分布を産

回りの流れとなる。そのため，博多湾での浮遊幼生

卵場所別に図 8，図 9 にそれぞれ示す。着底場所の

は湾奥部から湾口部へ向かう動きとなるが，有明海

位置は，幼生が海水中を移送されながら，着底でき

では湾央部東側にある浮遊幼生が北側にある湾奥・

る大きさ（フルグロウン期：180 μm）6）まで成長し

湾央部の産卵場所へ移送されると考えられる。

たのち，海底に沈降した場所を示している。

このように，浮遊幼生の水中での挙動は，博多湾

平水時における浮遊幼生の着底場所の分布をみる

と有明海のような海域の規模や河川からの淡水の供

と，今津で産まれた幼生は，今津から湾口部にかけ

給量などによって異なっている。また，有明海のよ

て着底している。能古や室見川で産まれた幼生は，

うな大きな海域になると，湾内でも海岸地形や河川

産卵した場所だけでなく，能古や今津周辺まで着底

からの淡水の供給量など，各産卵場所での海域の条

域が広がっている。西戸崎・海の中道産まれの幼生

件に応じて，浮遊幼生の挙動が異なっている。

は，海水の流れに伴い湾内に広く拡散するため，西
側海域の能古や室見川周辺までの範囲に着底してい

3.2

る。多々良川産は河口から湾央部までの沿岸に，和

アサリ浮遊幼生の着底場所の分布

白産はアイランドシティ北側から御島にかけて，御

（1）博多湾における季節などの違いによる着底分布

島産は御島からアイランドシティ南側，湾央部にほ

の比較
博多湾において，春季（平水時）と夏季（出水時）

とんどが着底している。
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図8

春季（平水時）の博多湾におけるアサリ浮遊幼生の着底場所の分布

図9

夏季（出水時）の博多湾におけるアサリ浮遊幼生の着底場所の分布

出水時の博多湾の西側および湾央海域にあるアサ

着底している。出水に伴う湾外へ流れる海水表層の

リ産卵場で産まれた幼生は，能古島東側から北側に

強い流れにより，多くの幼生が湾外へ流出するため，
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着底する数は平水時と比べて少ない。多々良川産ま

する。菊池川河口産まれの幼生も北にある荒尾沖に，

れの幼生は，海の中道やアイランドシティ北側の水

白川河口産も北にある菊池川河口に着底している。

路付近に多く着底している。和白産の幼生は出水に

このことから，有明海東側湾央沿岸部のアサリ資源

伴い多々良川からアイランドシティ西側を経て，和

量を増やすことにより，湾奥部のアサリ生息場への

白へ向かう流れが強くなるため，着底場所が和白や

幼生供給量が増え，湾奥部のアサリ資源の増加の一

御島周辺に限られる。御島産はアイランドシティア

助となることが期待される。

イランドシティ西側へ拡散した後，海の中道付近へ

諫早湾周辺では湾の北に位置する小長井産の幼生

拡散するため，平水時には着底があまりみられなかっ

が湾南にある瑞穂へ，瑞穂・土黒産まれの幼生は，

た海の中道付近に多く着底している。

両産卵場所へお互いに幼生を供給する状況が伺える。

各産卵場で産まれた幼生は，流れによって拡散し

博多湾では海水表層の流れに伴い，湾奥部から湾

ながら，沈降・着底した後，着底した場所がアサリ

口部へ拡散しながら成長し，一部が他の産卵場所へ

生息場に適した場合に，生残・成長すると考えられる。

供給される。一方，博多湾と海域の流況特性が異な

また，出水時には，河川からの淡水供給量の増加に

る有明海では，湾央部から湾奥部への幼生の供給や

伴い，湾奥部から湾口部への海水表層の流れが強く，

近傍の産卵場所間に互いに幼生を供給するなど，各

湾内での滞留時間が短くなることにより，アサリが

産卵場所において浮遊幼生の供給特性が異なる状況

平水時と同じ数の幼生を産んでも，湾内で着底する

がみられた。

幼生の数は平水時に比べて少ない。
降雨に伴う出水が少ない春季や秋季に産まれた幼

4

まとめ

生は出水時よりも稚貝の着底率が高いことから，ア

数値シミュレーションを用いて，海水の流れや滞

サリの資源量は，春季や秋季の平水時の幼生の着底

留時間などの海域特性が異なる博多湾と有明海を対

および着底後の成長・生残の状況により，変動する

象に季節間や海域間の浮遊幼生の挙動の違いなどを

と推察される。このため，アサリ資源の形成・維持

解析した結果，以下のことがわかった。
①博多湾の各産卵場から産まれた浮遊幼生は，産

には，多くの数が着底できる春季・秋季産まれの稚
貝の成長・生残を高める生息場の保全が重要になる。

卵場周辺の流れや出水に伴う海水表層の流れの

さらに，湾内の各産卵場所から産まれた幼生の着底

変化により，博多湾内を移送される経路および

状況より，湾央海域のアサリ生息場を保全させ，資

分布の特徴が異なり，出水時には平水時と比べ

源量を増加させることにより，西側海域への幼生の

多くの浮遊幼生が湾外へ流出し，各生息場へ供

供給量が増え，アサリ資源の形成に繋がることが予

給される幼生の数は減少する。
②博多湾では，出水が少ない春季や秋季に産まれ

想される。

た幼生の着定や着底後の成長・生残の状況によ
り，アサリ資源量が変動すると考えられる。

（2）博多湾と有明海との海域特性の違いによる出水

③アサリ資源の形成・維持のためには，春季・秋

時における着底分布の比較

季産まれの稚貝の成長・生残を高める生息場の

有明海において，夏季（出水時）のアサリ浮遊幼

保全が重要である。博多湾央海域のアサリ生息

生の着底場所の分布を産卵場所別に図 10 に示す。
筑後川河口沖で産まれた浮遊幼生は，湾奥部西側

場を保全し，資源量を増加させることにより，

海域沿岸部に広く着底し，一部が諫早湾内にも着底

西側海域への幼生の供給量が増え，アサリ資源

している。柳川沖産まれの幼生は，産卵場所近傍の

の形成に繋がることができると推察された。

み着底するが，荒尾沖産は産卵場所の南北に広く着

④博多湾では，海水表層の流れに伴い，湾奥部か

底し，一部は産卵場所の北に位置する柳川沖に着底

ら湾口部へ向かう流れに沿って，浮遊幼生が分
46

図 10

夏季（出水時）の有明海におけるアサリ浮遊幼生の着底場所の分布

布するが，有明海では反時計回りの環流の流れ

5

おわりに

により，湾央部東側にある熊本県沖の幼生が湾

本報告は，沿岸域生態系の解明と適正な栄養塩

奥部の生息場へ供給され，着底する状況がみら

等の管理を目的として，当協会で研究費を用いて実

れた。

施した研究会の成果の一部をとりまとめたものであ
る。今後も海域の生態系や漁業資源の保全に向けた

⑤有明海では，熊本県沖のアサリ資源の増加が，

研究を継続していく予定である。

湾奥部へのアサリ幼生の供給量の増加に繋がり，
湾奥部のアサリ資源の増加への一助になること
が示唆された。
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研究報告

質量分析法と燃焼－ LSC 法による植物中の
組織結合型トリチウム測定
玉利俊哉 *，柿内秀樹 **，百島則幸 ***，N. Baglan****，杉原真司 ***，宇田達彦 *****
COOH 基などの一部として存在し，容易に自由水と

