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昭和 47 年 2 月 3 日福岡県認可財団法人として設

は主として自治体の環境行政を支える事業を競争受

立された九州環境管理協会は環境問題を産官学が協

託する運営のため，公益業務を目的度の高い方法で

同して解決すべき対象として取り組み，九州・山口

実施することを旨として一般財団法人として，これ

地域を中心とする数々の大型プロジェクトを環境面

迄に蓄積した財産と技術力，実施力，提案力を駆使

から調査，研究，提案を実施し，日本の経済が調和

することとして，福岡県に申請しました。今年 4 月

のとれた高度の成長を遂げるに当って地域に貢献し

より一般財団法人としての業務を開始致しておりま

て参りました。開設当時は急速な成長の歪みとして

す。

顕在化していた深刻な公害に対して官民を挙げた取

この間，2011 年 3 月 11 日の東北沖大地震は大津

組のなかで重要な役割を果たさせて戴きました。そ

波を伴って東北三県，北部関東二県に甚大な災害を

の過程においてこの地域の在住の先生方には協会の

もたらしました。特に福島県の太平洋沿岸を襲った

理事・評議員として運営に参画戴きました。また個々

津波は福島第一原子力発電所の原子炉の電源喪失に

の課題については厳しくかつ暖かくご指導戴き，職

より甚大な原子力災害をもたらし，福島県を中心に

員の能力を向上することができました。まさに，九州・

放射能汚染を引き起こし，今に続く被害が発生しま

山口の大学が連合して当時の社会要請にこたえるベ

した。1000 年に一度の地震，津波とも言われますが，

ンチャーとして発足，発展，成長出来たと感謝して

その規模の大きさは地球自然の巨大さを改めて認識

おります。

させるものであります。災害を予防する手段も一段

高度成長が終わり，安定的な成長さらにプラザ合

と強化しなければなりませんが，1000 年に 1 回の災

意後の経済バブル，さらにバブルが崩壊しマイナス

害，100 万年に 1 回の災害が日本という地質学的に

成長の時代にあっても九州の環境の一層の改善さら

は新しい国土には起こりうることを考えれば，災害

には地球温暖化対策にも参画させて戴き順調な規模

後の復興をできるだけ早く実現できる努力と実力を

拡大，業績成長を続けることができました。しかし

常に貯えておくことがさらに重要と考えております。

厳しい行政財政の緊縮が始まった 2008 年以降業務

今回の災害では，放射性物質の後遺を調査し，今後

縮小を余儀なくされました。環境関連の業務も競争

を予測し，除去，回復を促進することが極めて重要

が激化し，契約単価の著しい低下に曝されるに至り

な業務と考えます。日本のもてる能力，実行力，協

ました。協会はいち早くコスト削減，無駄の排除，

調力を結束して，復旧さらに復興，成長を目指して

業務に対応した人事組織の編成，新たな事業の開発

いるなかで協会としても個人としても努力したいと

に取り組み，売上の減少にあっても損益分岐を維持

考えています。

して参りました。

放射性物質の計測，生態系内の移動，貯留を含め

行財政改革の一環として無駄な国費の削減を目指

た自然界での物質収支，人間，動植物内の連鎖を考

して財団法人の見直しが始まり，公益の追求法によっ

えた影響の把握，除染や拡散の加速の考案に関わる

て分類されることになりました。九州環境管理協会

協会の能力を投入して行きたいと考えます。幸い環
1

境省，文部科学省，農林水産省，科学技術振興財団

ぎ，現在の科学技術の発展を吸収し，諸先生のご指導，

などに協会の力を認めて戴きつつある現在，協会の

ご教示，さらにご一緒させていただく機会を逃さず，

業務能力の飛躍の時と位置づけ，日本の為に精一杯

日本の環境保全という大きな公益に貢献したいと考

努力したいと考えています。

えています。職員各々の持つ能力を精一杯に発揮で
き，かつ厳しいなかでも働きがいのある明朗な職場

一般財団法人に移行して，その運営法を従来とは

環境も整備して参りたいと思います。

変化せざるを得ない面も確かにあります。九州・山

関与して戴いている先生方，協会の役職員の皆様，

口の大学，産業界および自治体のこれまでと変わら
ぬ強いご支援やご協力を戴く伝統を今後も継続強化

協会の新しい門出に当たって，これまでの “志” を

し，かつ活動の場を関東，東北地域にも拡大して参

再認識し，日本を取り囲む数々の課題に積極的かつ

りたいと考えております。

創造的に取り組んで行きましょう。

環境の時代を先駆けた協会の諸先輩の志を引き継

カブトガニ幼生
【環境省絶滅危惧Ⅰ類】
古生代からその外観がほとんど変わっていない生きた
化石。

2

新法人発足によせて
九州大学名誉教授

北九州市立大学特任教授

松藤

泰典*

を視野に入れておく必要が生じるかも知れません。

九州環境管理協会は 1971 年に公害防止に関する

想定外について，酒井泰弘滋賀大学名誉教授は「想

公益法人としての認可を得られて以来 0 年に亘る取

定外というのは彼らの設計の目標外であったという

り組みを続けてこられました。
その間，1999 年，ブダペストで開催された世界科

だけのことです。今回の原発事故は，科学者から見

学者会議は，人類にとって有益な知識のための科学，

たら当然考えられる範囲です。コスト面から考えた

平和構築のための科学，持続的発展のための科学と

設計目標を超えていたと言うべきです」といいます

いった目的を持った科学という概念を定義しこれを

（日経新聞 2012.1.2）。これを可視化すると，コス

総称して社会のための科学と呼びました。価値中立

トを降順にプロットした棒グラフとその累積構成比

であった科学がこのとき価値目的を持ち，結果，倫

を表す折れ線グラフを組み合わせた複合グラフで，

理性を帯びます。社会のための科学は，規範として

ヴィルフレド・パレートに因んで名付けられたパレー

は予防倫理および世代間倫理の形で具体化され，責

ト図を想起します。パレート図には確率分布の一つ

任の倫理と総称されるようになります。環境管理と

であるベキ分布のイメージがあります。これを用い

いうすぐれた上位概念によってデザインされた九州

て，縦軸をコスト，横軸をリスク／事故率とすれば，

環境管理協会は誠に時宜を得たものでありました。

計量可能なリスクの範囲がクライシスマネジメント
を含むリスクマネジメントの対象で，何重もの対策

この度，公益法人制度改革に伴って 2012 年度か
ら一般財団法人として新たに発足されましたが，発

を施すことで事故率がゼロに近くなる領域は，実は，

足の前年，2011 年  月 11 日に発生した東日本大震

計量化できない不確実性の，そして，コストで判断

災は，マグニチュード 9.0 という我が国観測史上最

してはいけない領域であると理解されます。

大規模の地震を発端として，三陸海岸で最大波高が

福島原発事故に関して言えば，前もって想定でき

10~15m に達する津波を発生し，更に，この地震と

ないミスや事故が不可避なだけに本来計量化できな

津波によって東京電力福島原子力発電所群の大量の

いものであり，そのような状況における行為に関す

放射性物質漏洩という重大な原子力事故を惹起する

る意志決定の選択基準がないときには，それでも行

に至りました。

為を決定する覚悟，すなわち，エグゼクティブデシ
ジョンが必要であることを顕在化して見せたように

震災特需とでもいうべき状況が生じていますが，

思われます。

新法人におかれては東日本大震災後の復旧・復興に
向けた事業の展開に際して，協会としての業務等を

管理との関連としてマネジメントの視点でエグゼ

通して，できうる限りの支援を講じていかれること

クティブデシジョンを解釈すると，考慮すべき要因

を期待します。同時に中長期的には，この大震災で

が多岐に亘って輻輳しており，クライシスマネジメ

顕在化した想定外の事象に対する環境管理への対応

ントに入れないときにマネジメントが行える水準ま

* 一般財団法人 九州環境管理協会

評議員会 会長


で要因を瞬時に取捨する意志決定であるといえるで

理は重要な基盤となります。産官学の更なる支援の

しょう。

下，具体的には，排水管理及び処理，生態系や環境

短期的には合理的な選択かも知れないが，長期的

放射能管理，環境アセスメントとそれに続くモニタ

には制御不可能な不確実性を生む恐れがあるような

リング，環境計画・設計さらに地球温暖化防止や環

状況も含めた環境管理は，たとえば，想定外環境管

境の科学や技術の啓発普及の業務を遂行されなけれ

理としてのテーマ設定が必要になります。

ばなりません。ここに申し上げたことも含めて，従
前にも増して当協会の役割が必要とされます。向後

東日本大震災から復興して日本が存在感と自信を

の更なる発展と飛躍をご期待申し上げます。

回復するとき，産業技術とその品質，そして環境管

ハクセンシオマネキ
【環境省絶滅危惧Ⅱ類】
雄の白いハサミを振る姿が，白い扇子で潮を招く
ようにみえる。
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土石系循環資源の将来ビジョン
九州大学大学院工学研究院

環境社会部門

准教授

中山

裕文

廃棄物の発生および再生材としての需要のバランス

１. はじめに
近年，循環型の持続可能な社会システム実現に向

を考察し，土石系廃棄物に関する現状把握と将来動

けた取り組みが多方面で求められている。土石系の

向について論ずる。なお，本稿においては，土石系

廃棄物等は，産業廃棄物全体の発生量約 . 億 t の

廃棄物および副産物の総称を土石系廃棄物等，土石

約 3% にあたる 2.1 億 t を占めており，量が大きく

系廃棄物等のうち循環利用されるものを土石系循環

我が国の物質フローに大きな影響力を持っている 1）。

資源，土石系の天然および循環資源の総称を土石系
資源と呼ぶことにする。

土石系廃棄物等の発生源としては，図１に示すよ
うに，大別すると構造物等の既存ストックの解体に
由来するものと，産業生産活動に伴い発生するもの
の 2 種類がある。建築物の解体や道路の修繕事業か
ら発生するコンクリート塊，アスファルト塊等は，
ストック解体由来の土石系廃棄物等であり，鉄鋼ス
ラグや石炭灰等は，それぞれ鉄鋼業，石炭火力発電
等の産業活動由来の土石系廃棄物等と区別できる。
今後の土石系廃棄物発生量について考察すると，寿
命を迎えた構造物の解体に伴い発生するコンクリー

図１

ト塊が増大する可能性があり，また，鉄鋼生産や石
炭火力発電からも一定量の土石系廃棄物が発生し続

土石系廃棄物等の循環フロー

２. 土石系廃棄物等の発生と利用の状況

けると考えられる。一方で，需要面では，路盤材，

表 1 に，主要な土石系廃棄物等の発生量を示す。

セメント原料などの土木建設分野での利用がほとん

表に示す６種類すべての廃棄物についてデータが

どであるが，建設投資の減少に伴い今後の需要減が

揃っているのは 200 年であり，この年の各廃棄物

危惧されている。環境省は，土石系資源の循環利用

の発生量をみると，コンクリート塊が 3,220 万トン，

量の拡大及び最終処分量の削減に向けては，土木建

アスファルト・コンクリート塊が 2,10 万トン，鉄

築資材として，経済合理性が確保できる範囲での受

鋼スラグのうち，高炉スラグ 2,40 万トン，転炉ス

入れ拡大等は考えられるものの，土木建築需要はす

ラグが 3 万トン，電炉スラグが 34 万トンとなっ

う勢的に減少傾向にあり，今後とも減少していく可

ている。また，石炭灰は 1,11 万トン発生している。

能性もあることから，別途循環利用方策や最終処分

経年的な変化をみると，コンクリート塊は微減，ア

量の削減方策の検討を視野に入れる必要があるとし

スファルト・コンクリート塊は大きく減少，鉄鋼ス

ている。

ラグは増減を繰り返している。石炭灰は増加傾向に

以上述べた土石系資源循環の状況を踏まえ，本稿

ある。

では，今後 2030 年までの近未来をにらみ，土石系

次に，土石系廃棄物等の利用用途について，図 2


に示す物質フローをみると，最も大きな利用先は砕
石であり，4,4 万トンの土石系廃棄物等が砕石と
して有効利用されている。また，セメント・セメン
ト製品への利用が次いで大きく，2,40 万トンとなっ
ている。
以降では，個別の土石系廃棄物等について詳しく
考察してみる。

表１

主要な土石系廃棄物等の発生量 2）3）4）

図 3 コンクリート塊発生量と建物滅失床面積 2）7）

図 4 建設後 50 年以上経過する社会資本の割合 5）
朽化したマンションについては安全性確保のために
建替の円滑化のための方策が検討されている。国土
交通省によると平成 1 年のマンションストック数
は 0 万戸で，このうち，築 30 年以上の老朽化マ
ンションの件数は平成 1 年末で 44 万戸，10 年後に

図2

は 140 万戸を超えると見込まれている

2005 年の土石系物質フロー

6）

。しかしな

（参考文献
等を元に作成。一部に著者による推定値
を含むため，表１と一致しない値がある。）

がら，建替えが必要と判断された老朽化マンション

２. １ ストック解体に伴い発生する土石系廃棄物等

め，建替え円滑化のために補助金，融資，税制優遇

（１）コンクリート塊

措置等の活用が図られている。マンション等の建築

2）3）4）

であっても，コスト高が理由で建替えが進まないた

コンクリート塊は，毎年 3,000 万トン以上発生し

物以外では，道路橋，河川管理施設，下水道，港湾

ている。主としてコンクリート構造物の解体により

岸壁などについて，高度経済成長時代に整備された

発生することから，コンクリート塊の発生量の推移

ストックのうち高齢化したものの割合が急速に増加

を分析するためには今後の建築物の滅失床面積（図

することが指摘されている（図 4）。将来，高齢化し

3）に影響を及ぼす政策や計画に注目していく必要が

たストックの割合が増加すると致命的な損傷が発生

ある。図 3 に示すように，近年では滅失床面積が減

するリスクが飛躍的に高まる恐れがある。そのため，

少する傾向にあるが，高度経済成長期に建設された

修繕，更新が行われていくものと見られる。
一方，コンクリート塊の発生量を減少させる動き

構造物が今後寿命を迎え，構造物の解体が増加して
5）

いくとする研究事例（例えば，橋本ら（2000） ）は

として，既存のコンクリート構造物のストックの有

多くあり，今後とも注視していく必要がある。

効活用策がある。既存住宅の性能表示制度や瑕疵（か

コンクリート塊発生量が増加する要因として，老

し）保証制度の普及，不動産市況情報の提供，既存

朽化した建築物等の解体推進策がある。例えば，老

住宅の質を考慮した価格査定システムの導入等によ


る既存住宅流通市場の整備，住宅リフォーム市場の整

減にも重点が置かれており，共同溝の設置等による

備，住宅の長寿命化等は，既存構造物の解体を抑制し，

掘り返し工事の防止等の対策が検討されている。以

コンクリート塊の発生量を低減する効果がある。

上のことを考慮すると，今後道路工事から発生する
アスファルト・コンクリートが増加するとは考えに

なお，東日本大震災では多くの建物が倒壊し，多

くく，現状維持または減少するものと考えられる。

量の災害廃棄物が発生した。環境省が発表した被災
県の種類別廃棄物発生量 8）によると，岩手県におけ
る災害廃棄物発生量 43 万トンのうち，21% に相当
する 0 万トンがコンクリート塊であった。宮城県
においては，全体の 1223 万トンのうち，22% にあ
たる 24 万トンがコンクリート塊であったと報告さ
れている。有効利用のため，従来の主用途である道
路路盤材の他にも，盛土用材，港湾施設の建設用材，
漁場施設（魚礁や増殖礁）等，各種の方策が実施あ

図5

るいは検討段階にある。

アス・コン塊発生量と道路事業費 2）9）

２. ２ 生産活動に付随し副産物として発生する土石
（２） アスファルト・コンクリート塊

系廃棄物等

我が国の道路事業は，新設工事よりも修繕工事が

（１）鉄鋼スラグ

多い。修繕時に舗装面を更新することによりアスファ

鉄鋼スラグは，銑鉄の生産過程で生成される高炉

ルト・コンクリート塊が発生する。図 5 に示すように，

スラグと粗鋼の生産過程で生成される製綱スラグの

道路修繕により発生するアスファルト・コンクリー

総称である。銑鉄は主に輸送用機械用，一般機械用

ト塊発生量と道路事業費には相関が見られる。近年

の銑鉄鋳物の生産に利用される。そのため銑鉄の国

では道路事業費は年々減少する傾向にあり，それに

内生産量はこれらの鋳物製造業の業績に左右され，

ともないアスファルト・コンクリート塊の発生量も

さらに銑鉄生産に必要となるコークスの価格によっ

減少傾向にある。自治体は厳しい財政事情下におい

ても影響を受ける。一方，粗鋼は自動車産業などへ

て，将来の道路修繕等の維持管理費の縮減を検討し

利用される量が多いため生産量が自動車産業の生産

ている。そのために，適切な道路管理による道路構

計画に大きく左右される。海外向けの鉄鋼生産につ

造物の延命化に注力し，将来にわたる道路劣化状況

いては，都市部において超高層建築や都市間高速鉄

をあらかじめ予測し，その上で最適な修繕計画をた

道の建設が続く中国等，アジアでの需要の高まりか

てるアセットマネジメントの手法が検討されている。

らアジア向け輸出用に鉄鋼が増産され，その後減産

これは修繕間隔を長くして大規模な打ち替え工事を

したが最近では回復してきている 10）。銑鉄，粗鋼の

行うよりも，小規模な表層修繕を比較的頻繁に実施

生産に伴い発生する鉄鋼スラグの量は国内，国外の

する方が，ライフサイクルコストを考慮すると有利

経済状況の変化によって決定されるため，近未来で

な場合が多いという考えに基づく。アスファルト・

あっても正確に予測することは難しい。今後の鉄鋼

道路修繕の間隔や工法もそれに応じて変化している。

スラグの生成量を分析するには，日本周辺各国の経

なお，大規模な打ち換えを実施した場合，路盤層

済状況，国内の鋼材ユーザーの生産量をシナリオと

を入れ替える必要があるため，この場合には，既設

して与え，分析することが必要である。

路盤材が建設発生土として大量に発生するが，表装
修繕であれば，この問題を回避することができる。

（２）石炭灰

さらに，利用者の視点に立った路上工事時間の縮

石炭は可採埋蔵量が 10 年以上あり，他の化石燃


料に比べて供給安定性が高く，経済性にも優れてい
ることから，不可欠なエネルギー源として位置づけ
られている。電力供給においては，長時間継続運転
を行い安定的に電気を供給するベース電源として重
要な役割を果たしている。従って，石炭の更なる安
定供給の確保を目指して，産炭国との関係を強化す
る必要があるとされている 11）。一方，石炭は他の化
石燃料に比し，燃焼過程における単位熱量当たり二
酸化炭素の排出量が大きいこと等，環境面での制約