１．はじめに
環境中のトリチウムには，大気上層で起こってい

交換するものである。したがって交換型 OBT は，そ

る大気と宇宙線の核反応により生成しているもの 1），

の時点での環境における大気中水蒸気，土壌中水分

1950 − 60 年代に行われた大気圏内核実験によるも

のトリチウム濃度を反映する。非交換型 OBT は，有

のなどがある ．環境中のトリチウム濃度は，大気

機物の C – C 骨格に結合し，容易に交換しない。し

圏核実験による大きな放出により 1960 年代初頭に

たがって非交換型 OBT は生育期間での蓄積を反映す

最大濃度となり，1963 年の部分的核実験停止条約締

ることになる。

2）

結以降，濃度は減少に転じた。現在の環境中トリチ

交換型 OBT は，周囲の水蒸気のトリチウム濃度レ

ウム濃度レベルは十分に低く，人体への影響は無視

ベルにより容易に変動するため，交換型，非交換型

できる程度である

の区別は線量評価上重要である。しかしこれらを分

。

3-4）

核融合炉では大量のトリチウム利用が計画されて

別する方法は標準化されていない。本報告では，牧

い る。 国 際 熱 核 融 合 実 験 炉（ITER; International

草乾燥試料について，2 種類の分析法により実施し

Thermonuclear Experimental Reactor） で は 数 kg

た結果と，交換型 OBT の除去法について検討した結

のトリチウムを使用予定であり，これは地球上に存

果について紹介する。

在している天然起源のトリチウム量に匹敵すると見
積もられている 4）。局所的な多量のトリチウム取扱

２．実験

いは，深刻な被ばくが懸念される。食物連鎖を通じ

試料は，OBT 測定のための標準試料として共著者

た摂取によりトリチウムによる実効線量は増加する

により提供された牧草乾燥物である。これはフラン

ため，施設から放出されるトリチウムによる影響を

スの牧草地にて 2009 年に採取され、乾燥以外の処

より理解する必要がある。

理は加えられていないものである。
分析は燃焼−液体シンチレーションカウンタ法（以

水素は生体の構成元素であるため，トリチウムは

下燃焼− LSC 法），及び質量分析法により実施した

生体組織中にも存在する。生体中のトリチウムは，

（Fig.1）。

自由水トリチウム（FWT: Free Water Tritium）と，
組 織 結 合 型 ト リ チ ウ ム (OBT: Organically Bound

非交換型 OBT 分析のためには，まず前処理におい

Tritium) として存在している。FWT は，細胞内外

て交換型 OBT を除去する必要がある。本試験では無

の自由水中に HTO の形で存在しており，水と同様

トリチウム水により同位体交換させることで交換型

の挙動をとる。一方，OBT は交換型，非交換型のも

OBT を除去する方法を採った 5-7）。牧草乾燥物 30 g

のから成る。交換型 OBT は，組織中の− OH，−

に無トリチウム水 250 mL を加え，24 時間浸漬，そ

*（財）九州環境管理協会 , ** （財）環境科学技術研究所 , *** 九州大学 アイソトープ総合センター
****・CEA, Department of Analysis, Surveillance, Environment, France, ***** 核融合科学研究所
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ことが確認されている深井戸水を蒸留精製したもの
である。
燃焼− LSC 法は、（財）九州環境管理協会にて実
施した。本方法では，サンプルを燃焼して水素同位
体を水として回収，LSC にて測定する。燃焼装置
を Fig.2. に示す 8）。あらかじめ内部を N2 雰囲気と
した燃焼装置にサンプルを設置した後，O2 を試料
前方，及び白金網を設置したサンプル後方に供給す

Fig. 1. The ﬂow diagram of radiometry

る。石英管の外部よりガスバーナーにて加熱し，燃

and mass spectrometry
の後 60℃にて乾燥した。交換型 OBT の除去をより

焼を開始する。燃焼により発生したガスは，石英管

確実にするため，この操作を 3 回繰り返した。また

後方の 450℃に加熱された白金アルミナ触媒（Sigma-

各洗浄液は，除去された交換型 OBT 量を見積るため

Aldrich Corp）200 g によって完全燃焼される。コー

保存し，後に分析に供した。なお，無トリチウム水

ルドトラップに集められた燃焼水に KMnO4，Na2O2

は電解濃縮による測定で，トリチウムが含まれない

を加え還流分解後，数回蒸留精製し，紫外領域の吸

Fig. 3. Mass spectrometer(VG-5400;Micromass)
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に入れ，容器内の雰囲気中 He を除去するため，キャ

光が無い（有機物の残留が無い）ことを確認した。
精製した燃焼水を 20mL テフロンバイアル中に液

リアーとしてアセトンを少量加えた後，真空システ

体シンチレータ（Ultima Gold LLT, Perkin Elmer）

ム（10 − 4 Pa 以下）にて十分排気した。排気した

と混合し，低バックグラウンド液体シンチレーショ

後に容器を密閉，− 30 ℃にて数ヶ月間貯蔵し OBT

ンカウンタ（LSC LB-5, Aloka LTD）によりトリチ

からの 3He 生成を待った。生成した 3He を希ガス

ウムを測定した（測定時間 1,000 分）。本測定では燃

質量分析計 (Fig 3, VG-5400, Micromass) にて測定

焼水体積あたりのトリチウム濃度 (Bq/L) が得られる

し，3He 成長率からトリチウム濃度を求めた。また，

が，別途元素分析（九州大学理学研究院

4

中央元素

He を同時に測定し，大気中の 4He に対する 3He 存

在比 3He/4He = 1.384 x 10 −

分析所）によって得られた本試料の H 含有量から，

6 9）

から，貯蔵中の雰囲

3

乾燥物あたりのトリチウム濃度 (Bq/kg) を求めた。

気中 He コンタミを評価した。得られるトリチウム

質量分析法は，
（財）環境科学技術研究所にて行われ

濃度は乾燥物あたりの濃度 (Bq/kg) である。

た。乾燥試料を密閉容器に一定期間貯蔵し，OBT か
ら生成した 3He を質量分析計にて測定する。測定は，

３．結果
牧草乾燥試料の H，C，N 濃度はそれぞれ 5.86 %，

無トリチウム水による洗浄前処理を行ったものと，
無処理のもの双方について実施した。乾燥試料 5 −

45.12 %，2.68 % で あ っ た。 こ の H 濃 度 か ら 30 g

20 g をアルミノシリケイトガラス（8252, Schott）

の試料を燃焼すると，15.8 g の燃焼水が得られるこ
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とになる。実際に得られた燃焼水は還流，蒸留によ