図6

路盤用砕石利用量の推定結果

要因が多いため，環境への適合を図る観点からの技
し，それは同時に更新時に新たな資材が不要になる

術開発が望まれている。
なお，東日本大震災による原子力発電所の事故の

ことを意味しており，土石系循環資源の受け入れ可

影響から，石炭火力発電の将来計画に変化が生じて

能量が減少することにつながる。また，道路打ち換

いる。国が東日本大震災より前に策定したエネルギー

えについても，セメント・フォームドスタビ工法等

12）

によると，二酸化炭素排出量を削減する

による既設路盤材の再利用の技術が進んでいる。こ

ため，石炭火力の割合を 200 年の 2.4％から 2030

の結果，既設舗装材及び既設路盤材の有効利用（再

年には 11.4％まで低減させる計画であったが，今後

資源化）が可能となり，水平リサイクルが成立する

の原子力発電の動向が不透明となったため，石炭火

ため，新たに外部から調達する資材の量は減少する

力発電の重要度は相対的に高まっていくと考えられ

と考えられる。

基本計画

これらの水平利用は，今後技術の発展とともに活

る。

性化することが予想され，廃棄物等の発生を抑制す
２. ３ 土石系廃棄物等の有効利用先の一例：再生路

るために全面的な改修から補修による維持管理に

盤用砕石の動向

よって既存ストックの長期的な利用を行う維持補修

道路は，コンクリート塊，アスファルト塊，鉄鋼

へのシフトが進んでいる。建設業における水平利用

スラグ等からの再生路盤用砕石，再生アスファルト

が進展すれば，鉄鋼スラグ，石炭灰等の他産業から

合材の受け入れ先として，土石系廃棄物等の重要な

の土石系循環資源の受入れが進まないことが懸念さ

有効利用先に位置付けられる。道路事業における土

れる。このような建設業以外から供給される土石系

13）

の

循環資源によって物質フローが供給過多になること

手法に基づき，路盤用砕石の利用量をマテリアルバ

を防ぐためには，土石系循環資源の再利用の状況を

ランスによって算定した結果を図 6 に示す。路盤用

把握し，新たな利用先を創出していく必要性がある

砕石の利用量は年々減少していることがわかる。こ

といえる。

石系資源利用の推移をみるため，原ら（2003）

れは，道路事業の規模が縮小したことと，道路修繕
工法が，路盤材をすべて交換する打ち替え工法から，

３. 近未来の土石系物質フローの推定

表層部分のみを補修する切削オーバーレイや路上表

次に，近未来（2030 年度）の土石系廃棄物の最終

層再生工法にシフトしたことが大きく影響している

処分量の削減目標を設定し，あわせて CO2 排出量の

と考えられる。このような道路や構造物等の既存ス

削減を考慮した土石系廃棄物の有効利用方法および

トックの更新に際しては，全面的な更新を避け，小

フローについて検討した研究事例 14）について紹介す

規模な補修を頻繁に行うことで寿命を延長し，廃棄

る。この分析では，土石系廃棄物のうち，建築物の

物等の発生量を抑制する努力がなされている。しか

解体や道路の修繕事業から発生する①コンクリート


塊と②アスファルト・コンクリート塊，鉄鋼製造工

表 2 土石系資源循環に関わるCO2 排出量（単位：1000 ｔ）

程において副産物として発生する③鉄鋼スラグ，電
力業より発生する④石炭灰を対象とした。利用用途
は，道路用砕石，コンクリート用骨材，その他の砕石，
アスファルト合材，セメント（原料，混合材）とした。
混和材としての利用については，現状のセメント代
替率のままとするシナリオ１と，代替率を向上させ
るシナリオ 2 の 2 種類を設定した。また，発生した
土石系廃棄物等のうち再利用されないものは最終処

2030 年の土石系関連産業の CO2 排出量は 0.4 百万

分されるものとした。 CO2 排出量は図 7 の破線で囲

t-CO2 へ と .2 ％ の 減 少（ シ ナ リ オ 1），42.3 百 万

まれる範囲を対象とした。

t-CO2 へと 20.4％の減少（シナリオ 2）という結果

分析手法としては，まず土石系廃棄物等と土石系

が得られた。土石系関連産業の CO2 排出量のほと

循環資源の物質フロー，および関連する産業間の金

んどがセメント産業からの排出である。シナリオに

銭フローと CO2 排出量を一体的に把握するために土

よる結果の差はセメント混和剤としてのスラグの利

石系資源分析用産業連関表を作成した。作成した土

用量の設定条件の違いによる。一方，砕石・骨材系

石系資源分析用の産業連関表を用い，線形計画法を

の製造からの排出量の内訳をみると，路盤用砕石お

用いて，将来における土石系資源の物質フローにつ

よびコンクリート骨材においては，新材製造からの

いて検討した。

CO2 排出量が減少し，再生材製造では逆に増加した。

表 2 に対象とした土石系関連産業の CO2 排出量の

図 8 に 200 年，2030 年（ シ ナ リ オ 1），2030 年

内訳を示す。基準年とした 200 年では，土石系関

（シナリオ 2）の土石系の物質フローを示す。シナリ

連産業の CO2 排出量は 3.1 百万 t-CO2 であり，そ

オ１において，200 年ではコンクリート塊発生量が

のうち .4% に相当する 2.3 百万 t-CO2 がセメン

3,220 万 t であり，そのうち 2, 万 t（%）が再
生路盤用砕石に利用されている。2030 年にはコンク
リート塊の発生量が ,4 万 t へと増加し，再生路
盤用砕石への利用 4,0 万 t に加え，再生コンクリー
ト骨材への利用が 20 万 t へと拡大するという結果
となった。鉄鋼スラグの発生量は，200 年の 4,04
万 t から 2030 年には ,23 万 t へと増加すると仮定
した場合，コンクリート骨材への投入量が 33 万 t
から 1, 万 t へと増加し，アスファルト合材への
投入も 23 万 t から 1230 万 t へと増加する。一方，
セメントへの投入は 12 万 t から 121 万 t へと減
少しているが，これは建設業の縮小に伴うセメント

図7

需要の減少によるものである。石炭灰については，

土石系資源循環のフローおよび CO2 排出量
の算定範囲

200 年から 2030 年において発生量が変化しないと
設定しているため，フローにおいても大きく変化し

ト分野からの排出，1.4% に当たる 0. 百万 t-CO2

なかった。一方，シナリオ 2 では，鉄鋼スラグのセ

が砕石や骨材等の製造からの排出であり，最終処分

メントへの利用が増大し，200 年の 1,2 万 t から

からの排出は小さく 0.04% に過ぎない。計算の結果，

2030 年には 2,3 万 t へと変化している。その分，


砕石へと流れていた量が減少するという結果が得ら
れた。
最後に，2030 年における建設業の最終需要を変化
させた場合の土石系資材の利用量の推移について分
析した（図 9）
。2030 年の建設業の最終需要が 200
年比で 1％以上減少した場合には解が得られず，こ
の結果は建設業の最終需要が減少しすぎると，土石
系資源循環システムの需給バランスを保つことがで
きず，土石系廃棄物が供給過多となることを示して
いる。
４. 環境修復事業における土石系循環資源利用に関
する検討
土石系循環資源の新たな利用先の一つとして，近
年，陥没の恐れのある特殊地下壕や廃坑の埋め戻し
への利用検討がはじまっている。廃坑は時間の経過
とともに各所で陥没し，地上の構造物に被害を及ぼ
しており，埋戻しを行うことで被害を防ぐことがで
きる。
例えば，岐阜県御岳町には亜炭廃坑の面積が約
00 万㎡あるといわれ，市街地の大部分に及んでい
る。放置された亜炭坑道が陥没事故を引き起こし，
公共施設や農地，住宅地に被害を及ぼすことから，
今では負の遺産とみなされることもある。
「亜炭鉱廃坑の危険度に関する調査研究会」（座長：
早稲田大学濱田政則教授）の調査 15）によると，市街
地を 0 ｍメッシュに分割したとき，過去に浅所陥没
が多数発生している深さ 1 ｍ以浅の空洞が存在する
メッシュの総面積は市街地面積約 20 万㎡のうち約

図8

40％を占めるとされている。崩落の危険性が高い地

土石系物質フローの推定結果

域に居住する住民や世帯の全てが炭鉱崩落により人
命や建物あるいは所有する土地に被害を受けると考
えると，町全体で約 2,00 世帯の住民が何らかの被
害を直接受けると想定されている。これらの全てを
埋め戻すことは費用対効果を考えると現実的ではな
いが，重要施設のうち，危険度が高い状況にある廃
坑の上に建つ重要施設を抽出して充填工法によって
対策を行う事業を実施することで陥没を防止できる
と考えられる。廃坑の埋戻しに土石系循環資源を利

図 9 土石系資源の利用量と建設業の最終需要の関係
10

用した場合，事業費の削減と，陥没の未然防止によ
る社会的な便益の面で大きな効果が得られると考え
られる。
土石系循環資源の需要拡大のためのシステム設計
においては，上記のような環境汚染や災害などの外
部費用を発生させるリスクを有する「負の遺産」の
リスク低減を図るための環境修復が重要となり，こ
れらの事業形態をどのように成立させていくかが問
題となる。
5.

おわりに：土石系資源循環システムのビジョン
土石系資源の利用先である建設業を見ると，社会

資本の整備が進んだ現在，わが国では，新規の建設

写真 2 道路陥没の他，家 6 軒が傾いた被害の様子 1）

需要が減少し，既存ストックの補修や更新を主とし
た維持管理の時代に入っている。既存の構造物ストッ

に減少するものと考えられる。また，近年の建設投

クの補修，更新に伴い，土石系廃棄物等が発生し，そ

資の減少もこの状況に一層拍車をかけている。一方

れが循環資源として有効利用されるシステムである。

で，土石系循環資源は，建設業に起因するものだけ

ここで，近年では，道路や構造物等の既存ストッ

でなく，鉄鋼スラグや石炭灰等のように，他産業か

クの全面的な更新を避け，小規模な補修を頻繁に行

らも大量に流入してくる。このため，土石系循環資

うことで土石系廃棄物等の発生量を抑制しようとす

源のマスバランスは供給過剰になりやすい性質を持

る努力がなされている。しかしながら，それは同時

つが，そのバランスを取る役割を果たしているのが，

に更新のために必要な資材が不要になることを意味

土地造成のように補修や更新の必要がなく，利用さ

しており，土石系循環資源の受け入れ可能量を減少

れた土石系循環資源が将来における廃棄物（潜在廃

させる面を併せ持つ。さらに，打ち換えを必要とし

棄物）として蓄積しない利用先である。ただし，人

ない道路修繕工法や，コンクリート骨材の回収技術

口減少がはじまり，経済も成長から維持の時代へと

の普及により，水平リサイクルが進展すれば，これ

移行した現在，住宅や工業用地等の土地需要にも限

らの利用先での土石系循環資源の受け入れ量はさら

界があると考えられる。
今後の土石系循環資源の需給バランスを安定させ
る鍵を握るのは，これまでなされていなかった新規
の需要先の開拓であると考えられる。特に循環資源
として副産物を自然に戻し，さらに負の遺産を解消
し，負の価値を 0 にするという「自然還元」の考え
が重要と考えられる。現在，亜炭廃坑，特殊地下壕
の埋め戻しや，浚渫深堀跡の埋め戻し，人工干潟の
造成等の海洋環境の修復事業といった利用先の検討
が始まっている。これらの事業は，いずれも社会的
便益を生み出すものであるが，現状では投資費用を
回収することが困難であるため，低コストのリサイ

写真 1

亜炭廃坑内の様子（著者撮影）

クル技術の開発だけでなく，円滑に事業をすすめる
11

ための制度やシステムづくりが必要である。再生利

発生量，http://www.env.go.jp/jishin/waste/

用認定制度や経済特区等のさらなる活用のための基

ministerial_conf/conf001/mat02-2.pdf
 ）全国道路利用者会議：道路統計年報
（平成 20年度），

準作りとともに，資金調達システムの確立が必要で
ある。

2010年
10）一般社団法人日本鉄鋼連盟：鉄鋼需給の動き，
2011 年
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特別寄稿論文

有明海の潮汐・潮流の長期的な変化と
その要因について
九州大学高等研究院

助教

田井

１．はじめに
閉鎖性海域である有明海，八代海，博多湾などで
は農地造成，都市開発，港湾整備のために干拓・埋
め立てによる海岸線の人為的な改変が行われてきた
（図 1）
。このような海岸線の改変は湾内の潮汐や潮
流を変化させる。さらに，その変化はそれらの大き
さを弱化させる場合が多い。潮汐や潮流が変化（弱
化）すると，海域内の物質輸送，外海との海水交換，
鉛直混合などに影響を与え，その変化は水環境にも
大きな影響を与える。
一方で，詳細は後で述べるが，閉鎖性海域の潮汐
や潮流に影響を与える要因は，干拓・埋め立て以外
にも複数考えられる。よって，それぞれの要因によ
る潮汐や潮流に与える影響を定量的に明らかにする
ことは，閉鎖性海域の水環境の保全にとって重要な
知見となる。本研究では，九州の閉鎖性海域である

(a)

有明海の長期的な潮汐・潮流の変化・変動要因につ

有明海・八代海

いて解析を行ったので，その結果を報告する。
２．干拓による潮汐・潮流の変化の基礎
有明海では日本一の潮差が生じ，それに伴う大き
な潮流流速や広大な干潟の存在は，この海域の高い
生産性に深く関っていると考えられる。有明海で大
きな潮差が生じる主な理由は，東京湾や伊勢湾など
他の内湾に比べて湾の固有周期が大きく，半日周期
の潮汐が増幅されやすいためである。ここで，湾の
固有周期 T は湾の奥行き l と平均水深 h から以下の
式を用いて近似的に計算することができる。
(b)

(1)

図１
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博多湾

海岸線の改変の様子

明

式中の g は重力加速度である。この式は水深が一様

定性的には同一である。この式から分かるように流

な矩形湾の理論式であり，メリアン式と呼ばれる。

速 v は，入退潮量 Q に比例し，断面積に反比例する。

現実の湾の形状を厳密に考慮しているわけではない

また，図２のように，干拓が行われた場合，潮汐振

が湾の特性を示す式としてよく用いられる。この式

幅が一定であっても入退潮量 Q が減少するため，流

から有明海では湾奥部の干拓が進み湾の奥行きが短

速の減少が生じる。その減少量Δv は，入退潮量の減

くなると固有周期が短くなり，潮汐の増幅作用も小

少量ΔQ により，

さくなると考えられる。潮流も，潮汐が小さくなれ

(3)

ば小さくなるが，干拓による潮流の減少は潮汐の減
少による影響分よりも大きい。その理由は，次に述

と示され，湾内であれば，干拓からの距離によらず，

べるように湾内の潮流流速は入退潮量で決定される

その断面積によってその大きさが決定される。よっ

からである。干拓による潮流の減少について説明す

て，湾奥の干拓は遠く離れた湾口の流速にも影響を

るために，図 2 に示すような水深が一様な矩形湾を

もたらす。なお，減少率は，式（2）と式（3）の比，

考える。図 2 の下側は湾の平面図，上側は湾軸方向

すなわち，もともとの入退潮量 Q と入退潮量の減少

の断面図である。今，湾の幅を 1 とすれば，干潮位

量ΔQ の比で決まるため，湾奥ほど大きくなる。よっ

と満潮位の差とその断面から湾奥までの距離との積

て，干拓の前面では 100% の減少率，流速が 0 となる。

は，上げ潮時と下げ潮時に断面を通過する海水の総
量になる。これを入退潮量 Q と呼ぶ（図 2 上側のハッ

３．有明海における潮汐・潮流の長期変化

チ部分）
。この入退潮量 Q が断面を通過するのにか

３．１

潮汐・潮流の変化要因

有明海の潮汐・潮流の長期的な変化について検討

かる時間 t は潮汐の周期 T に依存するため，湾の面
積などによらずある一定の値（t=T/2）となる。よって，

する。有明海では，2000 年冬季の大規模な養殖ノリ

潮流の上げ潮，下げ潮期間の平均流速 v は断面積を

の色落ち，二枚貝の漁獲量の減少，赤潮や貧酸素水

A とすると，

塊の発生など近年その水環境が悪化していると考え
られる。そのなかで，1997 年 4 月に潮受け堤防の締

(2)

め切りが行われた諫早湾干拓事業による潮汐・潮流

となる。ここでは，簡単のために上げ潮，下げ潮期

の変化がその主要因として取沙汰されてきた。しか

間の平均流速 v を示しているが，この流速の干拓に

し，有明海では先に述べたように諫早湾干拓事業以

よる変化と本来の潮汐周期で変化する流速の変化は

前にも多くの干拓が行われていることに加え，その
他にも潮汐・潮流を変化させる要因があることから，
諫早湾干拓事業がその中で相対的にどの程度有明海
の潮汐・潮流に影響を与えたものか検討しなければ，
将来の有明海再生に向けて冷静な議論に支障をきた
す。そこで，本研究では表 1 に示す要因についてデー
タ解析や数値シミュレーションにより定量評価を
行った。要因１～４は諫早湾干拓事業以前と諫早湾
干拓事業による干拓の影響による潮汐・潮流の変化
であり，その基礎は前述したとおりである。要因５
は，月の昇交点運動による起潮力自体の変化であり，
18.6 年周期で変動する。要因６は有明海に入射する

図２ 矩形湾における潮流の発生メカニズムと
干拓の影響（上側：湾軸方向断面図，下側：平面図）

外海の潮汐の変化である。なお，本報における有明
14

海湾奥部とは大浦沖以北のことを指し諫早湾および

要因について調べるために，有明海・八代海内で最

以南の海域は含まない。

も古くから潮汐データが存在している熊本県三角
験潮所（1931 年観測開始）のデータ解析，および

３．
２

1900 年 代，1960 年 代，1980 年 代，2000 年 代 の 4

潮汐の長期変化（要因１，２，５，６）

パターンの海岸線を用いた数値シミュレーションを

有明海・八代海の半日周期潮汐の長期変化とその

図３ 有明海周辺の験潮所の位置

a M2の経年変化，
実線 :振幅，破線 : fM2×aM2 .2）

図４ M2潮振幅
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振幅の減少など，海岸線の変化以外の影響で生じて

実施した。

いることを示している。

三角の 1960 年までのデータは熊本地方気象台に
保管されている紙ベースの潮汐観測原簿を電子化し

３．３

諫早湾干拓事業による潮汐の減少（要因 2）

諫早湾干拓事業による潮汐の変化は，湾口の口之

たもの，1961 年以降は日本海洋データセンターの
ホームページからダウンロードしたものを用いた。

津に対する湾奥の大浦の増幅率の変化を中心に研究

調和解析の結果を図３に示す有明海湾奥の大浦，外

が進められてきた 1）。一方，千葉・武本 2）や藤原ら 3）

海の験潮所として厳原，枕崎の結果と併せて図４に

は，諫早湾干拓事業により口之津の潮汐振幅は増加

示す。全ての験潮所で 1997 年ごろに生じる fM2×aM2

していることを明らかにした。これは，口之津を基

変動の極大値が過去の極大値の中で最も小さくなっ

準とした増幅率の単純な比較では締め切りの影響の

ていることが分かる。それに伴い aM2 も近年が最も

定量的な評価は困難であることを示している（例え

小さい値となっている。

ば，湾奥の潮汐振幅が変化していなくても，湾口の

数 値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に は Princeton Ocean

振幅が増加していれば，増幅率は減少することにな

Model（POM） を 用 い た。 こ こ で，1980 年 代 は

る）。そのため，諫早湾干拓事業の潮汐への影響を適

2000 年代（現在）から諫早湾干拓事業による海岸線

切に評価するためには，外海を基準とした増幅率の

の変化のみを除いたものである。全てのケースで南

変化を比較する必要がある。その際，安田 4）により，

部開境界に 0.75m の M2 潮を与えて計算を行った。

外海を基準とした場合の有明海の増幅率は外海の潮

大浦，三角，口之津の M2 潮振幅についての年代毎

汐振幅に依存することが示されているため，この特

の計算結果を表２に示す。1900 年代から 2000 年代

性を考慮して堤防締切りの影響を評価する。

にかけて，口之津に対する大浦および三角の振幅比

図５に外海を基準とした有明海内の M2 潮増幅率

は一貫して減少している。一方，口之津の振幅は一

を，月の昇交点運動による 18.6 年周期変動の増減期

貫して増加していた。そのため，大浦では振幅比の

別に 4 つの期間に分けて，枕崎の fM2×aM2 に対して

減少率が 3.8% なのに対し，振幅の減少率は 1.8% に

プロットした結果を示す 5）。このうち，後半の 2 つ

とどまっていた。また，三角と大浦における 1900

の期間をそれぞれ締め切り前（III，黒丸）と締め切

年代以降の振幅変化の約 5 割は 1980 年代までに，

り後（IV，白丸）として M2 潮増幅率の比較を行う。

残りの約 5 割は諫早湾干拓事業で生じていることが

変動の傾向を調べるために，締め切り前後に対する

分かる
（大浦で 46%:54%，三角で 43%:57%）。実測デー

M2 潮増幅率の回帰直線をそれぞれ実線と破線で示

タでは三角において 1930 年代から 2000 年代にかけ

している。まず，枕崎の M2 潮振幅が期間中で最大

て（122.7cm → 119.2cm，各年代の平均値）3cm 以

となる時は，大浦では締め切り前後で M2 潮増幅率

上の減少が生じているのに対し，海岸線の変化のみ

に明瞭な差が見られないのに対し，口之津では締め

を考慮した数値シミュレーションでは 0.7cm の減少

切り後が大きかった。一方，枕崎や長崎の M2 潮振

（119.1cm → 118.4cm）と大きく異なった。これは，

幅が最小となる時は，大浦では締め切り後に M2 潮

実測データに見られる減少の大半が外海での M2 潮

増幅率が小さくなったのに対し，口之津ではほぼ等

表２

しかった。また，回帰直線の傾きは，締め切り後が

数値シミュレーションによる各年代の M2 潮

両地点で共に緩やかになっており，堤防締め切りが

振幅の比較（カッコ内は口之津に対する増幅率）

有明海内の非線形効果を抑制したことが推察される。
以上より，諫早湾干拓事業が潮汐に与えた影響は，
外海の潮汐波の振幅の大きさにより変化し，時空間
的に特性が異なることが明らかとなった。
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３．
４

図６(a)，(b) に 1900 年 代 か ら 1980 年 代，1980

諫早湾干拓事業，湾奥部の干拓による入退

年代から 2000 年代の M2 潮流速の変化の分布，図

潮量の減少
（要因 3,4）
農林水産省

6）

や西ノ首ら

7）

７(a)，(b)，(c) に log(h/u3) の分布を示す。log(h/u3) は，

は，諫早湾干拓事業に

より，諫早湾内や島原半島沿いの潮流が減少するこ

Simpson and Hunter10）により提唱された成層海域

とを示している。しかし，有明海湾奥部の潮流の近

と混合海域を分けるパラメータであり，h は水深，u

年の変化，特に諫早湾干拓事業により受けた影響に

は流速である。これらの図より，湾奥部の海域の潮

関しては現地観測データが少なく十分な検討が行わ

流に対しては諫早湾干拓事業に比べて湾奥の干拓の

れてこなかった。ここでは，まず，貴重な現地観測

影響が大きいことが分かる。また，数値シミュレー

データを解析した結果として田井ら 8）および山口ら 9）

ション結果からは諫早湾干拓事業の影響は海域によ

の研究を紹介する。

り差があり，湾奥部への影響はほとんど検出できな
いことが分かる。これは前述した山口らの結果と符

田井らは，佐賀県有明水産振興センターが有明海

号している。

大浦沖の地点で 1989 年冬季と 1999 年冬季に取得し
た流速データを解析した。その結果，1989 年に比べ
て 1999 年は M2 潮の潮汐振幅は 4.5% 増加していた

３．５

考察

が潮流流速は 3.5% 減少しており，湾奥部の潮流は

以上の結果より有明海湾奥部における潮流および

潮受け堤防の締め切り前後の期間で変化している事

成層強度に強く影響する要因について考察する。解

を示した。山口らは，佐賀大学有明海海象観測塔で

析期間中の大浦の M2 潮振幅は 146cm ～ 161cm の

取得された流速データを解析した。その結果，潮流

範囲で，変化量は 10cm 以上だった。枕崎の振幅が

流速に有意な変化傾向は検出されず，この地点の流

68cm の時（図５によると，この時に諫早干拓の影

速に対して諫早湾潮受堤防建設や 18.6 年周期の月の

響が最も顕著に現れる），図５で期間 III と IV の増

昇交点運動の影響は少ないことを示した。さらに冬

幅率の差は約 0.04 であった。この場合，堤防による

季はノリ養殖による潮流への影響が大きいことを示

振幅の変化は約 3cm と見積もることが出来る。した

した。また，田井ら，山口らの結果は双方ともに締

がって，諫早湾干拓事業による潮汐の減少（要因 2）

め切り前後の期間で流向の変化が確認されている。

は月の昇交点運動による変動（要因 5）より小さい

次に数値シミュレーションにより海岸線の変化に

ことが分かる。同様に，湾奥部の干拓による潮汐の

よる潮流の変化および成層強度の変化について検討

減少（要因 1; 表２）も月の昇交点運動による変動（要

した。

因 5）より小さいということが分かる。また，図４
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から明らかなように外海の潮汐の減少（要因 6）も

拓の影響によるものと比較すると，月の昇交点運動

月の昇交点運動による変動より小さい。そこで，月

による成層強度や流速への影響は，湾奥部において

の昇交点運動による変動の成層強度および流速への

諫早湾干拓事業による影響よりも大きいことが分か

影響を示すために，数値シミュレーションより求め

る。次に，有明海湾奥部および諫早湾干拓事業によ

た f の極大期と極小期における流速の変化と log(h/u3)

る成層強度や流速への影響を評価すると，成層強度

の分布を図６(c)，図７(d)，(e) に示す。これを，干

は，諫早湾干拓事業による干拓に比べて，湾奥部に

18

おける干拓によってより広い範囲で流速が大きく減

付近で流速の増減速や流向の変化が生じていること

少し，成層化しやすい環境となったことが分かる。

が分かる。このように，湾奥の干拓による潮流の変
化は有明海に限らず生じていることが分かる。

以上のように，湾奥部の干拓による入退潮量の減
少および月の昇交点運動による変動は諫早湾干拓事
業よりも潮流および成層強度に与える影響が大きい

４．おわりに

ことが分かった。近年，有明海において発生する貧

本研究では，有明海の潮汐・潮流の長期変化に影

酸素水塊の大規模化に関するシナリオのひとつとし

響を与える要因についてデータ解析と数値シミュ

て，次のことが指摘されている。すなわち，諫早湾

レーションにより定量的な評価を行った。その結果，

干拓事業によって潮流が減少し，密度成層が強化さ

諫早湾干拓事業による成層強度に与える影響は， 湾

れ，その結果，酸素の鉛直輸送量が減少したため，

奥部の干拓および月の昇交点運動によるものに比べ，

貧酸素化しやすくなったというものである

。有明

小さいことを示した。諫早湾干拓事業が貧酸素化に

海湾奥部における貧酸素水塊の大規模化に関してこ

影響を与えたとすれば，このような単純な図式では

のシナリオがもし当てはまるとすると，湾奥の成層

なく，より複雑なメカニズムを経て影響を与えてい

強度の変動に強く影響したと考えられる湾奥部の干

ると考えられる。したがって，今後も継続して調査

拓および月の昇交点運動による影響が明瞭に観測さ

研究が行なわれることが望まれる。

11）

れるはずである。しかしながら，現在そのような研
究成果は報告されていない。さらに本研究によると，
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有明海・八代海に生息。背鰭を立て威嚇する雄の
姿がよくみられる。
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特別寄稿論文

福島第一原子力発電所事故後の福島県川俣町
における近畿大学原子力研究所の支援活動
近畿大学原子力研究所

講師

若林

源一郎

1．はじめに
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災に伴い，
福島第一原子力発電所でわが国の原子力史上最も深
刻な事故が発生し，放射性物質が周辺環境中に飛散
する事態となった。その結果，事故直後の気象条件
により，降雨や降雪とともに放射性物質が地表に降
下，沈着した地域が広範囲に発生した。4 月下旬に
日本政府は，福島第一原子力発電所から半径 20 km
以内の地域を「警戒区域」として立ち入りを禁止し，
さらに警戒区域の外であっても，事故発生から 1 年
間の被ばく線量が 20 mSv を超えるおそれのある地
域を「計画的避難区域」として住民に避難を求めた。
今回の事故で一部が計画的避難区域となった福島
県伊達郡川俣町は，福島第一原子力発電所から北西
に約 40 km，阿武隈山地の西側丘陵地帯にある。人
口は約 15,000 人で，歴史的には「絹の里」として知
られた自然豊かな美しい町である。特産品は絹製品

図1

の他に，川俣シャモ，葉タバコ，米などがあり，近
年は電子部品，自動車部品の工場立地も進んでいる。

川俣町の位置と福島第一原発事故後の
放射線量分布 2）

東日本大震災では，津波による被害こそ無かったが，

チームを派遣するなどの被災地支援活動を開始し

地震により町役場の建物が損壊して使用できなくな

た。

るなど大きな被害を受けた。原発事故発生直後には，

また，教育用原子炉を所有する大学として，学内

自らも地震被災者でありながら，原発から 20 km 圏

の原子力研究所が窓口となって放射線に関する不安

内にある浪江町方面からの避難者を受け入れて支援

に応える電話相談（相談件数約 700 件）を実施した 1）。

を行っていた。そのような中で，4 月下旬に町内の

さらに 4 月下旬からは，原子力研究所が原子力災害

山木屋地区（人口 1,188 人）が計画的避難区域に指

の被災地にある川俣町の支援を行うことになった。

定されることになり，１か月以内に住民が避難する

多くの被災自治体の中から特に川俣町の支援を行

こととなった。図 1 に川俣町の位置と福島第一原発

うことになった理由としては，事故直後に所員の 1

事故後の放射線量分布を示す。

人が政府のアドバイザーとして各地で説明を行って

一方，近畿大学では，震災直後に全教職員の賞与の

いた際に，川俣町が専門家のアドバイスを求めてい

一部を原資として約 2 億円の義援金を準備し，医療

ることが伝わっていたこと，また全村・全町避難と
21

なった他の自治体と異なり，川俣町は町の一部のみ
が計画的避難区域に指定されたため，町役場の機能
が町内に残っており，原子力研究所の少ないマンパ
ワー（所員 8 人）でも町役場をサポートしながら継
続的に支援ができるのではないかと考えたことなど
がある。4 月下旬に初めて川俣町を訪問して調査を
行った後，6 月に町の正式な震災復興アドバイザー
に委嘱され，これまで月に 1 〜 2 回のペースで町を
訪問し，支援活動を行ってきた。
本報告では，これまで約 1 年間の間に川俣町で行っ
た近畿大学原子力研究所の支援活動の内容について
述べる。
2．町内の放射線量分布調査
第 1 回目の訪問調査は，4 月 30 日から 5 月 1 日
にかけて行った。その際，最初に必要な情報は町内
の放射線量が実際のところどの程度で，どのように
分布しているか，ということであった。そこでまず，

図2

町内の 6 か所で空間線量率の測定を行った。測定場
所は，計画的避難区域内の山木屋中学校，山木屋小
学校，体験農園の 3 か所，計画的避難区域外では農

川俣町内各地の空間線量率
（2011 年 4 月 30 日～ 5 月 1 日）
（地図の出典：川俣町ホームページ）

村広場，川俣南小学校，飯坂小学校の 3 か所とした。
図 2 に測定場所と各場所で得られた当時の空間線量
率を示す。
また，小中学校では歩行サーベイシステムを用い
て校内の空間線量率の詳細な分布を調査した。使用
した歩行サーベイシステムは，NaI(Tl) シンチレー
ションサーベイメータ（アロカ社 TCS-171）に GPS
機能を組み合わせたものであり，あらかじめ設定し
た時間間隔で空間線量率の測定値と位置情報を記録
し，
Google Map 上に表示するものである 3）。図 3 に，
歩行サーベイシステムによる山木屋小学校校庭での
測定結果を示す。
これらの調査の結果，同じ町内でも地域によって
空間線量率が大きく異なることが確認され，その測
定値は計画的避難区域内では 3.2 〜 4.8 μSv/h，計
画的避難区域外では 1.5 〜 2.6 μSv/h であった。ま
た小中学校での歩行サーベイシステムによる測定結

図3

果から，空間線量率は学校校庭においてはほぼ一様
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歩行サーベイシステムによって測定した
山木屋小学校校内の空間線量率分布

な分布となっているが，敷地境界などの草地では大

cm×30 cmの範囲内の土壌をスコップで採取し，より

きな値を示すことが分かった。これは，放射性物

深い部分では専用の土壌採取器を用いた。

質が局所的にはほぼ一様に降下したが，草地では放

図4に土壌採取器による採取の様子を示す。採取し

射性物質が付着する表面積が大きいことが影響して

た土壌は近畿大学に持ち帰り，高純度ゲルマニウム

いるものと考えられる。また，日よけや雨よけのた

半導体検出器を用いて放射性物質の定量を行った。

めの庇がある部分では空間線量率が下がることが分

図5に山木屋小学校で採取した土壌中のCs-137放

かった。原発事故直後の天候から，放射性物質のプ

射能濃度の深さ方向分布を示す。測定の結果，地表

ルームが通過した際に降雪とともに放射性物質が降

から1 cmまでの深さに放射性セシウムの90%以上が

下したと考えられている。そのため当時降雪に曝さ

存在し，時間の経過とともに濃度が減少しているこ

れた部分の地表に多くの放射性物質が付着している

とが分かった。この結果は，放射線量の低減のため

ことが示唆された。

の表土除去において，あまり深くまで除去して

町内の空間線量率は，その後町内の53か所で毎

も意味がないことを示しており，その後の効率的な

日測定されるようになり，その結果は仮の町役場と

除染作業と汚染土壌の減量という点で役立てること

して使用されている中央公民館に掲示されるほか，

ができた。

町のホームページにも掲載されている 。また，歩
4）

行サーベイシステムはその後改良が加えられ，カー
ボーン（車載型）測定システムとして町内の空間線
量率分布測定に利用されている5）。

3．土壌及び植物に付着した放射性物質の調査
原発事故後に飛散した放射性物質は，降雨・降雪
とともに地表に降下したため，そのほとんどは地表
近くの土壌に付着して留まっていることが予想され
た。そこで，町内の数か所で土壌の採取を行い，深
さ方向の放射能濃度の測定を行った。