た質量分析計では，10 ４ 個の 3He 原子数が 3H の定

る精製工程を経て，最終的に精製水として 8 g 程度

量のために必要である。OBT 濃度が 0.1 Bq/kg の場

となった。この精製水を LSC にて測定して得られ

合，試料 10 g からの 3He 生長速度は 0.001 atoms/s

た非交換型 OBT 濃度を TABLE I に示す。非交換

であるので，この濃度を検出するためには 90 日以上

型 OBT の平均濃度は燃焼水あたり 47.2 ± 4.6 Bq/L

保管すれば良い。TABLE I に示す結果は，ガラス容

（39.7 〜 51.8 Bq/L），H 含有量 5.86 % から換算した

器中での密閉保管期間が 16 〜 112 日であるが，本

乾燥試料あたりの平均濃度は 24.9 ± 2.4 Bq/kg（20.9

試料の濃度レベルは十分に測定可能であった。

〜 27.3 Bq/kg）であった。

現在の日本における環境試料中の OBT 濃度は，乾

質量分析法では，非交換型 OBT の平均濃度は，乾

燥物あたり数 Bq/kg ほどで，本試験で使用した牧草

燥試料あたり 26.3 ± 0.7 Bq/kg（25.2 〜 27.0 Bq/

試料よりも低い濃度レベルである。燃焼− LSC 法に

kg）であり，洗浄前処理を行わない試料の平均濃度

よる OBT 測定は，バックグラウンドレベルの大まか

は 35.1 ± 3.8 Bq/kg（30.6 〜 40.5 Bq/kg）であった。

な評価，トリチウム放出施設のモニタリングには適

質量分析法では試料の水素含有量による補正は必要

用できるであろう。100mL のテフロンバイアルを使

ない。以上のとおり，本試料の乾燥物あたりの交換

用し，供試する精製水の量を増やしても，大幅な感

型 OBT 濃度は，燃焼− LSC 法で 24.9 ± 2.4 Bq/kg ，

度改善は期待し難い。したがって，OBT 測定におい

質量分析法で 26.3 ± 0.7 Bq/kg であり，両法による

て，現在のところ質量分析法が最も有力な方法とい

分析結果は良く一致した。

える。

交換型 OBT について，乾燥試料 30 g を無トリチ
ウム水 250 mL に浸漬した際の洗浄液を精製，LSC

４．まとめ

にて測定することで評価した。3 回の洗浄工程にお

牧草乾燥物の試料について，非交換型 OBT の測定

ける各洗浄液の濃度を TABLE II に示す。洗浄 3 回

を，燃焼− LSC 法及び質量分析法の 2 法で実施した。

目でトリチウム濃度は検出下限値未満（< 2.0 Bq/

また，交換型 OBT 除去のための前処理法について検

kg）であった。したがって，この洗浄工程により前

討した。交換型 OBT 除去は，乾燥サンプルを無トリ

処理を行って得られた OBT 濃度は，非交換型 OBT

チウム水にて 3 回洗浄する方法を採った。その結果，

濃度であるといえる。また，交換型 OBT 濃度は，

3 回目の洗浄液中のトリチウム濃度は検出下限値未

TABLE II に示すとおり，乾燥物あたり 8.9 ± 0.9

満であった。したがって，この前処理法を実施した

Bq/kg と評価される。

ものについて得られた OBT 濃度は，非交換型 OBT

交換型 OBT 濃度は，TABLE I に示す質量分析法

濃度であると評価される。

による測定結果における，洗浄前処理の有無による

また，燃焼− LSC 法，及び質量分析法の 2 法によ

濃度差からも評価される。濃度差は 8.8 ± 3.9 Bq/kg

り非交換型 OBT 分析を行った。その結果は良く一致

であり，この質量分析法による交換型 OBT 濃度は，

し，環境試料へのこれら方法の適用妥当性が確認さ

洗浄液を LSC にて測定した結果（TABLE II）と極

れた。しかし検出下限値は，燃焼− LSC 法よりも質

めて良く一致した。

量分析法が優れており，トリチウムの環境動態に係

LSC による本測定の検出下限値は，20mL テフロ

る OBT の詳細な分析において推奨される。

ンバイアルの使用，測定時間 1,000 分の条件で約 1.0
Bq/L である。この燃焼水体積あたりの検出下限値は，

謝辞

試料の H 含有量から乾燥物重量あたりに換算すると

本研究は，核融合科学研究所 LHD 計画共同研究

0.5 Bq/kg となる。一方，質量分析による検出下限値

(NIFS 10K0BA021) により実施された。

は燃焼− LSC 法よりも低くなる 10）。本試験で使用し
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DNA によるニッポンバラタナゴと
タイリクバラタナゴの識別
大

井

和

之*

RFLP により両亜種を判別し，福岡県東部や長崎県

１．はじめに

などではタイリクバラタナゴが定着しているのに対

ニッポンバラタナゴ（Rhodeus ocellatus kurumeus）
は近畿，四国，九州地方の限られた場所に生息して

し，福岡県筑後地方，佐賀県ではニッポンバラタナ

いる絶滅危惧種である。一方，1940 年代に利根川

ゴの純系が多く残っていることを報告している。

で初めて確認された外来種のタイリクバラタナゴ

福岡県や佐賀県を調査地とする水路改修時の環境

（Rhodeus ocellatus ocellatus）は，観賞用に流通して

保全対策検討のような業務において，対象地に生息

いることもあり，各地で野生化している。この 2 つ

するバラタナゴ類が貴重な在来種であるかどうかを

は亜種の関係で容易に交雑するため，在来種の保全

判定した上で保全対策を検討することが求められて

の観点から問題となっている。

いる。当協会でも，DNA 分析を実施してニッポンバ

ニッポンバラタナゴとタイリクバラタナゴは，本

ラタナゴの生息地にタイリクバラタナゴが侵入して

来，側線有孔鱗数や腹鰭前縁の白条で形態的に識別

いるかどうか判定している。また，PCR-RFLP と分

できる。しかし，タイリクバラタナゴが侵入した河
川では交雑により中間的な個体も出現し，形態によ
る識別が困難になっている。このように形態での区
別が難しい生物の分類同定に，最近は DNA の分析
による種の判定が行われるようになった。
バラタナゴ類の DNA 分析は 10 年以上前に方法が
確立された。河村ら１）, ２）は各地のバラタナゴ類につ
いて，PCR 法で増やしたミトコンドリア DNA の一
部領域を制限酵素で処理し，電気泳動のバンドパター
ンを比較（PCR-RFLP）することにより，ニッポン
バラタナゴとタイリクバラタナゴを判別した。また，
Miyake ら ３） は，同じミトコンドリア DNA の別の
領域の塩基配列を決定し，配列間の相違（塩基置換）
の数によって類縁関係を推定する分子系統解析によ
り，両亜種を判別した。
DNA 分析を用いたニッポンバラタナゴ生息地の
調査も行われている。北部九州では，三宅ら ４） が
46 地点から採集した 696 個体について形態と PCR*（財）九州環境管理協会

環境部

環境技術課

図 1 ニッポンバラタナゴ（上）とタイリクバラタナゴ（下）
研究員
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表1

PCR の条件（制限酵素断片長多型 (RFLP) 分析）

子系統解析により，人為的な移入を検出するための

表2

制限酵素処理

地域型の判定に取り組んでいる。
２．材料と方法
２．
１

DNA 抽出

標本は形態の計測を行ったのち，DNA 抽出を確
実に行うために凍結または 99% エタノールで固定し
て保存した。標本の右側体側の背びれの下部分の筋
肉 を 1 〜 10mg 切 り 取 り，QIAGEN 社 の DNeasy
Blood & Tissue kit を用いて，1 個体ごとに DNA を
抽出した。DNA 抽出の過程の概略は以下の通りであ
る。

かのタイプに分けることができるものの 1 つとして

（1） 筋肉細胞を界面活性剤とタンパク質分解酵素

ND1 領域を HaeIII という制限酵素で切断する方法
を用いている。白井ら５）の報告によれば，ND1 領域

によって溶かし，DNA を含む溶液とした。
（2）この溶液にアルコールなどを混ぜてシリカメ

を HaeIII で切断した場合のタイリクバラタナゴ型の

ンブレンフィルターに通し，DNA をフィル

バンドパターンはニッポンバラタナゴ型とは異なり，

ターに捕捉して，ほかの不純物を除去した。

両亜種の識別が可能である。

（3）シリカメンブレンフィルターに吸着した DNA

ニッポンバラタナゴは，北部九州の他に四国，近

は，洗浄したのち，アルコールを含まない水

畿地方にも分布しているが，これらの地域型につい

で溶かしだして，DNA 溶液とした。

ては，河村ら２）で DLoop 領域を ScrFI という制限酵
素で切断したもの，ND1 領域を DdeI，ScrFI などで

２．
２

切断したもののバンドパターンにより識別可能であ

PCR-RFLP

河村ら １）, ２） は DLoop 領域と ND1 領域について

ることを示している。

多くの制限酵素でバンドパターンのバリエーション

当協会では，DLoop 領域の PCR 産物を EcoRI と

を調査している。その中から，三宅ら４）はタイリク

ScrFI，ND1 領 域 を DdeI，ScrFI，HaeIII で 切 断 す

バラタナゴ型とニッポンバラタナゴ型を識別する方

る制限酵素断片長多型分析（PCR-RFLP）を実施し

法として，ミトコンドリアの DLoop 領域を EcoRI

た。分析手順は以下の通りである。
（1）抽出した DNA を鋳型として表 1 の通り，PCR

という制限酵素で切断し，アガロースゲルで電気泳

法による DNA 増幅を行った。

動して断片長を分析する方法を採用している。また，
白井ら ５） はニッポンバラタナゴ型の中でもいくつ

（2）PCR 増幅した DNA 断片を表 2 の通り，制限
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酵素により処理した。反応液は各制限酵素に