図5

土壌の採取は，地表からの深さが0〜0.5 cm，0.5〜
1 cm，1〜3.5 cm，3.5〜6 cmの4段階に分けて行った。

土壌中の Cs-137 放射能濃度の深さ方向の
分布

さらに，採取した土壌をふるい分けすることによ

採取の方法は，深さ1 cmまでの浅い部分については30

り，土壌粒子の粒度別の放射性セシウム濃度を測定
した。図6に山木屋小学校で採取した土壌の粒度別
Cs-137放射能濃度を示す。その結果，粒径の小さな
土壌粒子ほど高濃度の値を示すことが分かった。こ
れは，粒径の小さな粒子から成る土壌ほど放射性セ
シウムが付着する表面積が大きくなることが原因で
あると考えられる。また，試料重量の約40%を占め
る粒径1 mm以下の土壌に，放射性セシウムの約80%
が付着していることが分かった。このことは今後の
除染作業で発生する汚染廃棄土壌の減容に利用でき

図4

土壌採取器による採取の様子

る可能性がある。
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5 月 1 日の調査の際に計画的避難区域内の体験

また，葉脈や茎の部分が高濃度を示していること

農園で菜の花を採取し，押し花としてイメージング

から，放射性物質が植物体内にも取り込まれている

プレート（富士写真フィルム BAS-MS）上に固定

ことが分かる。

し，
厚さ 5 cm の鉛遮蔽体の中で約 1 か月半露出した。
イメージングプレートに記録された潜像を読み出し

4．表土除去による放射線量の低減

た画像を図 7 に示す。放射性物質が降下した時期に

4 月 30 日〜 5 月 1 日に，計画的避難区域内の山

この菜の花がどの程度成長していたかは不明である

木屋中学校校庭と区域外の農村広場サブグランドで，

が，葉によって放射能濃度が大きいものがあること

表土除去による空間線量率の低減効果を調べた。空

から，表面に付着している放射性物質の量を反映し

間線量率は，NaI(Tl) シンチレーションサーベイメー

ているものと考えられる。

タ（アロカ社 TCS-166）を用い，地表から 1 m の高
さにおいて測定を行った。まず表土を除去する前に
空間線量率を測定し，地表から約 5 mm までの表土
を除去した後に再び同じ条件で測定して結果を比較
した。山木屋中学校校庭では，測定点から半径 2 m
及び 5 m の円内の表土を除去したところ，それぞれ
空間線量率は除去前の 86% 及び 79% に減少した。
また農村広場では，半径 2.4m の表土を除去したと
ころ，空間線量率は除去前の 70% に減少した。図 8
に山木屋中学校における表土除去の様子を示す。

図6

土壌粒子の粒度別 Cs-137 放射能濃度分布

図8

図7

イメージングプレートによって得られた菜
の花の放射能分布画像（5 月 1 日に採取したもの）

図9
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山木屋中学校における表土除去の様子

表土除去による放射線量の低減効果の概算
に用いた計算体系。（h = 1 m，rmax = 500 m）

また，表土除去による放射線量の低減効果の概算を

の協力を得て，近畿大学が川俣町に寄贈することと

行った。地表から 1 m の高さにおける空間線量率を

なった。着用方法は，専用のケースに入れたガラス

相対値で比較するため，地表の放射能濃度を 1 Bq/m2

バッジをひもで首から掛けてもらう方法とした。
個人線量測定は，3 か月間の測定を 4 回行う予定

とし，土壌による放射線の減衰は考慮しないことと

であり，現在までに 3 回の着用期間が終了し，2 回

した。計算に用いた体系を図 9 に示す。

目までの測定結果が得られている。得られた測定デー

IAEA-TECDOC-1162 に示されている，点状線源
を拡張

タは川俣町のものであり，町からの依頼によって近

し，以下のような積分計算によって空間線量率を求

畿大学がデータ分析をサポートするという立場を

めた。

とっている。また，測定結果を子供たちと保護者に

から特定の距離における線量率を求める式

6）

返却する際は，まず測定結果についての説明会を学
校関係者向けに実施して内容を十分理解していただ
き，保護者向けに測定値の意味を解説する説明資料
ここで， は線量率（mGy/h）, A は線源の放射能（=

を作成して，資料とともに返却した。さらに返却後

1 Bq/m2）
，CF7 は線源から 1m の距離における換算

に測定結果についての保護者向け説明会を行い，近

係 数（mGy/h /kBq）
，d は 遮 蔽 厚（cm）
，d1/2 は半価

畿大学付属病院の医師による個人健康相談の機会も

層（cm）である。Cs-137 と Cs-134 の濃度比は当時

設けるなど，測定結果が無用な不安を生むことが無

の実測値
（Cs-137 : Cs-134 = 0.531 : 0.469）
を用いた。

いように努めた。

その結果，測定点から半径 2 m の表土を除去したと

第 1 回目の着用期間（6 月 22 日〜 9 月 30 日）に

きの線量率は除去前の 81%，半径 5 m の表土を除去

おける平均値は 0.39 mSv，第 2 回目の着用期間（10

した場合は除去前の 61% となった。

月 1 日〜平成 24 年 1 月 11 日）における平均値は 0.32
mSv であり，第 1 回目に比べて第 2 回目の平均値は

また，同じ条件による計算から，地表から 1 m の

減少していた。

高さにおける空間線量率に対して，測定点から半径
50 m 以 内 の 領 域 に よ る 寄 与 が 86.0%， 半 径 50 〜
100 m の領域からの寄与が 8.5%，半径 100 〜 200
m の領域からの寄与が 4.3%，200 m 以遠からの寄
与が 1.2% であることが分かった。
5．子供たちへのガラスバッジ線量計の配布
現存被ばく環境下における個人の被ばく線量は，
個人の行動パターンや生活パターンによって大きく
異なることが予想される。特に放射線への感受性が
高いといわれている子供たちに対して，放射線への
不安に応えるための対策や相談をシミュレーション
計算による推定値や平均値ではなく，一人ひとりの
実測値に基づいて行いたいとの考えから，川俣町で
は他の市町村に先駆けて町内の全ての幼稚園児，小
中学生約 1,500 人にガラスバッジ線量計を配布し，1

図 10

年間にわたる個人線量管理を開始した（図 10）。使
用するガラスバッジ線量計は（株）千代田テクノル

川俣町の子供たちを対象とした個人線量
測定の開始を伝える福島民友新聞の記事

（平成 23 年 6 月 22 日）
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いも，玉ねぎなどの測定を行ったが，検出された放

これは，短寿命の放射性核種の崩壊（主に Cs-134）
が進んだこと，学校校庭の表土除去が夏休み中に実施

射性セシウム濃度は最大でも 20 Bq/kg 程度で，当時

されたことが影響している。また，約 6 か月間の平均

の暫定基準値（500 Bq/kg）を大きく下回るものであっ

値は 0.71 mSv であり，健康に影響を与えるおそれの

た。また，町内 37 か所の井戸水，6 か所のため池の

ないレベルであることが確認できた。ガラスバッジの

水を採取して測定したところ，いずれも放射性セシ

これまでの回収率はほぼ 100% である。

ウムは不検出であった。
③

放射線についての町民向け講演会の支援
川俣町は，原発の立地自治体でもなければ隣接自

6．その他の支援活動

治体でもなく，今回の事故で放射性物質だけが降下

本節では，これまでに述べた活動の他に行った様々
な支援について紹介する。

して原子力災害の被災地となった。町民の方々が放

①

射線のリスクと向かい合う中で，放射線に関する基

学校生活における不安に応える
夏が近づいてくると，教室の窓を開けてよいかど

礎知識，健康影響への考え方や測定法などを学ぶた

うかが問題となった。また似たような問題として，

め，様々な機会にこれらをテーマとする講演会やセ

屋外でマスクを着用すべきか，気温が上がっても長

ミナーが開催されることとなり，公民館や集会所，

袖を着続けるべきか，といったことがあったが，こ

学校等で開催されたこれらの講演会の講師を依頼に

れらの背景にあるのは，空気中に浮遊している放射

応じて引き受け，放射線の知識普及に対して支援を

性物質が体表面に付着したり，吸入して体内に入り

行った。

込んだりするのではないかという不安である。町の

④

川俣物産展の開催

教育委員会は，窓の開閉によって教室内の放射線量

近畿大学原子力研究所では，毎年 11 月初旬に開催

が変化しないことを測定によって確認していたが，

される大学祭に合わせて「原子力展」を実施している。

さらに近畿大学が川俣南小学校の校庭で空気中ダス

昨年度の原子力展では，福島第一原発事故後の放射

トを捕集し，GM サーベイメータで測定するデモン

線への関心の高まりを受け，
「放射線を知って，見て，

ストレーションを保護者の前で行った。測定結果か

考える」をテーマに放射線に関する展示，説明を行

ら，天然の放射性物質であるラドン娘核種しか検出

うとともに，川俣町支援の一環として「川俣物産展」

されないことを説明し，教室の窓の開放に問題がな

を開催した。物産展では，川俣シャモや米を始めと

いことを理解していただくことができた。

する様々な特産品の試食，販売を行った。当時，全
国各地で風評被害や脅迫によって福島県産品の物産

また，警戒区域である浪江町方面からの車両が通
る道路沿いの学校では，放射性物質が付着した塵埃
が巻き上げられているのではないかという不安が
あったが，これについても同様にダストを捕集して
測定した結果，放射性セシウムは不検出であった。
プールの水については，放射性セシウム濃度が基
準値以下であることを確認して排水した。また，放
射線への不安から多くの自治体や学校で夏の屋外
プール利用が中止された中で，川俣町では放射能測
定の結果に基づき夏の屋外プールの利用を実施した。
②

野菜，井戸水，ため池の水の放射能測定
町民からの要望に応じて，様々な試料中の放射能

図 11

測定を行った。野菜については，にんじん，じゃが
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原子力展における福島県川俣町の特産品
販売の様子

展等が中止に追い込まれる事態が発生していたが，

ても我々の持つノウハウを活かしていきたいと考え

川俣物産展では販売する食品の放射能を原子力研究

ている。近畿大学原子力研究所は，川俣町の復興支

所が測定し，「検査済み」シールを貼って販売し

援のためにこれからも引き続き専門知識や技術を活

た。また，食品中の放射能をどのようにして測定す

かした支援を続けていく予定である。

るのかを解説するビデオ上映やパネル展示を一緒に
行い，放射線に対する理解を深める場とした。その

本報告の中で紹介した研究は，近畿大学原子力研

結果，当初懸念されたトラブルやクレームは一切な

究所の伊藤哲夫，山西弘城，芳原新也，稲垣昌代，

く，大変好評のうちに実施することができた。

堀口哲男，川俣町町長の古川道郎，放射線医学総合

⑤

研究所の杉浦紳之，原子力安全研究協会の小島清と

放射線測定器の寄贈

著者による共同研究である。

放射線モニタリング等の作業に使用するための放
射線測定器として，近畿大学からサーベイメータ 4
台とポケット線量計 50 個を寄贈した。また町民の

謝辞
調査にご協力いただいた川俣町の神田紀教育長，

方々が簡単に現在の放射線量を知ることができるよ

佐藤光正氏，仲江泰宏氏に感謝申し上げます。

うにすることを目的として , （株）千代田テクノル
と共同で，放射線量を表示する電光掲示板 5 セット
の寄贈も行った。現在，電光掲示板は町内の 5 つの
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研究報告

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故への
九環協の取組について
川村

2.

1. はじめに

秀久*

基準値及びガイドライン等
現在までに，国より示されている食品中の放射性

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災は，東京電力
株式会社福島第一原子力発電所（以下，福島第一原発）

セシウムの基準値等を表 1 に，空間線量率の目安等

の全電源を喪失させ原子炉冷却機能に重大な被害を

を表 2 に示す。また，それらの試験法等を表 3 に示す。

与えた。その結果，燃料体溶融とそれに伴う水素爆

食品については，平成 23 年 3 月 17 日に「飲食物

発により，放射能を帯びた物質を環境中へ放出する

摂取制限に関する指標」（暫定規制値）が設定され，

事態を引き起こした。

出荷制限等の措置が取られてきた。暫定規制値を下

九環協は，その約 1 ヶ月後の平成 23 年 4 月 17 日

回っている食品については，健康影響はないと一般

から 21 日にかけて，九州大学アイソトープ総合セン

的に評価され安全性は確保されていると考えられて

ターの調査チームに同行し，福島県内において空間

はいた。しかし，より一層の，食品の安全と安心を

線量率測定と土壌，河川水及び松葉等の環境放射能

確保するために，長期的観点から新たな基準値が設

調査を行い，放射性物質の動態を探った（図 1） 。

定された（平成 24 年 4 月 1 日から施行）。新基準値

また，
「All 九環協」のスローガンの下で全職員が連

は，放射性物質を含む食品からの被ばく線量の上限

携をはかり，事故直後から寄せられた全国各地から

が年間 5mSv から年間 1mSv に引き下げられ，これ

の放射能やその分析に関する問合せへの対応，24 時

をもとに設定されている。また，これまで曖昧になっ

間 4 交代制での放射性ヨウ素と放射性セシウムの分

ていた，試料容器，測定時間及び検出下限値等の設

析，さらに福島県を含む東日本での環境放射能調査

定の仕方や，検査結果の取扱いについては，平成 24

等にあたった。

年 3 月 15 日付「食品中の放射性セシウム検査法」
（厚

1）

生労働省，食安発 0315 第 4 号）により明確になっ

本稿では，現在までに国より示されている基準値

ている。

やガイドライン等を取りまとめるとともに，今回の

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太

事故への九環協の取組を紹介する。

平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出さ
れた放射性物質による環境の汚染への対処に関する
特別措置法（平成 23 年 8 月 30 日法律第 110 号）」
（以下，放射性物質汚染対処特措法）が制定され，平
成 24 年 1 月 1 日付で全面施行された。放射性物質
汚染対処特措法は，事故由来放射性物質による環境
の汚染への対処に関し，国，地方公共団体，原子力

図 1 福島県双葉郡富岡町での環境放射能調査

事業者等が講ずべき措置等について定めることによ

（平成 23 年 4 月 20 日）

* 一般財団法人

九州環境管理協会

調査分析部
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り，環境の汚染による人の健康又は生活環境への影

染された廃棄物の処理及び除染等の措置等が規定さ

響を速やかに低減することを目的としている。その

れている。放射性物質汚染対処特措法等を具体的に

第 3 章では，事故由来放射性物質による環境の汚染

分かりやすく説明したガイドラインを関連するガイ

状況を把握するために，監視・測定体制を整備して

ドライン等とともに表 4 に示す。除染対象地域は，

実施することが規定されている。さらに，第 4 章で

国が直轄で除染する「除染特別地域」と，地方自治

は，対策の柱として，事故由来放射性物質により汚

体が「除染実施計画」を策定して除染を行う「汚染

表 1 国が示している基準値等
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状況重点調査地域」とに分類され，前者は 11 市町

還困難区域」（同 50mSv 超）の 3 つに区分され，除

村が，一方，後者は 104 市町村が現在までに指定さ

染の工程や目標等が示されている。仮置き場や中間

れている。
「除染特別地域における除染の方針（除染

貯蔵施設の設置等の課題も残されてはいるが，速や

ロードマップ）
」
（環境省，平成 24 年 1 月 26 日）に

かな除染が望まれる。

よると，除染特別地域は，生活環境が復旧できれば

なお，これらの基準値やガイドライン等は，今後

帰還できる「避難指示解除準備区域」（年間積算線量

の知見の蓄積等を踏まえ，随時見直しや改訂等が実

20mSv 以下）
，数年後に帰還できる「居住制限区域」

施されると思われる。最新情報への注意が必要であ

（同 20~50mSv）及び帰還まで 5 年以上かかる「帰

る。

表 2 国が示している空間線量率の目安等

表 3 国が示している試験法等

30

表 4 国が示している廃棄物や除染関連ガイドライン等

3.