Clustal W ソフトウェアにより整列（アライ

添付のバッファーで調製し，PCR 産物を約

ンメント）した。
（7） 整列した配列は MEGA ソフトウェアを用いて，

200ng になるよう混合して 10 μ l とした。

最節約法により系統樹を作成した。

（3） 制限酵素処理を行った反応液を，0.5 × TBE
バッファー・4% NuSieve 3:1 アガロースゲル
または 2% Takara LO3 アガロースゲルを用

３．結果

い，Mupid-exU 電気泳動装置で 100V の電圧

３．１

電気泳動パターンの解析

PCR-RFLP の電気泳動像を図 1 に示した。プライ

で泳動した。泳動時間は想定される断片の長

マー配列を 1 つ改変 (DloopFv2) した結果 PCR 増幅

さにより 40 〜 80 分間に設定した。

は良好で，いずれのサンプルでもはっきりとした泳

（4） 電気泳動後のアガロースゲルはエチジウムブ
ロマイドで染色し，紫外線を照射して写真撮

動像を得ることができた（図２）。表 4 に示すように，

影した。

分析した 5 つの組み合わせでは，どの領域と制限酵
素の組み合わせにおいても，ニッポンバラタナゴ型

２．
３

(Rok) とタイリクバラタナゴ型 (Roo) を識別すること

DNA配列分析

ができた。

PCR-RFLP では限られた塩基配列の違いのみを検
出しているため，塩基配列の相違の数から系統関係

河村ら５）によると，北部九州のニッポンバラタナ

を推定することはできない。分子系統解析を行うた

ゴは本分析と同様のバンドパターンを示し，当協会

めに，Miyake ら

５）

で分析した福岡県及び長崎県の標本からは，近畿型，

の方法に従い，ミトコンドリア

DNA 上のシトクロム b 遺伝子の一部領域の塩基配列

四国型ニッポンバラタナゴのバンドパターンは出現

を決定した。分析手順は以下の通りである。

しなかった。

（1） 試料から抽出した DNA（PCR-RFLP に使用
したものと同じ）を鋳型として，表３の通り，

３．２

分子系統解析

標本の DNA から得られたシトクロム b 遺伝子部

PCR 法による DNA 増幅を行った。
（ 2）PCR 産 物 は QIAGEN 社 の QIAquick PCR

分塩基配列と，DNA 配列データベース（米国 NCBI

puriﬁcation kit を用い，キットの説明書に従っ

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/） か ら ダ ウ ン ロ ー ド

て精製した。

した塩基配列とをあわせて，系統解析ソフトウェア

（3）精製 PCR 産物 20ng を 6.4pmol のプライマー

MEGA を用いて分子系統解析を行った。分子系統解

(L14327v2 または H14780v2 のいずれか ) と

析の方法には，2 つの配列間の塩基置換の数を距離

混合して全量を 14 μ l とした。

とみなし，各配列間の距離行列からクラスター分析

（4） 蛍光標識 ddNTP を含む反応液を添加してサ

を行って樹形を得る距離法，ある系統関係を仮定し

イクルシーケンス反応を行い，ABI 3730 シー

たときに塩基置換数が最小となる樹形を探索する最

ケンサーで塩基配列を読んだ。

節約法などがある。シトクロム b 遺伝子によるバラ
タナゴ類の分子系統樹の例として，最節約法による

（5） 配列データは BioEdit ソフトウェアを用いて，
読み始めの不安定な部分やプライマー部分の

系統樹を図３に示す。系統樹上では，ニッポンバラ

配列を除いて，シトクロム b 遺伝子の部分塩

タナゴ型とタイリクバラタナゴ型が別のまとまり（ク

基配列を決定した。

ラスター）となる。標本の DNA から得られた塩基

（6） NCBI Genbank からダウンロードしたバラタ

配列が分子系統解析の結果どちらのクラスターに属

ナゴ類（Rhodeus 属）のシトクロム b 遺伝子

するかによって，ニッポンバラタナゴとタイリクバ

配 列 と 分 析 対 象 の 塩 基 配 列 を，BioEdit の

ラタナゴを判別することができた。
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表3

PCR の条件（DNA 配列分析）

図2

PCR-RFLP 電気泳動像

Rok: ニッポンバラタナゴ，Roo: タイリクバラタナゴ，M: DNA 断片長マーカー（100bp ラダー）

表４

DNA 断片長パターン

シトクロム b 遺伝子の解析では，ニッポンバラタ

る。バラタナゴ類のシトクロム b 遺伝子塩基配列は

ナゴ型とタイリクバラタナゴ型の間では 10 〜 13 個

近畿型はこの 1 例しか報告されておらず，四国型の

の塩基が置換しているのに対し，ニッポンバラタナ

報告はないため，系統解析からは地域型の判別は難

ゴ型の中では 0 〜 5 塩基の置換しかない。このうち

しい。ただし系統樹上で下線で示した当協会の福岡

ほかのニッポンバラタナゴ型の配列との置換が 4 〜

及び長崎産の分析配列は，佐賀県など北部九州産の

5 個と多い，DNA データベース登録番号 AB033737

個体の配列データにより近く，北部九州型と考えら

のものは赤坂御所で系統保存されている大阪府八

れる。

尾 市 産 と さ れ て お り， 近 畿 型 の も の と 考 え ら れ
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図3

バラタナゴ類のシトクロム b 遺伝子配列による分子系統樹
ナゴとタイリクバラタナゴは特に雌雄の別なく交雑

４．考察
ニッポンバラタナゴの生息地では，タイリクバラ

すると考えられており，交雑が起きている集団では

タナゴとの交雑が問題となっており，各地域で DNA

タイリクバラタナゴ型のミトコンドリアを持つ個体

６）

７）

の分析がなされている（近畿：河村 ，三宅ら ，四国：

が出現する。一方，父親と母親から 1 組ずつ子ども

白井ら 5）,8）,9）,10），
九州：三宅ら４））。これらの調査では，

に伝わる細胞核の DNA は，交雑 1 世代目は必ずニッ

ミトコンドリア DNA の PCR-RFLP が，細胞核の遺

ポンバラタナゴ型とタイリクバラタナゴ型の遺伝子

伝子に比べて分析が容易であるため広く利用されて

を両方もつ（ヘテロ）になるが，交雑 2 世代目以降

いる。ミトコンドリア DNA は母親由来の遺伝子で

は片親の型の遺伝子だけをもつ（ホモ）確率が半分

あるため個体レベルでは交雑を検出できないが，複

ある。核遺伝子を分析してヘテロでなかったからと

数個体を調べることにより調査地のバラタナゴ集団

いって交雑を否定することはできない。ミトコンド

が交雑しているかどうかを判断できる。ミトコンド

リア遺伝子でも核遺伝子でも複数個体の遺伝子を分

リアは母親から子どもへ伝わるが，ニッポンバラタ

析し，タイリクバラタナゴ型が出現するかどうかが
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侵入の判定基準になる。
また，近畿の集団を調査した三宅ら

Rhodeus ocellatus (Cyprinidae) in Japan
7）

では核遺伝

Ichthyol Res 48: 105–110 (2001)
4 ）三宅琢也，中島淳，鬼倉徳雄，古丸明，河村功

子の分析も行われているが，ミトコンドリア DNA
でタイリクバラタナゴ型が出現していない集団で核

一

ミトコンドリア DNAと形態から見た九州

DNA でタイリクバラタナゴ型が出現したという例は

地方におけるニッポンバラタナゴの分布の現状
日本水産学会誌 74: 1060-1067 (2008)