法を組み合わせた極低レベルトリチウム分析

福島第一原発事故への対応

3.1

（3）加速器質量分析（AMS）法による長半減期核

体制

種（14Cや129I）分析

九環協は昭和 51 年 4 月に科学技術庁（当時）から
「放射性同位元素等使用許可」等（表 5）を受けて以

調査・研究等については，原子力関連施設周辺の

降，環境中に極微量に存在している放射性物質につ

環境モニタリング，自然放射線量測定に関する研究，

いて，その分析法の確立や環境動態の解明に関する

放射性核種の移流拡散シミュレーションに関する研

調査・研究等を実施してきた

。資格取得者を表

究，遺跡出土品の放射性炭素年代測定，湖沼や海底

6 に，また，保有する放射能分析関連の機器リスト

堆積物の堆積年代（堆積速度）の推定等をこれまで

を表 7 に示す（図 2: ゲルマニウム半導体検出器，図 3:

に実施し成果を上げている。

2）〜 9）

サーベイメータとポケット線量計）。

表 5 許可と登録

分析法については，主なα線，β線及びγ線放出
核種についてだけでなく，煩雑で熟練した技術が要
求される放射性ストロンチウムやプルトニウム等に
ついても確立しルーチンワークとしている。さらに，
環境レベル以下の極低レベル分析を目的とした次の
3 種類の手法については，測定試料調製法を独自に
確立していることや，測定試料調製や測定の際に低
いバックグラウンド環境が要求されること等から，

表 6 資格取得者

本邦でも対応可能な測定機関は九環協と一部の研究
機関等に限られている。
（1）ゲルマニウム半導体検出器による極低レベルγ
線放出核種分析
（2）電解濃縮と液体シンチレーション計数（LSC）
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表 7 放射能分析関連の機器リスト

図 2 ゲルマニウム半導体検出器

図 3 サーベイメータとポケット線量計

（左から NaI シンチレーション式，GM 式および電離箱式
サーベイメータとポケット線量計）

なお，九環協では，放射性物質だけでなく安定同

ある。本法は上記 3 核種を同時に精度良く定性・定

位体比（δD，δ C，δ N，δ O，δ S， Pb/ Pb，

量できる。国が示している試験法等（表 3）により，

208

Pb/206Pb）を利用した，地下水の地球化学的水質

2L マリネリ容器及び U-8 容器を測定試料調製に用い

特性に関する研究，酸性雨や越境汚染に関する研究，

た場合の放射性セシウムの検出下限値の目安を表 8

文化財資料中の鉛原料の起源推定，海域における懸

に示す。検出下限値は，試料の種類や密度，供試料量，

濁態有機物と堆積物の起源推定等も実施している

測定時間及びゲルマニウム半導体検出器の検出効率

13

15

18

34

207

206

。

10）〜 15）

等により異なり，測定試料ごとに決定される。なお，

3.2

本法による測定に際しては，ゲルマニウム半導体検

放射能分析

出器のエネルギー校正や検出効率補正等だけでなく，

表 1 に示しているように，福島第一原発事故後に

自己吸収やサム効果補正も重要である 16）。

基準値設定対象となった主な放射性核種は，放射性
セシウム（134Cs と 137Cs）と放射性ヨウ素（131I）で

福島第一原発事故後，上記 3 核種測定のために全

ある。これらの核種の測定法の 1 つが，ゲルマニウ

国各地から搬入された試料の種類は，飲料水，酒，

ム半導体検出器を用いたγ線スペクトロメトリーで

食品（農畜産物，海産物及び加工品），母乳，香料，
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表 8 放射性セシウムの検出下限値（134Cs と 137Cs の合算値）の目安
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化粧品及びその原料，医薬品及びその原料，海水，プー
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研究報告

山口湾南潟におけるアサリ資源回復を目的
とした研究成果の報告
藤井

1

暁彦*

各地点に 50cm 四方の方形区を 5 カ所に設置し，

はじめに

4 カ所については目合い 9mm の 50cm 四方の網で

山口湾では，かつては数百トンを超えるアサリ等
貝類の漁獲量があったが，1990 年代になってほとん

保 護 し た。1 区 画 あ た り 殻 長 30mm 程 度 の 成 貝，

ど漁獲できないまでに貝類資源が減少した。その原

10mm 程度の稚貝をそれぞれ 50 個体ずつ収容した。

因として，泥干潟の拡大，浮泥の堆積，採貝耕耘の

実験開始から約 1 カ月ごとに追跡調査を行った。網

機会減少に起因する底質の硬質化が挙げられている

を設置している区画では，調査回ごとに 1 区画のア

が，その特定には至っていない。さらに，2002 年か

サリを回収し，生残率を計算した。また，網を張っ

ら周防灘で二枚貝類への食害が深刻な問題になり始

ていない区画では生残個体数を計数し，生残個体数

めたナルトビエイが，山口湾でも遅くとも 2005 年

が減少していた場合には個体を補充して元に戻した。

にはアサリを食害するようになっており，本種によ
る食害も資源回復の阻害要因と考えられてきた。
私は，山口大学の理工学研究科の博士課程に籍を
置き，2005 年から山口湾のアサリ資源の回復を目的
とした調査・研究を行ってきた。ここでは，その成
果のいくつかを紹介することとして，1）アサリ資源
の変動要因や保全策の効果を確かめた保護放流実験，
2）アサリ資源管理モデルによるアサリ資源回復の方
策の 2 つについて研究成果を報告する。
２

保護放流実験によるアサリ資源の変動要因の推
定と保全策の効果の検証

（１）保護放流実験の方法

図1

山口湾の南潟では，自然再生事業の一環として干
潟耕耘，竹柵設置が実施されており，保護放流実験

山口湾南潟における保護放流地点

（２）アサリ資源の変動要因と保全策の効果
アサリの生残率について，保護網区・非保護網区

は，①上，②耕耘，③竹柵，④中，⑤下，⑥覆砂の

の結果を図2（1）,（2）に示す。

6地点で実施した。①上・④中・⑤下は地盤高の検
討，②耕耘，③竹柵は自然再生事業の効果の検討，

食害の影響を受けない保護網区では，成貝につい

⑥覆砂は覆砂による底質改善効果の検討のために選

て，泥分の多い⑤下とそれに近接する⑥覆砂で月を

定した（図1）。

追うごとに生残率が単調に減少し，その他の地点と

* 一般財団法人 九州環境管理協会

環境部
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図 2（1） 保護網区におけるアサリ成貝・稚貝の生残率（2006 年）

図 2（2） 非保護網区におけるアサリ成貝・稚貝の生残率（2006 年）
比べて低い生残率となった。②耕耘・③竹柵は，そ

生残率となった。また，⑤下と⑥覆砂は，成貝と同

の対照である④中と同程度の生残率で推移し，10 月

様に早期に 0 に近い生残率となったが，1 カ月後の 7

には②耕耘・③竹柵が④中よりわずかに高い生残率

月に限ってみれば，⑥覆砂の生残率が 0.7 程度であ

を示した。稚貝においてはこの傾向がさらに顕著と

るのに対し，⑤下はほぼ 0 となり，大きな差が生じた。

なり，④中の生残率が 10 月にはほぼ 0 になったの

これらの結果から，耕耘や竹柵，覆砂は，特に稚貝

に対し，②耕耘・③竹柵はそれぞれ 0.6 程度の高い

の生残率を向上させる効果があるが，今回の覆砂は
36

1m × 3.5m の範囲に 10cm 厚で砂を敷いた実験的な

３

規模であり，小規模な覆砂ではその効果が 1 カ月程

アサリ資源管理モデルによる資源回復の方策の
検討

度しか持続しないと考えられた。

（１）モデルの概要
本モデルでは，アサリに齢構造を持たせて世代構

網を設置していない非保護網区の生残率は，成貝・
稚貝ともに，9 月以降どの地点もほぼ 0 になった。

成を表し，齢ごとの減耗と成長，捕食者による被食，

竹柵はナルトビエイの侵入防止策であったが，今回

漁獲による取り出しを表現した。本モデルの基礎式

の③竹柵ではナルトビエイの食害の可能性を示す割

や係数設定の詳細については，ＨＰで公開されてい

れた貝殻を発見できず，アサリは短期間に消失した。

る論文 2）を参照いただきたい。

このことから，ナルトビエイ以外の食害種がかなり

以下，本モデルのアサリの成長に関する特徴につ

いるものと推察され，保護網区との生残率の差から，

いて，ここでは紹介する。

南潟におけるアサリの生残のためには網を掛ける必

アサリの成長は，殻長と温度の関数とした。アサリ

要があることが判明した。

の世代別に殻長成長を現地観測した結果，7月から

一方，保護網区においても，生残率は良好な地点

10月にかけて殻長4mmの世代が11mmに成長し，4

で 0.6 程度と十分に高いとは言えず，悪い地点では

月から10月には殻長9mmの世代が27mmに成長して

ほぼ 0 となっていることから，温度や水質・底質など，

いた。これより，前者の小型個体では月あたりの成

食害以外の要因もアサリ資源の変動要因になってい

長率が約0.4，後者の大型個体の成長率は約0.2と求

ると考えられた。

まり，大型になると成長率が低下していた。他事例

図3

殻長と殻長成長率の関係

図4

殻長成長率と温度の関係
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においても殻長20〜25mm程度までは成長が早く，

（２）捕食によるアサリ資源の減耗の程度

大型になると成長が緩やかになるとされ，これらか

現状の捕食（捕食率 p = 0.18），捕食が現状の5

ら殻長と成長率の関係を図3のとおり設定した。アサ

割（捕食率 p = 0.09），現状の1割（捕食率 p =

リの成長の最適温度は25℃で，10〜30℃が成長する

0.018），捕食なし（p = 0）とした場合の現在の耕

温度，35℃になると24時間で死亡し，冬季には成長

耘面積である0.5haに産するアサリ資源量の計算結果

が停滞するとされる。これらを再現した図4に示す値

を図5に示す。
現状の捕食では，1 齢世代が加入しても 2 齢世代

を成長率に関わる温度の係数とした。

図5

捕食率の違いによるアサリ資源量の経月変化
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が早期に全滅すると試算され，2 齢以上の成貝はほ

（３）資源回復に必要な捕食率低減の程度
アサリ資源を増やし，漁業を再生するためには，

とんど出現しない。また，捕食率を 5 割と半減させ
ても，現状の資源状態とほとんど変わらず，成貝資

現状の捕食率を低減させることが必須の条件である

源の形成は期待されない。

ことが判明した。そこで，捕食率の低減の程度とア

一方，捕食率を 1 割まで低減させると，2 齢世代

サリ資源量の増加の程度の関係を求めた。ここで，

が経年的に安定して形成されるようになり，一時的

過去にアサリ漁場であった時の山口湾の干潟には，

ではあるが 3 齢世代も出現する。さらに，捕食なし

約 1.3kg/ ㎡の資源量があったとされ，本モデルの計

の場合には，3 齢世代も経年的に維持され，4 齢世代

算値との比較のため軟体部湿重量に換算すると，約

も現れるようになる。

330g/ ㎡となり，この資源量が回復目標のひとつの
目安となる。

この試算結果から，カニ類や魚類等によるアサリ
の捕食率を半減させても成貝資源の形成にはほとん

図6に漁獲対象となる2齢以上の成貝資源量と捕食

どつながらず，捕食率を現状の 1 割程度と大幅に低

率の関係を示す。捕食率を現状の半分（p = 0.09）に

減させることで初めて成貝資源の安定した形成がみ

低減しても漁獲対象の成貝資源量は30g/㎡ 程度とわ

られるようになることが明らかとなった。さらに，

ずかであり，現状の30％（p = 0.054）以下にすると

食害影響を受けない，自然減耗のみの環境下では，

資源量は急増し始め，10％（p = 0.018）以下になる

大型の 3 齢や 4 齢の世代が出現するようになり，現

と漁獲対象の資源量が300g/㎡ を超え，過去のアサ

状の 1 割の捕食条件と比べて，アサリ資源量はほぼ

リ漁場と同程度になる。

2 倍になることが期待された。このように，現状の

これらから，捕食者による食害影響を少なくとも

山口湾・南潟のアサリ資源は，非常に高い食害の影

現状の 30％以下，可能な限り 10％以下に低減させ

響下にあり，食害種による捕食が，枯渇したアサリ

ないと，現在の山口湾では漁獲できるほどにアサリ

資源の回復を妨げている主要因とも言える。

資源が回復しないと推算された。

図6

捕食率と 2 齢以上のアサリ資源量との関係
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このように，捕食率の低下の程度が現状の 10％と

（４）資源回復の方策
ａ．捕食率と漁場面積，漁獲量の関係

20％では，一定の漁獲を得るための漁場面積が大き

かつての山口湾で数百トンの漁獲があった状況を

く異なり，山口湾では，漁場再生のために干潟耕耘

目指し，捕食率を 0（p = 0），現状の 10％，20％（p

などによる環境改善も必要であることを併せて考え

= 0.018，0.036）とした場合の漁場面積と年許容漁

ると，捕食者による食害をいかにして現状の 10％程

獲量との関係を求めた（図 7）。年許容漁獲量とは，

度にまで低減できるかがアサリ漁業再生の大きな課

本モデルにおいて 2 齢以上の資源量が 6 年間の計算

題と言える。

期間中に枯渇しない漁獲量の年合計値とした。また，
図 7 では，年許容漁獲量を一般の水揚げ量である殻

ｂ．アサリの資源回復の方策と資源管理
具体的な食害対策として，現状の南潟あるいは有

付重量に換算して示した。
漁場面積を山口湾南潟の約 1 割に該当する 10ha

明海のアサリ漁場で実施されているような干潟面へ

とした場合，捕食率を現状の 10％以下にできれば，

の保護網の設置や漁場を網で囲むなどして，ナルト

年間 100 トン近くあるいはこれ以上の漁獲が期待で

ビエイ，ガザミ類など大型の捕食者の侵入を防ぎ，

きる。一方，捕食率が現状の 20％（p = 0.036）の場

食害影響から保護する対策が，簡易で，実効性のあ

合には，図 6 のとおり 2 齢以上の資源量は 150g/ ㎡

る方法と考えられる。しかし，漁獲量回復の目安で

程度に留まるため，100 トンの漁獲を得るためには

ある約 10ha の干潟全面を覆うことには規模的な制

40ha 以上の広大な漁場が必要となる。

約があり，現在の南潟でも数カ月に 1 回の頻度で保

図7

図8

漁場面積と年許容漁獲量との関係

食害を受けない 10ha の漁場において月 20 トンで漁獲した場合の資源量の変化
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護網の管理・交換をしている実態から，保護網の設

出，干潟耕耘等による環境改善，食害種の捕獲・駆

置を唯一の対策とすることは難しい。このため，保

除の捕食者対策を併用した方法が考えられる。

護網の設置と併せて，水産資源でもあるカニ類やタ

・資源回復した場合，適正な月漁獲量は資源量の3〜

イ類などの魚類を積極的に漁獲して捕食者密度を下

5％であり，これを超えた漁獲は資源を枯渇させる可

げ，食害影響そのものを低減させることも必要と考

能性があるため，漁獲量の管理も重要である。

えられる。
漁業再生の方策として，漁獲量を制限する資源管

５

おわりに

理も重要である。図 7 のとおり，捕食者の食害を全

本報告では，山口大学における研究成果を紹介さ

く受けない場合，10ha の漁場では年許容漁獲量が約

せていただいた。より具体的な内容に関心のある方

150 トンとなり，月あたり約 12.5 トンを漁獲できる

は，以下の論文を参照いただければ幸いである。現

と試算されるが，月あたり漁獲量を 2 割増しの約 15

在の山口湾では，アサリ資源の再生をより確かなも

トンにすると漁獲を始めた年（3 年目）の 2 年後（5

のとするため，干潟耕耘や保護網設置を継続的に行っ

年目）に，1.5 倍の約 20 トンで搾取すると翌年（4

ており，今後も調査・研究を継続して効果を検証し，

年目）には漁獲できる 2 齢以上の成貝資源が枯渇す

必要な見直しを図っていきたい。
本研究にあたって，大学の指導教官である関根雅

ると計算される（図 8）。このような状況下になると，
他産地での指摘にあるように，繁殖時期前に母貝を

彦教授には，長年に渡りご指導をいただいた。大学

採り尽くすことで次世代のアサリ資源が回復しない

のドクターゼミでは，中西弘先生，浮田正夫先生を

可能性もある。本モデルによると，捕食者の食害を

はじめとする多くの先生方に数々の貴重なご意見を

受けない 10ha の漁場には，約 240 〜 450 トン（殻

いただき，当協会の自主研究会や日常の場では助言，

付重量）のアサリ資源が 3 年目以降に出現するが，

励ましの言葉をいただいた。このように，本報告に

適正な月漁獲量の 12.5 トンは，その約 3 〜 5％であ

ある博士論文の作成には，関根先生をはじめ，本当

り，この割合の低さからも漁獲量の管理が重要であ

に多くの方々の指導・助言，励まし，協力，支援があっ

ると言える。

て成果を結ぶことができた。ここに改めて感謝の意
を表し，私からの謝辞とさせていただきたい。

４

本研究のまとめ
保護放流実験の結果から，ナルトビエイやガザミ

＜本研究をまとめた主な論文＞
1 ）アサリ保護放流実験に基づく干潟再生事業の効

類等の食害が資源回復を妨げていると考えられる山
口湾の南潟において，アサリ資源管理モデルを用い

果の検討：環境工学研究論文集，44，1 〜 6，

た試算の結果，アサリ漁獲量の回復には以下の方策

2007.
2 ）山口湾の自然再生事業におけるアサリ保全策の

が必要であると考えられた。
・現状の山口湾・南潟では，食害種による捕食がア

効果検証と管理モデルによる資源回復策の検討：

サリ資源を枯渇させ，回復を妨げている主因と考え

水環境学会誌，34(9)，143-152，2011.