なく，ミトコンドリア DNA の分析で十分タイリク

5 ）白井康子，伊藤英夫，池田滋

バラタナゴの侵入が検出できている。

ニッポンバラタ

1 つの地域集団の調査に際しては，純系のニッポ

ナゴ Rhodeus ocellatus kurumeusの遺伝子解析 (3)

ンバラタナゴが生息している地域では 20 個体を目安

−東讃地域で採捕されたバラタナゴの遺伝子解

に DNA 分析を実施している。交雑が起こっている

析−

集団では 10 個体の分析でもタイリクバラタナゴ型の

53 (2008)

香川県環境保健研究センター所報 7: 48–

DNA をもつ個体が出現しており，20 個体という数

6 ）Kouichi Kawamura Low genetic variation

はタイリクバラタナゴの分布拡大を監視するのに十

and inbreeding depression in small isolated

分な個体数と考えられる。分析コストを低減しつつ，

populations of Japanese rosy bittering,

タイリクバラタナゴの侵入をいち早く発見し，ニッ

Rhodeus ocellatus kurumeus Zoological Science

ポンバラタナゴ純系の系統保存などの保全対策に結

22: 517-524 (2005)
7 ）三宅琢也，河村功一，細谷和海，岡崎登志夫，

びつけていきたいと考えている。

北川忠生
タナゴ

５．おわりに

奈良県内で確認されたニッポンバラ

魚類学雑誌 54: 139-148

8 ）白井康子，藤野恵美，池田滋

これまで形態では識別が困難であったニッポンバ

ニッポンバラタ

ラタナゴとタイリクバラタナゴの交雑状況について，

ナゴ Rhodeus ocellatus kurumeusの遺伝子解析

DNA 分析により識別できるようになった。国内移入

(1) −香川県のニッポンバラタナゴの mtDNAの

も含めて移入種の問題は形態では識別できない場合

PCR-RFLP分析結果−

も多く，DNA 分析が有力な手法となっている。当協

ンター所報 5: 39–46 (2006)
9 ）白井康子，池田滋

会でも様々な生物を対象に DNA 分析を実施してい

香川県環境保健研究セ

ニッポンバラタナゴ Rhodeus

ocellatus kurumeusの遺伝子解析 (2) −マイクロ

くことにしている。

サテライトマーカーによる亜種判別の可能性−
引用文献

香川県環境保健研究センター所報 6: 23–28

1 ）K. Kawamura, et al. Genetic Introgression by

(2007)

the Rose Bitterling, Rhodeus ocellatus ocellatus,

10 ）白井康子，池田滋 ニッポンバラタナゴ Rhodeus

into the Japanese Rose Bitterling, R. o.

ocellatus kurumeusの遺伝子解析 (4) −ニッポン

kurumeus (Teleostei: Cyprinidae) Zoological

バラタナゴ香川個体群の遺伝子モニタリング−

Science 18: 1027–1039 (2001a)
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研究報告

アジア地域におけるカドフシアリ属の生物地理
（膜翅目：アリ科）
大城戸

博文 *

１．はじめに
膜翅（ハチ）目アリ科フタフシアリ亜科の 1 属で
あ る カ ド フ シ ア リ 属（Myrmecina） は，1829 年 に
Curtis によって Myrmecina latreillii を模式種として
創設された１）。本属の種は中型で，特徴として頭部
腹側面を縦走する左右一対の隆起縁と，後部の丘部
を欠く円筒状の腹柄節をもつ (Figure 1)。これらの
特徴に加え，触角第 3 節が縮小することがカドフシ
アリ属の固有派生形質であり，本属は単系統群であ
るとされる２）。
カドフシアリ属の種は，エチオピア区，新熱帯区
を除く世界中から 51 種と 1 亜種が記載されている
(Table 1)。このうち，34 の種・亜種は東アジア，南
アジア，東南アジア，ニューギニア，南太平洋の島々
から記録されている。また，この地域には，未記載
種が少なくとも 48 種生息していることを確認してい
る（未発表）
。このことは，ヨーロッパ，アフリカ，
南北アメリカ，オーストラリアに比べ，アジア地域
の種多様性が最も高いことを示している。しかし，
本属に関するこれまでの分類学的研究は，断片的な
新種記載，限られた標本に基づく狭い地域のアリ相

Figure 1 Myrmecina flava. a, full-face view; b, profile.

を扱ったもの（例えば，日本３），４），ボルネオ５），ス
マトラ６），ニューギニア７）８），オーストラリア９））が

で，それぞれの種がどこに生息しているか，解明さ

ほとんどであった。

れていない点も多い。カドフシアリ属についても例

アリ類に関して，アジア地域，特に東南アジアに

外ではなく，これまで包括的に生物地理を論じられ

おける種の記載は，今も江口や山根らによって精力

たことがない。そこで，本論文では，アジア地域に

的になされているが，まだ未記載種が多く残されて

生息する本属の種・亜種の分布情報を整理し，本属

いる。そのため，生物地理学的研究も，山根など

の分布特性を明らかにすることを目的とした。

10）

ごくわずかしかなく，ある地域の種数がどのくらい
*（財）九州環境管理協会

環境部

陸生生物調査課

研究員
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から，別種の可能性がある。

材料と方法

対象地域は，Figure 2 に示す本属の分布のうち，

本研究では，未記載種を含む，アジア地域に生息
する 82 種・亜種を対象とした。既知種では，Tabel

ヨーロッパ，北米，オーストラリアを除くアジア

1 にゴシック体・太字で示された種・亜種が対象と

地域全域とした。この地域は，動物地理区の旧北

なる。このうち，下記の 2 種についても他の種と同

区およびオーストラリア区の一部，東洋区から構

様に扱ったが，その所属と分布に問題が残されてい

成される。本研究では，この範囲を Lincoln らが示

ることを示しておく。

した亜区（subregion）41），および海で隔てられて

・M. pilicornis は，オスに基づいて記載されており，

いる主要な島単位で次の 12 区域（subdivision）に

のちにタイプ標本を検鏡した Bingham は，標本の

細分し，ローマ数字 I 〜 XII で示した：I，東アジ

種が丘部のある腹柄節をもつことなどから，シワア

ア 亜 区（Manchurian subregion）；II， イ ン ド 亜 区

リ属（Tetramorium）の種であることを示唆した 11）。

（Indian subregion）
；III，スリランカ亜区（Ceylonese

・M. graminicola はヨーロッパに広く生息し，触角

subregion）；IV， イ ン ド シ ナ 亜 区（Indo-Chinese

柄節の基部が，扁平でやや屈曲するという形態的な

subregion）；V， マ レ ー 半 島 南 部（S. Malay

特徴をもつ。Zhou らは，本種が中国にも生息すると

Peninsula）；VI，ボルネオ（Borneo）；VII，スマト

したが

，上記の特徴を示さず，検索表でもアジア

ラ（Sumatra）；VIII，ジャワ（Java）；IX，フィリ

に生息する種で多くみられる形質を用いていること

ピン（the Philippines）
；X，スラウェシ（Sulawesi）
；

12）

XI，ニューギニア（New Guinea）；XII，ポリネシ

Table 1 List of described species of the genus Myrmecina.

Figure 2 Distribution of Myrmecina.

Figure 3 Subdivisions of the target area.

* subspecies
Asian species indicated by the Gothic type and the boldface.

Thick solid lines are indicated the border of the zoogeographical regions.
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ア亜区（Polynesian subregion）。各区域の位置は，

Table 2 Similarity indexes among twelve areas.

Figure 3 に示す。
今回，Jaccard の共通係数 (coefﬁcient of community:
CC)42）を用いて区域間の類似性を比較した。計算式
を下に示す。
Jaccard の共通係数
ＣＣ＝ｃ／（ａ＋ｂ−ｃ）

0 ≦ＣＣ≦ 1

（a, b は両区域の種数，c は共通種数）
The matrix shows the values where species/subspecies are treated as

CC の値が 1 に近いほど，二地域間の生物相は類

OTUs. The Roman numerals show the subdivisions of area as in Fig.2. The

似度が高いと判断される。この値から単純連結法 43）

figures in parenthesis shows the no. of species/subspecies including 48
undescribed species.

（高い値から順に連結する方法）によるクラスター分

* Number of the species/subspecies common to both areas.

析を行った。
したのは，スラウェシで（X）あった。共通係数の
値は低いものの，オーストラリア区のスラウェシが，

結果および考察
Jaccard の共通係数を算出した結果を Table 2 に

東洋区のスンダランドとクラスターを形成したのは，

示す。この表の各枠内で，上が共通係数の値，下が

スラウェシ西部がボルネオ東部と白亜紀後期に繋が

交差する 2 区域間の共通種数を表している。ローマ

り，暁新世の一時期及び始新世の始めの間，おそら

数字に続く括弧内の数字は，各区域に生息する種数

く同じ陸域を形成していたという地史が影響してい

を示している。

ると思われる 47）。カドフシアリ属の分布には，この

66 の組み合わせのうち，53 組では共通種がいな

ようなアジア地域の地史が関連していると推察され

かった。最も高い値は，マレー半島南部−ボルネオ

る。

間であった（CC ＝ 0.36）。これに続く値も 0.30，0.28

一方，同じ東洋区であり，スンダランドと地続き

など，全体的に低い値となっている。これらのこと

であるインドシナ亜区（IV）は，スンダランドの各

から，アジア地域に生息するカドフシアリ属の種・

区域との類似性が低く，ジャワ−スラウェシ間の値

亜種は，各地域における固有性が高く，アジアでの

より小さかった。インドシナ亜区とマレー半島南部

本属の種は限られた分布をもつものが多いことを示

の境界であるクラ地峡は，亜熱帯気候と熱帯気候と

している。

の境目でもあることから，このような環境の違いが，

共通係数の値を単純連結法で分岐図にしたものを

本属の分布に影響している可能性がある。

Figure 4 に示す。この結果から，マレー半島南部（V），

以上のことから，アジア地域におけるカドフシア

ボルネオ（VI）
，スマトラ（VII）とジャワ（VIII）

リ属の分布は，これまでの地史と現在の気候を反映

が比較的まとまったクラスターを形成している。こ

したものになっていると示唆される。

れらの地域はスンダランドと呼ばれ 44），アジア大陸

インド亜区（II），スリランカ亜区（III），ポリネ

の大陸棚にあたる。スンダランドは，最終氷期に地

シア亜区（XII）では，他の区域との共通種が全くみ

続きになっていることから，ヤママユガ科

，カエ

られなかった。これらの区域では，調査精度が低い

ル類 46），ヘビ類 46）など，他の昆虫，陸生動物でも多

ことがデータに影響している。これらの区域でも調

くの共通種がみられる。

査が進むことで，本属のより詳細な分布特性が明ら

45）

かになると考えられる。

次に，スンダランドの各区域とクラスターを形成
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公益事業報告

福岡県地球温暖化防止活動推進センタ−の
活動方針と主な取組みについて

県センターでは、福岡県内の温室効果ガス排出量

（財）九州環境管理協会は、第Ⅱ期目の福岡県地球
温暖化防止活動推進センター（以下、「県センター」

の推計を継続的に実施しておりますが、2008 年度は

という。
）として県より引き続き指定を受け、平成

これまで一貫して増加していた家庭、業務、自動車

21 年 4 月 1 日 〜 平 成 25 年 3 月 31 日 の 4 か 年 間、

等の日常生活に係わる排出部門がはじめで減少しま

県民や事業者の温暖化防止に向けた取組みを様々な

した。この要因には、リーマンショックによる景気

形で支援する中核セクターとして活動を実施してお

の後退や気候（暖冬）、電気の排出係数改善等が挙げ

ります。

られていますが、県センターとしては、これまでの

我が国の地球温暖化対策については、京都議定書

地道な普及啓発活動が県民の温暖化防止意識を高め、

以降の中期目標（2020 年度の温室効果ガス排出量

行動に結びついた面もあるのではと考えております。
今回の東日本大震災で福島第一原発が被害を受け、

を 1990 年度比で 25％削減）を世界に向けて表明し、
新たな地球温暖化対策基本法の制定に取り組まれて

今後の電力不足を回避するため、現在家庭や企業に

います。この基本法中には目標値の明記や、これを

対して国を挙げた “節電” が求められ、企業等は具

達成するための国内排出権取引制度、新たな環境税

体的で大胆な節電対策に取り組む姿を映像等で見る

等の仕組みなど、本格的な CO2 排出量削減に向けた

機会が多くなりました。改めて、今まで他人事であっ

対策が盛り込まれています。

たものが自分事に変わることで、対策行動が進むこ

図１

福岡県の部門別二酸化炭素排出量の推移
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とを痛感しており、この危機感の共有と立場の転換
が温暖化対策を進める上で重要なキーポイントであ
ることを再確認しているところです。
第Ⅱ期目に入った県センターでは、「普及啓発から
実践対策へ」
、
「次世代を担う子どもへのアプローチ」
を基本的な活動方針として、様々な事業を実施して
います。22 年度の代表的な事業活動を以下に示しま
す。
１．普及啓発から実践対策へ
■わが家のうちエコ診断事業
家庭での温暖化対策を具体的に進めていくため、
専用の診断ソフトを用いて、受診家庭の現在のエコ
ライフ度や CO2 排出量の分析を行い、各家庭の将来

図４

の CO2 削減目標と達成のための最も重要な取組みの
“ツボ” を捉えた有効な対策提案を個別にコンサル

うちエコ診断受診者の対策メニュー
選択結果

２．次世代を担う子どもへのアプローチ

ティングする事業です。22 年度は 16 名の診断員を

■幼稚園等へのエコサポーター派遣事業

養成し、66 世帯で診断を行い、受診家庭が今後の対

県内の幼稚園・保育園を対象に、県事業としてカー

策として選択したメニューを合計すると、約 120 ト

ボンオフセット付き年賀状を園児から祖父母に送る

ンの CO2 削減量が見込まれました。

三世代まるごとエコ事業が行われ、この事業に参加
した各園から、園児や保護者に対する環境学習会開
催支援の要請がありました。そこで、県センターが
養成したエコサポーター等（推進員含む）を各園に
講師として派遣するとともに、必要な資材の提供を
行い好評を得ました。
本事業に応募した保育園・幼稚園は 25 件で、学習
会等に参加した園児、保護者の数は合計 1,750 人で