られ，現状の捕食率を10％以下に低減させると安定
した成貝資源が形成されると期待できる。
・かつての漁獲量に見合う資源量を回復するために
は，食害影響を少なくとも現状の30％以下，可能な
限り10％以下に低減させる必要がある。
・漁獲できるまでのアサリ資源の回復を目指した方
策として，保護網の設置による母貝の生息場の創
41

研究報告

バイオアッセイで環境をはかる
城内 智行 *・服部 聡 *・道山 晶子 *・吉次 祥子 *・入佐 英紀 *

1

る可能性がある分野との有益な情報を得ることがで

はじめに

きた。そこで，当協会において研究会を立ち上げて，

ʻバイオアッセイʼ は ʻ生物応答ʼ に言い換えられ，
化学物質等に対する生物学的な応答を分析する方法

平成 23 年 6 月以降，更なる情報収集と試験技術の習

である 。その一例として，ある物質が生物に異常

得を進めてきたところである。

1）

本稿では，バイオアッセイの日本を含めた世界的

または斃死を発生させる濃度を分析する ʻ毒性試験ʼ

な動向と将来展望をまとめるとともに，当協会の試

が挙げられる。

験技術のこれまでの習得状況と今後の展開を紹介す

環境中には，低濃度であっても多様な化学物質が

る。

含まれており，これら化学物質の生態系への毒性影
響や複合影響については，ほとんど分かっていない
のが現状である。近年は，安全・安心な水環境を確

2

各国のバイオアッセイに関する動向

保し，水質汚濁や有害な汚染による水生生物等への

化学物質に対するある特定の生物反応を，公的に

悪影響を未然に防止するために，河川等の公共用水

認証を受けたバイオアッセイで明らかにし，試料の

域および事業場などの排水中の多様な化学物質を総

有害性を導き出す方法は生態影響試験と称される。

合的に管理する手法が求められている。

新規化学物質の登録・規制に関する法律は，経済協

このような中，平成 23 年 4 月に，福岡県からバイ

力開発機構（OECD）により既に世界的に標準化さ

オアッセイの結果の解釈に関して相談を受けたのを

れており，化学物質が環境中に排出されることを想

きっかけに，当該分野に関する文献調査を行うとと

定して生態影響試験の実施が義務づけられている 2）。

もに専門家にヒアリングを行う機会を得た。バイオ

これらの試験では，化学物質を単独で水に溶解させ

アッセイにおいては，日本の基準化・法令化は欧米

て，様々な生物を用いたバイオアッセイが実施され，

諸国に対して立ち遅れているものの，今後，発展す

その毒性が事前に評価される。
一方で，排水や環境水に関する試験では，その基
準や試験方法の整備は，国で大きな差がみられる。
アメリカ，カナダ，ＥＵ諸国における排水管理は，
図 1 に示すように水質調査（化学的監視），生物調査
（生物学的評価），バイオアッセイ（毒性試験）の 3
本立て 3）となっており，バイオアッセイは環境をは
かるツールの一つとして重要な位置を占めている。
中でもアメリカは，バイオアッセイによる排水管

魚類によるバイオアッセイの状況

* 一般財団法人 九州環境管理協会

理を制度化し，その普及に積極的に取り組んでいる

バイオアッセイ研究会
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表1

図1

欧米諸国の排水管理

欧米諸国の WET 試験生物

3）

3）

国である。アメリカ環境保護庁は，バイオアッセイ
による環境評価および管理手法として WET（Whole
Efﬂuent Toxicity， 全 排 水 毒 性 試 験 ） シ ス テ ム を
1995 年に導入した 4）。WET システムでは，最終的
な目的として，
「国内の水域の物理化学的及び生物学

表2

的に元の状態を維持，回復させること」が掲げられ

試験生物の比較

3）

ており，これに基づいて水生生物保全基準といった
水質環境基準が策定されている。WET 試験は州で管
理され，頻度，結果の解釈はそれぞれの目的に応じ
て設定される。
カナダも，バイオアッセイによる環境監視の技術
が先行している国の一つであり，過去 20 年間にその
技術革新を進めてきている。カナダ環境省は，1990
年以降，水，底質，土壌における有害物質および混

所と短所をあわせもつため，試験目的に応じて選択

合物に関する毒性試験の実施に関する 22 の標準生物

することが重要である。

学的試験法の文書を出版した 。プログラム開始以

アメリカなどでは既に 20 年ほど試験を運用してき

降，これまでに 15 の生物学的方法の文書が改正され

ているため，様々な問題点も指摘されている 3）。特

た。

に問題視されているのは，試験結果のばらつきに関

3）

ドイツは，欧州の中でもっともバイオアッセイへ

するものである。複数の試験所で試験を同時に行っ

の取り組みが活発で，排水令において 5 種のバイオ

た場合，矛盾した結果が出ることも少なくない。試

アッセイを定めている 。

験所の能力に影響される場合もあるため，試験所の

5）

認定には厳しい基準が設けられている。

アジア諸国では，欧米にくらべ基準化などで立
ち遅れているが，2011 年に韓国がアジアで初めて
WET システムを導入して，排水管理を始めた 3）。韓

3

わが国のバイオアッセイに関する動向と展望

国では，ミジンコを対象生物とした試験だけを導入

日本では，もっぱら化学物質の人に対する健康影

しており，欧米諸国では 2 種以上の複数種を対象と

響や有機汚濁物質等による富栄養化の防止が環境行

しているのに比べると簡易型の試験となっている。

政の主流で，化学物質が及ぼす野生生物等の生態
系への影響については十分な政策がとられていな

試験方法は，細菌，藻類，植物，無脊椎動物，魚
類など多くの種を対象としたものが基準化されてお

かったが，近年その重要性が認識されるようになり，

り，中でも表 1 に示す細菌，藻類，ミジンコ類，魚

1999 年以降になって，関係法令の整備が行なわれて

類の試験法は多くの国の公的な試験方法となってい

いる。2003 年に化審法が改正され，化学物質の登

る 2）3）。試験生物は，表 2 に示すようにそれぞれ長

録に生態影響試験が義務付けられるようになった 6）。
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Pseudokirchneriella subcapitata の生長阻害試験，ニセ

表 3 日本の化学物質の生態影響評価への取り組み

ネコゼミジンコ Ceriodaphnia dubia の繁殖阻害試験，
ゼブラフィッシュ Danio rerio の発生阻害試験が検討
されており，複数試験機関によるパイロット試験が
実施されている。
試験方法に関しては，これらの 3 手法の試験の作
業が煩雑で期間が長いため，試験を実施できる機関
が少なく，WET 導入後に試験を全国に展開すること
が困難であるとの指摘がある 10）。より簡易なヒメダ

また，生態影響試験には，優良試験所基準（GLP，

カ Oryzias latipes やオオミジンコ Daphnia magna によ

Good Laboratory Practice）が設定されており，試

る急性毒性試験をまずは導入することや，韓国の事

験機関は登録が必要となった 。

例のようにいずれかひとつの試験に絞ることも検討

7）

されている 11）12）。

一方，排水や環境水の管理においては，バイオアッ
セイは義務付けられていない。しかし，未知の化学

このように，日本の WET 試験は導入一歩手前の

物質や複数の物質の総体的な生物影響に対して，従

段階になっており，導入時期は 1 〜 2 年後と考えら

来の水質規制だけでは対応が難しいとして，バイオ

れる。WET 試験の導入後は，自治体発注の環境調査

アッセイ導入の検討を数年前から始めており ，環

の中でバイオアッセイが一項目として標準化される

境省と独立行政法人国立環境研究所が中心となって，

ことが予想され，将来的には需要が増える可能性を

排水管理手法の検討を継続しているところである。

大いに秘めている。

8）

国立環境研究所では，有識者による「WET 手法
等による水環境管理に関する懇談会」を設置して検

4

討を行っている 。環境中や事業場排水中の化学物

4-1. 研究のスケジュール

9）

当協会における取り組み

質による影響を総合的に把握するため，影響の低減

このような背景の中，当協会ではバイオアッセイ

を図るアメリカ WET システムを参考にしたバイオ

研究会を立ち上げて，WET 試験に必要な知識と技術

アッセイによる排水管理の国内への導入を推進して

の習得を進めてきた。2 年計画で，藻類，ミジンコ類，

いる。試験方法としては，アメリカで一般的な緑藻

魚類の急性と慢性毒性試験技術を習得し，GLP への

表4

研究スケジュール
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登録を目指している（表 4）
。

B. ミジンコ急性遊泳阻害試験
水系食物連鎖における一次消費者である動物プラ
ンクトンを対象とし，化学物質に 48 時間曝露した際

4-2. WET試験技術の習得
技術習得が必要な 5 つの試験の概要を以降に示す。

の半数影響濃度 EC50 から，動物プランクトンに及ぼ

これまでに実施した標準物質による試験の結果は，

す影響を把握する。

試験マニュアルで示されている値の範囲内であり（図
2,3，表 5）
，すでに藻類生長阻害試験，オオミジンコ

C. ミジンコ繁殖阻害試験

急性遊泳阻害試験，ヒメダカの急性毒性試験の 3 手

水系食物連鎖における一次消費者である動物プラ

法の技術を習得したところである。あわせて，標準

ンクトンを対象とし，化学物質に 21 日間曝露した際

作業手順書（SOP）を作成した。ミジンコ繁殖阻害

の半数影響濃度 EC50 から，動物プランクトンの繁殖

試験と魚類初期生活段階毒性試験については，平成

に及ぼす影響を把握する。

24 年度に習得予定となっている。
A. 藻類生長阻害試験
水系食物連鎖における生産者である藻類を対象と
し，化学物質に 72 時間曝露した際の半数影響濃度
EC50 から藻類の生長，増殖に及ぼす影響を把握する。
同時に，72 時間暴露した際の無影響濃度 NOEC か

繁殖阻害試験対象種

ら慢性毒性を評価する。

図3

試験生物 緑藻 Pseudokirchneriella subcapitata

ニセネコゼミジンコ

標準物質（重クロム酸カリウム）を用いた
ミジンコ試験の結果（平成 23 年 12 月 21 日実施）

D．魚類急性毒性試験
水系食物連鎖における高次消費者である魚類を対
象とし，化学物質に 96 時間曝露した際の半数致死濃
度 LC50 より魚類に及ぼす影響を把握する。
E. 魚類初期生活段階毒性試験
魚類を対象とし，受精卵から稚魚へ生長するま
で試験物質を連続的に曝露した際の最小影響濃度
LOEC，無影響濃度 NOEC から慢性的な影響を把握

図2

する。孵化数と生存数，体形異常，行動阻害，体長，

標準物質（重クロム酸カリウム）を用いた
藻類試験の結果（平成 24 年 1 月 4 日実施）

体重を測定または観察する。
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平成 25 年 3 月までには，WET 試験に完全に対応で

4-3. GLP適合のための準備

きる体制が整う予定となっている。

情報収集のため，平成 23 年 9 月の ʻ第 17 回日本
環境毒性学会・バイオアッセイ研究会合同研究発表
会ʼ，平成 24 年 1 月の ʻ諸外国における生物応答を用

4-4. その他の試験

いた排水管理手法に関するセミナーʼ に参加し，講

WET 試験とは別に，当協会では GLP を必要とし

演を聴講するとともに，当分野の専門家にヒアリン

ない薬剤などのバイオアッセイを，これまでに実施

グを行った。GLP 適合のために必要な施設，機器な

した実績がある。平成 24 年度までに当協会において

どの必要な知見は，概ね収集することができた。

実施可能となる試験は，表 6 に示すとおりである。

GLP には，試験系への悪影響を防ぐ目的で，試験

試験目的によっては，公的な方法に限らず，海水種，

系を確実に隔離することができる適切な部屋，区域

水産有用種など目的に応じて選択する必要があるた

もしくは構造を有することと規定されているため，

め，様々なバイオアッセイに対応できる体制は重要

試験施設の改築を進め，平成 24 年 5 月に試験設備を

と考えている。

整えたバイオアッセイ専用の実験室が完成した。
5

今後の展開
WET 試験の法令化は，平成 25 年度以降となる見

込みのため，当面は，環境省の化審法で定められた
GLP に登録できるように準備を進めているところで
ある。環境水を扱う WET 試験に比べると新規の化
学物質を取り扱う化審法の規制は厳しいが，化審法
試験生物

表5

に適合できれば WET 試験への参入がスムーズに進

ヒメダカ

むと考えられる。また，工場排水，農薬，廃棄物処

標準物質（硫酸銅 (II)5 水和物）を用いた
魚類試験の結果（平成 23 年 12 月 19 日実施）

理施設の放流水など新規分野での業務獲得に役立て
られる。
試験方法についても，有用な手法は積極的に習得
を進めていきたいと考えている。細菌類の試験 13）は，

表6

実施可能なバイオアッセイの一覧
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5 ）水環境における化学物質の管理．滋賀県立衛生

試験期間が 1 時間程度と短い点や再現性の点で優れ
ており，また発がん性や突然変異を引き起こす物質

環 境 セ ン タ ー 編 集 ， 衛 生 と 環 境 No . 95:1- 3，

の検出が可能となる。諸外国でも試験実績が多く ，

2001 年

3）

6 ）生態影響に関する化学物質審査規制／試験法セ

日本でも公的な方法になる可能性があり，今後，導

ミナー（平成 22 年度）講演資料．環境省・独立

入を検討していきたいと考えている。

行政法人国立環境研究所共催．2011 年

我々は，様々な化学物質に囲まれ生活しており，
これらの化学物質は私たちに豊かな恩恵を与えてく

7 ）新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設

れる一方で，健康や自然環境に悪影響を及ぼす危険

に関する基準について．厚生労働省・経済産業省・

性を含んでいる。バイオアッセイは，これらの化学

環境省．2011 年
8 ）環境リスク研究プログラム（中間報告）．独立

物質を管理していく上で必要不可欠な手法であり，
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行政法人国立環境研究所．国立環境研究所研究

を進めていきたい。

報告 SR-84-2008，2008 年
6 ）バイオアッセイによって環境をはかる - 持続可
能な生態系を目指して -．国立環境研究所，環境
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研究報告

諫早調整池における生物動態の研究
―生物を利用した水質改善をめざして―
吉次

1

祥子*

はじめに
諫早湾干拓調整池では，平成 9 年の潮受堤防の締

切以降，水質の COD，T-N，T-P が環境保全目標値
（COD：5mg/L，T-N：1mg/L，T-P：0.1mg/L） を
上まわる状態が続いており，その改善が求められて
いる 1）（図 1）
。この水質改善の対策として，調整池
内では潜堤やヨシ進出促進工の整備，周辺流域では
下水道の整備，耕作地の施肥管理などが計画・実施
されているが，現在までのところその成果は十分で
ない 2）。

図1

国内では，調整池のような閉鎖性水域の水質改善

諫早湾干拓調整池

の対策として，沈水植物群落や動物プランクトンのミ

本研究では，調整池の生物動態を再現した簡易モ

ジンコなど生物を利用した方法（バイオマニピュレー

デルにより物質収支を計算し，調整池において生物

ション）が茨城県の霞ヶ浦，長野県の白樺湖，など

を利用した水質改善手法の方向性を検討した。

で試みられており，一定の効果が得られている

図2
＊

一般財団法人 九州環境管理協会

。

3）4）

諫早湾干拓調整池における生物動態の構造図
環境部
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2

ランクトンの細胞数は 1.1 × 1018 細胞（細胞密度と

検討の方法
調整池の生態系は，一般的な湖沼と同様に植物プ

して 3.8 × 104/mL）で，そのほとんどが珪藻類の

ランクトン，動物プランクトン，底生生物，魚類等

Skeletonema subsalsum であることから，調整池にお

で構成されていることが分かっており，これら 4 つ

ける植物プランクトンを S. subsalsum で代表させた。

の生物群を調整池における生物の構成要素とした（図

1 細胞を直径 5μm，長さ 10μm の円筒形と近似して

2）
。既存の調査結果と知見からこれら 4 つの生物群

体積を求め，体積の約 2% が炭素量 6），体積の 5% を

の現存量，成長速度を求め，図 2 に示すとおり，栄

有機物として現存量を算出した。

養（窒素，リン）の水質・底質・生物群間の移動・

動物プランクトンの個体数は，既存の調査結果 5）

輸送をモデル化した。水中の栄養塩は，池外からの

から 1.7 × 1013 個体（個体密度として 5.9 × 105 個

流入と池内の底質から溶出するとした。池底の底質

体 /m3）であり，その多くがワムシ類であることから，

有機物は，4 つの生物群が死亡して池底に沈降する

調整池における動物プランクトンをワムシ類で代表

ことにより供給されるとした。調整池では，定期的

させた。1 個体を直径 300μm の球と近似して体積

に潮受堤防の北部・南部排水門から池水が排出され

を求め，植物プランクトンの含有率を適用して現存

ており，これにより水中の栄養塩が池外に流出する

量を算出した。

とした。

底生生物，魚類等の現存量は，既存の調査結果 5）7）

計算にあたっては，以下の条件に基づき生物（植

から 4.1 × 107g，1.3 × 108g とした。

物プランクトン，動物プランクトン，底生生物，魚

表１

調整池における生物等の現存量

類等）の生産量（成長量）
，捕食量，死亡量，底質か
らの溶出量，流入量・流出量を求めた。
・生産量は，現存量に成長速度を乗じて求め，排泄
など生物代謝に伴う栄養塩の移動は考慮しなかっ
た。
・現在の調整池では，年単位での生物量は定常にあ
ると仮定し，ある生物群の被食量と死亡量の合計

3.2

値は生産量に等しいとした。

生物の成長速度

S. subsalsum と 同 属 の S. costatum の 分 裂 速 度 は

・魚類等による捕食では，低次にある3つの生物群を

2.3-4.28 回／日とされているが 8），これは赤潮等の

それぞれ等量で取り入れると仮定した。

増殖が活発な時の値であるためここでは 1 回／日（2

・4つの生物群の死亡量の合計は，底生生物の生産量

倍／日）とした。

と底質からの溶出量の合計値に等しいとした。

ワムシ類の日間増殖率は，水温により 20 〜 60%

・栄養塩量は一定期間で定常であると仮定し，調整

まで変化しており，ここでは平均の 40%（1.4 倍／日）

池内の流入量と流出量は等しいとした。

とした 9）。

これらの条件を仮定した計算結果から，調整池の

調整池における底生生物は，そのほとんどがイト

生物を介した物質収支を求め，生産量や死亡量など

ミミズ類である。有機物の多い場所では通年の繁殖

物質の移動量のマスバランスから効果的な水質改善

が観察されている種もあり，ここでは年 3 世代の繁

手法の方向性を考察した。

殖・成長に見合う成長速度として 1.2 倍／月とした 10）。
魚類等の成長速度は，2 倍／年とした 7）。

3

これらの成長速度から各生物群の年生産量は表 2

生物動態を再現した物質収支

3.1

のとおりとなり、図 2 に示す捕食・被食及び死亡の

調整池における生物の現存量

既存の調査結果 5） から，調整池における植物プ

関係から，年被食量，年死亡量を算出した。
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へ沈降する量は，窒素で 1,088t/ 年，リンで 186t/ 年