図２

図３

あり、今年度も継続する予定です。

うちエコ診断ソフトの分析画面

うちエコ診断の実施風景（特設コーナー）

図５
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幼稚園等での出前講座（エコサポーター派遣）

公益事業報告
エ

コ

ケ

ア

エコアクション 21 地域事務局 ECO-KEEA
九環協の現状と今後の活動方針

（財）九州環境管理協会は、環境省が策定した第三

当地域事務局が担当している事業者数は、163 件

者認証の環境マネジメントシステムであるエコアク

（H23.5.19 現在）となり、毎年、事業者数が順調に
増加しております。

ション 21（以下、
「EA21」という。）を普及するため、
平成 17 年 9 月に、EA21 地域事務局を開設しました。

現在は、EA21 地域事務局として活発な活動を行っ

EA21 地域事務局を開設するに当たり、当協会職

ておりますが、発足当時は、EA21 の知名度が低く、

員に事務局の名称を募集した結果、環境を意味する

また、福岡県や福岡市の建設工事入札の評価対象に

英語のエコ（ECO）、（財）九州環境管理協会の英語

もなっていなかったため、年間の審査申込件数が 10

名の頭文字が KEEA となるため、これをケア（care、

件以下でした。

お世話、配慮など）と掛け、最後に（財）九州環境

当地域事務局運営に関し、福岡県及び福岡市の環

管理協会の略語の九環協を付けて、“環境をケアする

境部局担当者、九州電力（株）及び西部ガス（株）

九環協” と言う意味を込めて EA21 地域事務局 ECO-

の環境マネジメントの専門家の方々にご指導をいた

KEEA（エコケア）九環協としました。

だき、ようやく今日に至っております。書面ではご
ざいますが、皆様には、厚く御礼申し上げます。

活動内容としては、環境経営を始めたい企業の

さらに、当地域事務局の活動には、福岡県内の

ための EA21 導入セミナー、出張説明会の開催や、
EA21 を認証取得するための学習会の開催、EA21 審

EA21 審査人のご支援、ご協力がなければ遂行する

査申込みの受付、EA21 審査人の選定、外部の判定

ことができません。EA21 審査人の方々とうまく連

委員による審査結果の判定、EA21 中央事務局への

携することで、多くの事業者に EA21 の認証取得を

報告、EA21 審査人の力量向上研修会など行ってい

していただきました。

ます。

図１：エコアクション２１認証・取得事業者の従業員数
( エコアクション２１中央事務局作成 )
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１．ＥＡ２１の現状

となっているだけでなく、産業廃棄物の排出事業者

①ＥＡ２１とは

にも監督責任の 1 つとして、信用できる産業廃棄物

EA21 は、主に中小企業向けの環境マネジメント

業者に依頼するように定めています。その判断基準

システムです。認証取得した事業者の従業員数は 30

として、優良認定制度を規定しています。このため、

名以下が 7 割を占めていることが示すとおり、比較

かなりの産業廃棄物業者から問い合わせがあり、今

的導入しやすい内容となっています（図 1 参照）。し

後、認証取得を目指す業者が増加するものと思われ

たがって、認証取得を目指す事業者に、分かりやすく、

ます。

かつ、運用しやすく導くことが必要となります。
２．当地域事務局の現状と方針
近年は、建設業者及び産業廃棄物業者が多く審査

②建設業における取組

申込みを行っております（図 2 参照）。

福岡県や福岡市の建設工事入札における評価制度

また、平成 21 年に EA21 ガイドラインが改訂され、

が始まったことにより、平成 22 年度以降、多くの建
設業者が EA21 の認証取得に向けて取組を開始して

続いて平成 23 年 4 月に、事業者別である建設業、食

おります。認証取得を目指す建設業者の中には、総

品関連事業者、大学等高等教育機関、地方公共団体

合評価方式の入札で、EA21 を認証取得していなかっ

向けのガイドラインが改訂されました（産業廃棄物

たため評価点が低くなり、落札できなかった案件が

業向けは、未改訂）。

あったとのお話もあり、建設業者にとって、EA21

当地域事務局では、この新しいガイドラインに則っ

の認証取得が企業存続の必須条件となりつつありま

た取組を支援するため、講習会、講師派遣等を行い

す。

ます。また、旧ガイドラインからの移行を支援して
まいります。
また、
（財）九州環境管理協会には、4 名の EA21 審

③産業廃棄物業における取組
産業廃棄物業者の優良認定制度が平成 23 年 4 月か

査人が在席しており、当地域事務局との連携を計り

ら開始されました。この制度には、ISO14001 又は

ながら受審事業者を両面で支援することができる地

EA21 の認証取得が要件となっています。

域事務局となっています。この特性を生かし地域の
事業者支援を継続的に行ってまいります。

また、いままでの優良評価制度よりも進んだ内容

図２：エコアクション２１認証・取得事業者の業種別割合
( エコアクション２１中央事務局作成 )
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公益事業報告

エネルギー・環境情報センターの現状と
今後の活動方針

また、内閣府「地域カーボン・カウンセラー」養

１．はじめに
エネルギー基本計画では、「次世代を担う子供たち

成講座の講師、「福津市ビオトープづくりプロジェク

が、将来においてエネルギーについての適切な判断

トチーム」の講師など、省エネ・温暖化対策から生

と行動を行うための基礎を構築するとともに、将来

物多様性の保全まで幅広い活動を行っています。

におけるエネルギー技術開発の担い手を育成するた
めには、子どものころからエネルギーについての関

２．科学実験出前講座について

心を持ち、正確な知識を基にして理解を深めること

平成 22 年度は、佐世保市立小佐々中学校や唐津市

が重要であるため、エネルギーに関する教育の充実

立相知中学校など 7 つの中学校で科学実験出前講座

を図る。
」とされています。

を開催しました。
出前講座は、3 つの実験と体験型展示で構成して

普及啓発部のエネルギー・環境情報センターは、

います。

福岡市の福岡市保健環境学習室「まもるーむ福岡」
の運営を通じて、
「循環型社会の構築・地球温暖化対

実験の内容は、開催校と事前に協議を行い、下記

策を考えたまちづくり・自然とのふれあいと生物多

の 4 つの実験のうち、3 つの実験を選択いただいて

様性の保全」をテーマに、多くの学習イベントを開

います。
（1）「− 196℃環境での電気の特性、超電導を体験

催しています。

しよう！」

また、
九州電力株式会社による「九電みらいの学校」
の一環として、各支店が主催する中学校を対象した

液体窒素を用いて超低温環境をつくり、温度と電

科学実験出前講座を、九州大学名誉教授などととも

気抵抗の関係、温度と電池の起電力の関係を受講者

に実施しています。

自身で実験する。

幼児や小学生とその保護者を対象とした活動とし

また、超電導体を用いて、超電導現象のひとつで

ては、九州エネルギー館の「おもしろサイエンス」

ある磁石浮上を体験してもらう。花や風船を用いて、

やイオンルクルの科学実験教室などを運営していま

超低温環境での物質の状態変化について理解を深め

す。

る。

さらに、熊本県立大学における放射線測定実験へ
の指導員派遣や九州大学福岡演習林における小中学
校教員を対象とした夏期森林体験講習会の支援など
を行っています。
新たに、福岡県環境政策課から「福岡県省エネ相
談事業」の委託を受け、エネルギー管理士などの専
門家とともに、福岡県内の中小企業を主な対象とし
た省エネ改修及び運用改善の支援を実施しています。
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（2）
「燃料電池を体験しよう！」
希硫酸を電解質に、亜鉛板と銅板を電極に用いた
ボルタ電池を受講者が作成し、電池の基礎を実験す
る。
備長炭を電極とし、受講者が手回し発電機を用い
て水を電気分解し、水素と酸素を化学反応させ、エ
ネルギーを取り出す燃料電池の実験を行う。
また、火力発電を行う展示模型で発電システムを

どちらが省エネか

学習し、電磁誘導や太陽光発電、省エネ体験などの

自由記述では、「初めて放射線を見たので、とても

展示実験を行う。

驚いた。見ることができてよかった。」、「普段見るこ

（3）
「放射線の飛跡を見てみよう！」
環境中の天然放射線の計測は、昆布、肥料、鉱物

とができない放射線を、実験を通してみることがで

の放射線量をサーベイメーターを用いて計測し、放

きてとてもいい勉強になった。」、「放射線の最初のイ

射線は自然界に存在していることの理解を促す。

メージはただ怖かった。」、「いろんな身近な物体から

霧箱の実験は、ノーベル物理学賞に繋がる霧箱の

放射線が出ていることが分かった。驚いた。」などの

作成を受講者自身が行う。作成した霧箱を用いて放

回答が得られ、放射線に対する理解度や受容性が向

射線の飛翔痕を目で見ることにより、放射線の存在

上したと思われました。
燃料電池の実験では、「面白かった。」という回答

を生徒に実体験してもらう。

が 91％で話題性の高い実験であると思われました。

（4）
「海の水、雨水を調べてみよう！」
環境問題としての、酸性雨や水質汚濁について理

しかしながら、「白熱電球」と「電球型蛍光灯」の省

解を深めるために、生徒が持ち寄った河川水、海水、

エネ体験では正答率が 28％と低い数字でした。他の

学校で貯水している雨水などの水素イオン濃度（pH）

学校で実験を行った際にヒアリングしたところ、「白

や化学的酸素要求量（COD）の測定を行う。

熱電球」という言葉を知らない生徒が少なくありま
せんでした。

３．出前講座の効果
講座の効果は、アンケート調査によって確認しま

４．今後の方針
九州環境管理協会では、学校や家庭及び事業者な

した。
2 年生全員が受講した中学校においては、放射線・

どの幅広い層を対象とした温暖化対策、エネルギー

霧箱の実験では、受講者の 85％が「面白かった」、

問題などの公益性の高い普及啓発活動を展開してお

75％が「ためになった」と回答し、放射線を出す物

り、時代の要請に応じた新規事業を開拓するととも

質の三者択一の質問に対し、96％の受講者が「放射

に、豊かな環境の保全と創造をとおして、地域及び

性物質」と回答しました。

社会の持続的な発展に寄与してまいります。
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役

員

名

簿

理事・監事
役職名

（平成 23 年 7 月 1 日現在）
氏

名

役

職

工学博士 九州大学名誉教授 九州大学特命教授（炭素資源国際教育研究
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・全国石油協会会長
宣 一 前福岡県福祉労働部理事

理 事 長

持

田

勲

副理事長

尾座本

副理事長

松

藤

泰

常任理事

川

野

田實夫

常任理事

楠

田

哲

也

常任理事

中

西

章

夫

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教授
九州電力（株） 理事 地域共生本部

常任理事

百

島

則

幸

理学博士

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教授・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

長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科教授

理

事

松

岡

信

明

理学博士

前当協会事業本部長

理

事

矢

野

健

二

当協会経営本部長

理

事

矢

久

農学博士

監

事

甲

能

市

郎

公認会計士・税理士

監

事

土

生

清

文 （株）福岡銀行監査役

幡

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教授

大分大学特任教授

部長（環境関係）

九州大学アイソトープ総合センター教授

九州大学名誉教授

西日本短期大学緑地環境学科長

甲能公認会計士事務所所長

評議員・顧問
役職名

氏

名

役

職

評 議 員

池

田

元

輝

農学博士

評 議 員

内

海

英

雄

薬学博士 （独）医薬品医療機器総合機構理事・審査センター長
九州大学名誉教授 九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点長

評 議 員

薛

夫

農学博士

評 議 員

高

木

直

人 （財）九州経済調査協会常務理事

評 議 員

中

野

勝

之

工学博士

評 議 員

中

明

九州電力（株） 上席執行役員

評 議 員

西

田

哲

明

理学博士

近畿大学産業理工学部教授・分子工学研究所副所長

評 議 員

野

中

敬

正

工学博士

熊本大学名誉教授

評 議 員

速

洋

工学博士

九州大学名誉教授

評 議 員

樋

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

佐賀大学大学院工学系研究科教授

評 議 員

柳

哮

理学博士

九州大学名誉教授

顧

竹

健次郎

工学博士

九州大学名誉教授

問

孝

村

水
口

下

九州大学名誉教授

九州大学大学院農学研究院准教授
福岡大学工学部教授
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原子力発電本部

元当協会副理事長

副本部長

− 編 集 後 記 −
会誌「環境管理」第 40 号を創立 40 周年記念号と

特別寄稿論文では、まず九州大学大学院農学研究

して皆様にお届け申し上げます。昭和 46 年の財団法

院の鬼倉徳雄先生と乾隆帝先生に、河川生態系保全

人発足以来毎年欠かさず会誌を発行できたのは、偏

のための淡水魚分布予測の研究について述べていた

に皆様のご指導、ご支援のお陰であると感謝します。

だきました。景観生態学的な手法に基づき、地理情

本号では、創立に当たって行政の側からご尽力を

報システム (GIS) の技術を導入して、個々の生態系

頂いた福岡県、福岡市、北九州市の環境行政部局様

における生き物の分布予測と結果の可視化を試みら

に「祝辞」のご寄稿をお願いいたしましたところ、

れています。様々な課題と制約を抽出され、情報の

快くお引受けいただきました。それぞれの祝辞を一

データベース化の重要性を述べられています。

読させていただきますと、これまでの環境問題の流

続いて、福岡県保健環境研究所の田中義人先生に、

れを概観できると同時に、現状の課題、将来の方向

アオコに関する研究について述べていただきました。

性が簡潔に示されており、環境問題に携わるものに

内外の湖沼において富栄養化と関連するアオコの問

とって極めて貴重な示唆を与えていただいておりま

題が浮上していること、またその毒性が人や生態系

す。ここに改めてご寄稿へのお礼を申し上げます。

に影響する可能性があることが指摘されています。

次に、当協会の創立と経営に深く係わられた、竹

アオコ対策のためには、アオコの分類と毒素の測定

下健次郎、高島良正、小林博之の各氏にご寄稿いた

が重要であり、これらについて福岡県保健環境研究

だきました。どのご寄稿においても、職員にとって

所での研究取組の内容が述べられています。

風化させてはならない教訓やエピソードが述べられ

当協会職員から 4 篇の研究報告をさせていただき

ております。また、いずれのご寄稿においても当協

ました。数値シミュレーションを用いたアサリ浮遊

会の存立基盤について極めて的確な指摘をされてい

幼生の挙動解析の研究では、博多湾と有明海におけ

ます。これらは常日頃から意識しなければいけない

る浮遊幼生の分布・着底の状況が解明され、アサリ

ことですが、大先輩からのご意見として職員一同改

資源保全のための貴重な情報が得られました。

めて肝に銘じます。小林博之元専務理事は、ご病床

組織結合型トリチウム測定の研究では、液体シン

にもかかわらず協会職員のためにご執筆いただき、

チレーション測定法と質量分析法の比較検討を行い、

この 4 月 8 日にご逝去されました。ご生前のご指導

極めて低いレベルの測定には後者が有効であるとし

に感謝すると同時に、ご冥福をお祈り申し上げます。

ています。トリチウムは原子力施設から放出される

理事長挨拶では、今後の事業方針、特に「一般財

可能性がある水素の放射性同位体です。原子力施設

団法人」への移行を念頭においた事業展開と協力体

の安全性確保に関連して、このような研究も継続し

制の構築について述べました。

て実施いたします。
DNA の研究では、まず DNA 抽出、制限酵素処理、

論説では、山口大学大学院理工学研究科の関根雅
彦先生に、研究者・学識者としてホタル再生プロジェ

電気泳動解析などの基礎技術を確立しました。次に

クトに係わったご経験を述べていただきました。こ

確立した DNA 分析法によってニッポンバラタナゴ

のようなプロジェクトにおける「学」の立場の役割

とタイリクバラタナゴの識別を試みました。分析の

や責任が明確に描出されています。また本業の研究

結果得られる遺伝子部分塩基配列と DNA 配列デー

のあり方に対するフィードバックまで述べられてお

タベースの塩基配列を使って分子系統解析を行うこ

り、大変興味深い論説です。ご執筆の最終段階で東

とによって両者の識別が可能となりました。
カドフシアリ属の生物地理の研究では、アジアを

日本大震災が発生し、それを踏まえて科学者の貢献

12 の区域に細分し、それぞれの区域でのカドフシア

と責任についても論及されています。
73

リ属の種の分布状況を調べました。結果をクラスター

でありますので、職員には一層の研究活動が期待さ

解析したところ、アジアでは区域ごとの地史と現在

れます。
最後になりますが、ご寄稿いただきました方々に

の気候を反映して、区域間の類縁性が少ないと結論

改めて感謝申し上げます。

されました。

（編集担当：松岡）

研究活動の継続は当協会の事業の基礎をなすもの

現在の正門

同じ場所の風景（昭和 50 年頃）
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