表 2 各生物群の成長速度・年生産量等の計算結果

であり，池底からの溶出量にほぼ等しい。一方，こ
れらプランクトンを介した物質収支と比べて底生生
物や魚類等への栄養塩の移動・輸送はごくわずかで
ある。
このように調整池における生物動態を考慮した物
3.3

質の移動では，水中−池底とプランクトンを介した

調整池における窒素 (N)，リン (P)の物質収支

栄養塩の流れが主体となっている。

S. subsalsum と同属の S. costatum の 1 細胞あたりの
窒素，リン含有量はそれぞれ 2.71pg，0.46pg とさ
れている 11） 13）。これに，植物プランクトンの細胞数

4

水質改善の方向性
調整池の生物を利用した水質改善手法を図 3，4 に

を乗じて植物プランクトン全体に含まれる窒素，リ

示した物質収支の計算結果から検討した。

ンを算出した。動物プランクトンの組成は，レッド
フィールド比から有機物：窒素：リン =1827：224：
31 であり，これに基づく有機物：窒素：リンの比率

4.1

水質改善の利用に適した生物群とその手法

調整池における窒素，リンは，植物プランクトン，

と植物プランクトンの体積あたりの含有比率を適用

動物プランクトンを介しての移動量が大きい。した

して窒素，リンの現存量を求めた。
底生生物，魚類等に含まれる窒素，リンは，過去

がって，調整池から動，植物プランクトンを除去す

に測定したアサリ，コノシロの窒素，リンの含有率

ることは窒素，リンを除去することになり水質改善

を適用して算出した。

につながる。しかし，一般的な水質浄化装置の処理

表3

能力は数十 m3/ 日で，1 台あたりの年間の処理量は，

調整池における各生物群の
窒素，リンの現存量

調整池容量（2.9 × 107 m3）の 1％程度と少なく効果
に対する設備コスト等に課題がある。
4.2

生物を利用するための改善手法

調整池における底生生物，魚類等は現存量が少な
くこれらを介しての窒素，リンの移動量は小さい。
一方，これらは大型のため動植物プランクトンに比
各生物群に含まれる窒素，リンと各生物群を介し

べて系外へ取り出しやすい利点がある。現在の調整

た窒素，リンの移動の計算結果を図 3，4 に整理した。

池は浮泥の堆積が多く，底生生物や魚類等は生息し

調整池に流入した窒素，リンは，底泥から溶出した

づらい環境である。ここに覆砂をすることで底生生

栄養塩とともに水質中に回帰する。水質に対する流

物の生息量が増加し，それを餌とする魚類等の増加

入量の寄与分は，窒素で約 12%，リンで約 5% であ

が期待でき，増加した底生生物，魚類等を漁獲する

り，水中の栄養塩に対しては底泥の溶出による影響

ことで調整池から窒素，リンが除去される。例えば，

が大きいことが分かる。その栄養塩の多くは，生物

調整池の底生生物が琵琶湖と同様に巻貝類・二枚貝

生産・食物連鎖を通じて植物プランクトン，動物プ

類が主体となり，現存量が 600g/m2 まで増加 14）した

ランクトンに順次取り込まれる。動物プランクトン

場合，これに含まれる窒素，リンの現存量はそれぞ

への取り込み量は水質栄養塩の窒素，リンのそれぞ

れ 3.45t，0.293t で，年生産量は 8.28t，0.703t とな

れ約 37%，
約 33% と高い割合となっている。さらに，

り，生産量の 50% を取り出すと流入量と比べて 3 〜

植物プランクトン，動物プランクトンが死亡し池底

4% の栄養塩を取り出すことができる。
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また，覆砂により底泥からの窒素，リンの溶出が

ンクトン由来の有機物が沈降すると考えられるので，

抑制されることも水質改善の一助となる。ただし，

その効果の持続性には課題がある。

図 3，4 に示すように池底には相当量の動植物プラ

図3

諫早湾干拓調整池における年間の物質収支（窒素）

図4

諫早湾干拓調整池における年間の物質収支（リン）
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研究報告

火災原因推定のための焼残物分析法の検討
上田

守男 * ・田籠

久也 * ・辻

勝也 **・岡村

正紀 **

1. はじめに
過去 10 年間の火災発生件数は，63,151 件を記録
した平成 14 年度以降おおむね減少傾向となっている
が，平成 22 年度においても 46,620 件と高い水準に
あり，1 日当たり 128 件，10 分に 1 件の割合で火災
が発生している（図 1）。出火原因の第 1 位は 14 年

図 1 火災発生件数の推移

連続で “放火” であり，放火は 5,612 件と全火災件
数の 12% を占めている。これに “放火の疑い” を含
めるとその件数は 9,551 件と全体の 20% にものぼり，
損害額は年間 78 億円以上と試算 1）されている。
放火には，ライター等を用いカーテンなどの可燃
物に直接着火させる場合や，灯油や軽油などの助燃
剤を散布して着火させる場合 2）などがある。後者の
場合，もし助燃剤が現場で採取された焼残物から検
出されれば，出火の原因を探る手掛かりとなる。
助燃剤を検出し判別する方法として，検知管法，
ガスクロマトグラフ法，ガスクロマトグラフ質量分
析法（以下 GC/MS 法）等が報告されている 3）。例
えば GC/MS 法では，採取した試料（焼残物）中の
助燃剤を有機溶媒中に抽出し，トータルイオンクロ
マトグラム（以下 TIC）かマスクロマトグラム（以
下 MC）により残存するその種類や油量の推定を行
なう。さらに，必要に応じて燃焼実験を実施して，
出火原因を探るための基礎データの収集を行なう（図
2）
。しかし，現場で採取された焼残物中の助燃剤の
判別は，次のような理由により困難な場合がある。
① 燃焼過程で助燃剤の存在量が極端に減少，② 加熱
等の影響による助燃剤の成分組成の経時変化
* 一般財団法人
** 株式会社

九州環境管理協会

図 2 羅災現場調査と燃焼実験（事例紹介）

調査分析部

九州環境総合研究所
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4）〜5）

液を混合後，無水硫酸ナトリウムで脱水し，窒素パー

，③ 建築資材中の妨害成分の助燃剤分析への

ジにより最終液量 1ml に濃縮したものを助燃剤測定

影響

試料として，GC/MS 測定に供した。

本稿では，焼残物中の助燃剤の判別の精度を上げ
ることを目的として，次の実験を行なった。まず，
各種助燃剤成分の特徴を把握するため，灯油等の助
燃剤を直接 GC/MS で測定し，含有成分とその組成
の測定を行った（助燃剤組成確認実験）。次に，灯油
及び軽油の時間経過に伴う組成変化を把握すること
を目的として，
助燃剤の燃焼・加熱実験を行なった（経

図3

燃焼実験の状況

時変化確認実験）
。また，建築資材中に含まれる妨害
成分について，確認実験を実施した（妨害成分確認

2.4

妨害成分確認実験

実験）
。最後に，それらの結果をもとに，実際に罹災

建築資材として，次の 3 種類を選定した。

現場にて採取し分析した焼残物中の助燃剤の鑑定結

①

化粧合板
合板の表面に塗装や突板（天然の銘木を薄くス

果について一例を報告する。

ライスした板）の貼り付けをおこなった合板で，建
2. 実
2.1

築物では内装や家具などの外装に用いられる材料。

験

②

試薬等

構造用合板（コンパネ）
構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた

無水硫酸ナトリウムは一級試薬（和光純薬製）を，
ジエチルエーテルは特級試薬（関東化学製）を用い

合板で接着剤層を有し，建築物の壁下，床下及び

た。また，助燃剤試料として，ガソリン，灯油，軽

屋根下地材として用いられる材料。

油，
エンジンオイル及びろう（パラフィン）を選定し，

③

パーチクルボード
廃棄パレットや梱包廃材などの木質廃棄物をカ

全て福岡市内で購入した。

ンナくず状に削り接着剤で固めたもので，家具机，
2.2

整理棚などの屋内備品に用いられる材料。

助燃剤組成確認実験

助燃剤試料 0.1g を分取してジエチルエーテルで

各建築資材は，ノミ等で 1cm 角程度に削り，その

100ml に定容したものを助燃剤測定試料として GC/

約 50g を磁性皿に入れバーナーで炭化するまで燃焼

MS 測定に供した。

した。その後，燃焼後の試料 1g を分取し，2.3 と同
様の方法で測定試料を調製し，GC/MS 測定に供した。

2.3

経時変化確認実験

灯油と軽油 1ml をそれぞれカオリン 10g とともに

2.5

実試料測定と助燃剤の判別

磁性るつぼに入れ，着火後，自然鎮火させた試料の

3 地点の異なる罹災現場で採取した焼残物試料か

一部を分取した（図 3）。残りの試料は，磁性るつぼ

ら，ノミで各 1~3g 程度を分取し，2.3 と同様の方法

ごと 230℃のホットプレート上で加熱し，10 分，15

で助燃剤測定試料を調製し，GC/MS 測定に供した。

分，30 分及び 60 分ごとに試料（カオリン）の一部
を分取した。なお，それぞれ分取した試料 1g は，ジ

2.6

GC/MS 測定条件

助燃剤等の測定は，GC/MS のスキャン法で行った。

エチルエーテル 30ml とともに 60ml の蓋付ガラス製

測定条件を表 1 に示す。

フラスコに入れ，
振とう機で 1 時間抽出した。その後，
抽出溶媒を分別し，再びジエチルエーテル 30ml を
加え超音波抽出機で 30 分間抽出した。これらの抽出
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向を把握し，その後， MC で詳細なフラグメントイ

表 1 GC/MS 測定条件

オンに基づく解析を行なった。
ガソリンや灯油などの助燃剤は，それぞれ特有の
炭化水素化合物を含有しており，直鎖系炭化水素や
芳香族炭化水素にその特徴が強く反映されている。
直鎖系炭化水素は，CH2 の離脱に由来するフラグメ
ントイオン m/z 71 及び 85 の MC 上に，一方，芳香
族炭化水素は，ベンゼン環にアルキル基（-CH3 等）
を持ったフラグメント m/z 92 及び 106 の MC 上に
それぞれ強いピークが検出される 6）。そこで，これ
3. 結果と考察

ら 4 つのフラグメントイオンを指標として解析を行

3.1

なった。各助燃剤の TIC を図 4 に，MC 上での検出

助燃剤試料の組成

特徴を表 2 に示した。

クロマトグラムの解析は，TIC で有機物の検出傾

図 4 助燃剤試料の TIC
55

表 2 助燃剤試料の検出特徴

図 5 灯油及び軽油の燃焼・加熱による組成の経時変化
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3.2

れた（図 5 右側）。

組成の経時変化

灯油については，未加熱のものは直鎖系脂肪族炭
化水素の炭素数 C9~C16 の化合物を含有（C11 を中

3.3

妨害成分

心に山形の検出組成）し，等間隔の直鎖系脂肪族炭

建築資材の測定結果を図 6 に示す。化粧合板及び

化水素のピーク間に分岐型脂肪族炭化水素群が検出

構造用合板からは，直鎖系炭化水素（m/z 71，85）

された。着火・加熱により，検出される成分の出現

と芳香族炭化水素（m/z 92，106）が検出されたも

時間は遅くなり，また，加熱時間が長くなるにつれ

のの，助燃剤の検出特徴と類似するものはなく，解

て低沸点成分が消失し，高沸点成分が優先的に検出

析の妨害となる成分は含まれていなかった（図 6 左 ･

された。30 分加熱したものでは検出されるピーク強

中）。一方，パーチクルボードは，直鎖系炭化水素の

度も小さくなり，直鎖系脂肪族炭化水素の C16~C19

クロマトグラム上に，炭素数 C22~C35 の直鎖系脂

の化合物は確認されるものの分岐型脂肪族炭化水素

肪族炭化水素のピークが等間隔で検出され，ろう（パ

は確認されず，60 分間加熱したものでは，いずれの

ラフィン）の検出組成と一致していた（図 6 右）。こ

成分も検出されなかった（図 5 左側）。

れらの成分は，撥水加工に使用されたワックスに由
来していると推測される。

一方，軽油については，未加熱のものでは灯油と
比べ検出範囲も広く，直鎖系脂肪族炭化水素の炭素

以上により，建築資材の種類によっては，助燃剤

数 C9~C25（C15 を中心に山形の検出組成）のピー

と類似する成分を含有していることが分かった。今

クが確認されるとともに，その間に分岐型脂肪族炭

後はより多くの建築資材等について検証するととも

化水素が検出された。着火及び加熱に伴い，低沸点

に，試料採取に際しては材質を考慮しなければなら

成分が消失し，高沸点成分が優先的に検出される傾

ないことが分かった。

向は灯油と同様であったものの，60 分間加熱したも
のでも直鎖系脂肪族炭化水素の C22~C28 及び分岐

3.4

型脂肪族炭化水素が明確に検出された。軽油は燃焼

実試料中の助燃剤の判別結果

図7に，実際に罹災現場から採取した焼残物試料の
測定結果を示した。

及び加熱してもその成分が消失し難いことが確認さ

図 6 建築資材の MC
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（2） 解析事例2

（1） 解析事例1

m/z 71 及び 85 の MC から，直鎖系脂肪族炭化水

TIC では，多くの有機化合物が確認されるものの，
含有物の判定は困難であった。詳細解析を MC でお

素 C11~C25（C17 を 中 心 に 山 形 の 検 出 組 成 ） の

こなうと，m/z 71 及び 85 上で等間隔に直鎖系脂肪

ピークが等間隔に検出された。また，そのピーク間

族炭化水素 C11~C17（C13 を中心に山形の検出組成）

に分岐型直鎖系脂肪族炭化水も確認され，それは軽

のピークが検出された。さらにその間に分岐型直鎖

油の MC に類似していることから，本試料には軽油

系炭化水素の化合物群も確認されたことから，その

が含まれている可能性が高いと判断された。また，

パターンは灯油の MC に類似していた。しかし，未

測定時間 20 分 ~32 分頃にかけベースラインが盛り

加熱の灯油は，C11 を中心に直鎖系脂肪族炭化水素

上がるなど一部軽油とは異なる組成も確認された。

の C9~C16 を優先的に含有（図 5）していることから，

そこで，罹災現場の状況（使用資材や設置機材など）

燃焼もしくはその後の加熱により低沸点成分が消失

から，混入の可能性のある製品を分析した結果，潤

した灯油である可能性が高いと判断された（図 7 上）

滑油が同様な MC を示すことが分かった。以上より，

図 7 羅災現場から採取，分析した焼残物試料の測定クロマトグラム
58

本試料には，軽油と潤滑油が混在していることが明

5. 謝辞
本研究の遂行にあたり，多大なるご指導を賜りま

らかとなった（図 7 左下）。

した国立大学法人九州大学炭素資源国際教育研究セ
ンター持田勲特命教授及び株式会社極東損保調査事

（3） 解析事例3

務所代表取締役寺町達雄様に深謝いたします。

m/z 85 の MC に，等間隔に直鎖系脂肪族炭化水素
C13~C25 のピークが検出された。これは，軽油と類
似していたが，鉱物油に特有の分岐型直鎖系炭化水
素が確認されなかった。分析試料を目視で確認した
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オキヒラシイノミガイ
【環境省絶滅危惧Ⅰ類】

暗くて湿度が保たれた枯葉や転石下に潜む。
貝殻はドングリ型。
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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ーの
主な活動実績と活動方針について
安東

茂 *・松 﨑

良勇*

増加していた家庭，業務，自動車などの日常生活に

一般財団法人九州環境管理協会は，県から福岡県

係わる排出部門の減少がみられます。

地球温暖化防止活動推進センター（以下，「県セン
ター」という。
）のⅡ期目の指定をⅠ期に引き続き

この要因としては，リーマンショック等による景

受け，平成 21 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 3 月 31 日の

気の後退や電気の排出係数の改善，省エネ機器類の

4 年間，県民や事業者に対し温暖化防止に向けた取

普及，省エネ行動の普及などが考えられます。また，

組を様々な形で支援する中核セクターとして活動を

県民の温暖化防止意識の高まりも大きく影響してい

行っております。

るものと考えられます。
2. ふくおか省エネ・節電県民運動

■平成 23 年度の主な活動実績

東日本大震災の影響で，電力不足が懸念される中，

1. 温室効果ガスの推計
県センターでは，福岡県内の温室効果ガス排出量

県ではエネルギー・電力の効率的な使用を推進する

の推計を継続的に実施しています。福岡県における

ため，夏季と冬季に「ふくおか省エネ県民運動」を

平成 21 年度の温室効果ガス総排出量は 5,534 万トン

行い，省エネ・節電への取組を呼びかけました。当

で，基準年度（平成 2 年度，ただし，HFC，PFC 及

運動に協力し，実際に取組実施を宣言した県民は，

び SF6 は平成 7 年度）に対して 9.6% 減少，前年度（平

51,268 人にも上りました。

成 20 年度）に対しては 5.5% 減少しています。傾向

県センターでは，県民からの節電に関する相談を

として，平成 20 年度に引き続き，これまで一貫して

受けたり，取組を行った家庭の節電効果を集計する

九州・福岡県の電力販売量（福岡県作成）
* 一般財団法人 九州環境管理協会

普及啓発部（福岡県地球温暖化防止活動推進センター）
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などの事業支援を行いました。

ボンオフセット付き年賀状を園児から祖父母に送る

九州電力からの提供データによりますと，平成 23

三世代まるごとエコ事業が行われ，地球温暖化防止

年度の夏季における県内の前年比は，− 5.6%（85.6

活動推進員（以下，
「推進員」という。）や，県センター

億 kWh − 90.7 億 kWh= − 5.1 億 kWh）でした。

が養成したエコアドバイザーなど，各幼稚園等の要

こ れ は， 九 州 全 体 で の 前 年 比 − 4.4%（229.0 億

望に合う人材を講師として派遣するとともに，必要

kWh − 239.5 億 kWh= − 10.5 億 kWh）よりも大きく

な資材の提供を行い，好評を得ました。本事業で講

削減したことになります。また，削減量においても，

師を派遣した保育園・幼稚園は 62 件で，学習会等に

九州全体の約半分を福岡県で削減したことになりま

参加した園児，保護者の数は合計 4,541 人でした。
この取組は，推進員の活動の場となるだけでなく，

す。なお，九州内の他県では，同様の運動を実施し
なかったため，当県における省エネ・節電の啓発活

結果として，次世代の環境教育を実践できる推進員

動の効果が高かったことが推測されます。

の育成にも役立つこととなりました。

3. 家庭の「うちエコ診断」事業の実施
「うちエコ診断」事業は，家庭で温暖化対策を具体
的に進めていくために，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，各家庭の将来の CO2 排出量削減目標や達成
に必要と考えられる最も重要な取組の “ツボ” を個
別にコンサルティングする事業です。平成 22 年度は，
各県の温暖化防止センターにおいて試行的に行われ
ましたが，平成 23 年度は，全国統一の方法で実施さ
れました。県センターの平成 23 年度の実績は，11

次世代環境教育風景

名の診断員の養成と 122 世帯の診断の実施で，受診
家庭が今後の対策として選択したメニューの実施状

■平成 24 年度の活動方針

況のアンケートから合計すると，約 80 トンの CO2

県センターでは，第Ⅱ期目の活動方針を「普及啓

排出量削減が見込まれました。

発から実践対策へ」，「次世代を担う子どもへのアプ
ローチ」として，様々な事業を実施しています。
平成 24 年度は，平成 22 年度時点の温室効果ガス
排出量の推計，福岡県が実施する「ふくおか省エネ・
節電県民運動」事業との連携，家庭の「うちエコ診断」
事業，次世代を担う子どもへのアプローチを引き続
き行っていきます。
また，推進員活動の向上のため，地球温暖化防止
に関する基礎知識のセミナーを開催するとともに，
事業所の省エネ・節電の取組を支援していく予定で
す。

うちエコ診断の実施風景
4. 次世代を担う子どもへのアプローチ
県内の幼稚園・保育園を対象に，県事業としてカー
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エコアクション 21 地域事務局
ECO-KEEA( ｴｺｹｱ ) 九環協の取組
永津

龍一*

私達の毎日の生活や経済活動に伴って排出される

最も効果的・効率的なマネジメントシステムを構築

廃棄物や二酸化炭素などは，地域の環境に影響を及

することを重視していますので，中小事業者でも無

ぼすだけでなく，地球温暖化などの地球規模の環境

理なく取り組むことができます。

問題を深刻化させています。豊かで快適な地域環境

ＥＡ 21 に取り組むための具体的な方法は，環境省

を守り，将来世代も含めて持続的な発展が可能な社

が「エコアクション 21 ガイドライン」として策定・

会を実現していくためには，あらゆる主体が，積極

公表しています。

的に環境への負荷を削減するための取組を行うこと

また，このガイドラインの中で，ＥＡ 21 に適切に

が求められており，特に，経済活動の基幹を占める

取り組む事業者に対し，第三者がガイドラインに適

中小事業者の取組が益々重要となっています。

合していることを認証・登録する仕組みが設けられ

九環協では，環境省が定めた中小事業者のための

ています。認証・登録を受けた事業者には，環境へ

環境マネジメントシステムであるエコアクション 21

の負荷の削減に加え，次のようなメリットがありま

（以下「ＥＡ 21」という。）の地域事務局を務めると

す。

ともに，その普及促進を図っています。九環協を通

① 年に一度の審査を受けることで，継続的な環境

じてＥＡ 21 の登録を受けた事業者数は順調に増加し

経営システムの改善につながります（審査の場では，

ており，平成 24 年 5 月 11 日現在で 211 件となって

認定を受けた審査人による指導・助言を受けること

います。今後も，地域事務局として適切に対応して

ができます）。

いくとともに，持続可能な社会の実現に向けた中核

② サプライチェーンのグリーン化に対応すること

機関として積極的に業務を展開してまいります。

ができます。
③ 環境活動レポートを作成・公表することにより，
利害関係者に対しての信頼性が向上し，企業イメー

１. ＥＡ 21とは

ジ，ブランド力の向上が期待できます。

ＥＡ 21 とは，
事業者が自らの事業活動（製品やサー

④ 金融機関による低利融資措置や，公共事業への

ビスを含む全ての事業活動）に伴う環境への負荷を

入札参加資格の要件となる場合があります。

減らすために，目標を設定して計画的に取り組み，
その結果を評価して見直し，適切な環境への取り組
みを継続的に改善していくための環境マネジメント

２ . 九環協の取組
（１）地域事務局の運営

システムです。また，取り組んだ結果等について環

九環協は，ＥＡ 21 の普及促進を図るため，平成

境活動レポートとして作成・公表し，コミュニケー

17 年 9 月にＥＡ 21 地域事務局を開設しました。

ションを行うための方法です。

地域事務局は，認証・登録を希望する事業者から

ＥＡ 21 では，事業者の業種，業態，規模に合わせ，
エコアクション 21 地域事務局 ECO-KEEA 九環協

＊

事務局長
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審査申込書を受け付け，審査の要件に適合している

です。九環協では，平成 18 年度から福岡市と，平成

かどうかを確認します。そして，受審事業者の業種，

20 年度から福岡県と「自治体イニシアティブ・プロ

業態及び規模等を考慮し，最も適切と考えられる担

グラム」を実施しています。また，平成 21 年度から

当審査人を選定します。審査が修了し審査人から審

県内の企業団体と「関係企業グリーン化プログラム」

査報告書を受領した場合は，重層的にチェックを行

を実施しています。

うため，学識者等で構成する地域判定委員会に認証・
登録の可否を判定していただきます。
発足当時は，ＥＡ 21 の知名度が低く，また，福岡
県や福岡市の建設工事入札の評価対象にもなってい
なかったため，年間の審査申込件数が 10 件以下でし
た。しかし，その後，事務局体制の強化やＥＡ 21 審
査人との連携を深めるとともに，ＥＡ 21 の認証取得
が優良産廃処理業者認定制度の要件や公共事業入札
の評価対象になるなどしたことから，受審事業者数
は着実に伸びてきています。

写真

（２）自治体や企業団体との連携
ＥＡ 21 の普及促進を図るためには自治体や企業団

ＥＡ21導入セミナー風景
（自治体，
企業団体）

３. 今後の取組

体等との連携が重要です。このような観点から，「自

ＥＡ 21 は，事業活動に伴って排出される環境への

治体イニシアティブ・プログラム」や「関係企業グ

負荷を低減するためのツールとして，極めて優れた

リーン化プログラム」が準備されています。これは，

制度となっています。

自治体や企業団体の呼びかけにより，ＥＡ 21 の認証・

九環協としては，今後とも，ＥＡ 21 の地域事務局

登録を目指す事業者を募り，地域事務局と審査人の

として，認証・登録が円滑に行われるよう適切に対

協力のもと，より多くの事業者が短期間で効率よく

応してまいります。また，商店街や商工会議所の会

ＥＡ 21 に取り組むための普及プログラムです。

合などに講師を派遣する出前講座や，自治体や企業

自治体や企業団体としては，多くの事業者が一斉

団体と連携したＥＡ 21 導入セミナーの実施などによ

にＥＡ 21 に取り組むことにより，地域や業界全体の

り，ＥＡ 21 の一層の導入促進を図ってまいります。

二酸化炭素排出量，廃棄物排出量などの環境負荷の

特に，近年において認証・登録が大きく増加して

削減が図れるとともに，事業者の環境への取組を支

いる建設業者や産業廃棄物処理業者に加え，その他

援できます。参加事業者は，地域事務局が開催する

の業種においても認証・登録が拡大するよう，関係

セミナーを無料で受講することができ，受講から半

機関と連携して普及促進に努めてまいります。

年程度で，審査を経て認証・登録に至ることが可能
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エネルギー・環境情報センターの現状と
今後の活動方針
大平

裕*

とした夏期森林体験講習会の支援や熊本県立大学に

1. はじめに

おける放射線講座への指導員派遣などを行いました。

エネルギー基本計画では，エネルギー教育・知識

福岡県環境部環境保全課から「福岡県省エネ相談

の普及の促進において次の 2 点が述べられています。
①学校教育の現場においてエネルギー問題に対す

事業」の委託を受け，エネルギー管理士などの専門

る理解を一層促進することが重要である。②生涯学

家とともに，福岡県内の中小企業を主な対象とした

習としてのエネルギー教育について，地元企業や非

省エネの運用改善や設備更新などのアドバイスを実

営利組織，まちづくり活動等とも緊密に連携した取

施しました。

組もあわせて推進する。さらに，こうした取組に当

また，福岡県教育委員会の依頼による県立学校事

たっては，エネルギーを取り巻く諸情勢に関する正

務職員研修会における「高等学校における省エネル

確な知識と科学的知見を深めるべく，エネルギーに

ギー」の講演，北九州市環境局環境未来都市推進室

関する様々な情報を幅広く提供することに十分留意

の紹介による内閣府「地域カーボン・カウンセラー」

する，とされています。

養成講座の講師，福津市の市民有志「どじょう倶楽部」

エネルギー・環境情報センターは，福岡市保健環

及び福岡県宗像遠賀保健環境事務所や株式会社伊藤

境学習室「まもるーむ福岡」の運営を通じて，多く

園などと連携した福津市手光地区の遊休水田を利用

の学習イベントを開催し，福岡市民や福岡市を訪れ

したビオトープづくりなど，省エネルギーから生物

た国内外の方々に保健や環境に関する体験や情報提

多様性の保全まで幅広い活動を行っています。

供を行いました。
幼児や小学生とその保護者を対象とした活動とし

2. 科学実験出前講座について

ては，おもしろサイエンス（九州エネルギー館），科

平成 23 年度は，伊万里市立青嶺中学校や人吉市立

学実験教室（イオンモール福岡）
，青少年のための科

第三中学校などの 4 つの中学校で科学実験出前講座

学の祭典 2011，環境フェスティバルふくおか，かご

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

しま環境フェア（九州電力ブース），環境学習コーナー

います。

（のうがた子どもすくすくフェスタ）などを企画・運

実験の内容は，開催校と事前に協議を行い，下記

営しました。

の 4 つの実験のうち，3 つの実験を選択いただきま

九州電力株式会社による「九電みらいの学校」の

した。

一環として，熊本支社と佐賀支社が主催する中学校

（1）「− 196℃環境での電気の特性，超電導を体験

を対象した科学実験出前講座を，九州大学名誉教授
の先生方とともに実施しました。

しよう !」

九州大学福岡演習林における小中学校教員を対象
* 一般財団法人 九州環境管理協会

液体窒素を用いて超低温環境をつくり，温度と電

普及啓発部
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気抵抗の関係，温度と電池の起電力の関係を受講者

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

自身で実験する。

した。

また，超電導体を用いて，超電導現象のひとつで

全校生徒が受講した中学校においては，放射線・

ある磁石浮上を体験してもらう。花や風船を用いて，
超低温環境での物質の状態変化について理解を深め

霧箱の実験では，受講者の 86% が「面白かった」，

る。

84% が「ためになった」と回答し，放射線を出す物
質の三者択一の質問に対し，100% の受講者が「放

（2）
「燃料電池を体験しよう !」

射性物質」と回答しました。

備長炭を電極とし，受講者が手回し発電機を用い

自由記述では，「初めて放射線を見ることができて

て水を電気分解し，水素と酸素を化学反応させ，エ

よかった。」，
「放射線を防げることを初めて知った。」，

ネルギーを取り出す燃料電池の実験を行う。
クエン酸などを含むスポーツドリンクを電解質に，

「ニュースで見ていてもチンプンカンプンだったの

亜鉛板と銅板を電極に用いたボルタ電池を受講者が

で，知れてよかった。」，「岩石などの自然の中や普段

作成し，電池の基礎を実験する。

食べているものの中に放射性物質があることを知り

また，卓上ガスコンロと圧力鍋で発生させた水蒸

驚いた。」などの回答が得られ，放射線に対する理解

気でタービンを回して発電を行う火力発電展示模型

度が向上したと思われた。

で発電・送電システムを学習し，電磁誘導や太陽光

燃料電池の実験では，「面白かった。」という回答

発電，省エネ体験などの展示実験を行う。

が 88% で話題性の高い実験であると思われた。「電

（3）
「放射線の飛跡を見てみよう !」

球型 LED」と「白熱電球」と「電球型蛍光灯」の省

環境中の天然放射線の計測は，昆布，肥料，鉱物

エネ比較体験では正答率が 84% でした。LED が身

の放射線量をガイガーミュラー計数管を用いて計測

近に浸透しつつあることがわかりました。

し，放射線は自然界に存在していることの理解を促
す。ウイルソンの霧箱の実験は，ノーベル物理学賞

4. 今後の方針

に繋がる霧箱の作成を受講者自身が行う。作成した

九州環境管理協会では，学校や家庭及び事業者など

霧箱を用いて放射線の飛翔痕を目で見ることにより，

の幅広い層を対象とした温暖化対策，エネルギー問

放射線の存在を生徒に実体験してもらう。

題などの公益性の高い活動を展開しております。

（4）
「海の水，雨水を調べてみよう !」

24年度は，文部科学省の環境教育に関する競争的

環境問題としての，酸性雨や水質汚濁について理

公募にチャレンジするなど，時代の要請に応じた新

解を深めるために，生徒が校区ないから持ち寄った

規事業を開拓するとともに，豊かな環境の保全と創

河川水，海水，学校で貯水している雨水などの水素

造をとおして，地域及び社会の持続的な発展に寄与

イオン濃度（pH）や化学的酸素要求量（COD）の

してまいります。

測定を行う。

図1

霧箱の実験

図2
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省エネ比較体験
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− 編 集 後 記 −
編集子の勤務歴の中で環境放射能について大きな

して続いており，これらの分野での研究や取組の重

出来事が 3 回ありました。最初は隣国中国の大気圏

要性は変わることがありません。本号では，中山裕

内核実験，2 回目は旧ソ連のチェルノブイリ原発事

文先生に「土石系資源の循環利用」の視点で，田井

故，そして 3 回目が今回の福島第一原発事故です。

明先生に「内湾の環境保全」の視点で，ご寄稿いた

今回の事故では福島県を中心とする地域の環境汚

だきました。それぞれの分野で，大変示唆的な提案
と結論を述べられています。

染が問題となっていますが，前 2 回の経験では九州
の環境試料でも様々な放射性物質の顔を見ました。

九環協でも職員は継続的に自主研究に取組んでい

チェルノブイリ原発事故から既に 26 年経っており，

ます。本号では自主研究の成果として 5 つの「研究

ほとんどの職員にとって，短い半減期の放射性物質

報告」を掲載させていただきました。自主研究の成

を環境試料中に見出すのは今回が初めての経験だっ

果はいずれ業務提案へと発展していくもので，これ

たと思います。

までにも多くの新規業務が自主研究を通じて創出さ
れております。

高島良正第 4 代理事長は日頃「環境放射能につい
ては全国に数箇所，少なくとも東西 2 箇所の測定セ

一般財団法人に移行しても，公益事業で社会貢献

ンターがあることが望ましい。九環協はその一つに

するという点において九環協の使命に何ら変更はあ

なることを目指す」と言われておりました。今回の

りません。主要な公益活動である福岡県地球温暖化

事故で，発生源に近い関東・東北エリアで精密測定

防止活動推進センター，エコアクション 21 地域事務

上の一定の不都合が生じたことを考えますと，まさ

局「ECO-KEEA 九環協」，エネルギー環境情報セン

に先見の明でありました。図らずも九環協が国，自

ターの活動内容を「公益事業報告」として掲載しま

治体，民間の求めに応じて幅広い分野で貢献できて

した。
最後になりますが，ご寄稿いただきました方々に

いるのは，代々の経営陣や職員による技術の蓄積と

改めて感謝申し上げます。

継承に因るところが大きいと思います。

（編集担当 : 松岡）

近畿大学を挙げた川俣町の学術的支援活動につい
てご寄稿いただいた若林源一郎先生は，大学院生時
代から長年にわたって九環協の小中学生対象科学実
験講座をお手伝いいただきました。その若林先生が
原発事故被災地支援の第一線に立っておられるとい
うことにも，感慨深いものがあります。
福島第一原発事故は「想定外の環境汚染」を引き
起こしました。松藤泰典先生のご寄稿「新法人発足
に寄せて」では，想定外の事象に関する環境管理の
重要性を説かれ，
「想定外環境管理」を今後の九環協
のテーマの一つとして提唱されています。放射能に
限らず，九環協が関係する様々な分野でこのことへ
の準備と取組を実施していくことが大切です。
この 1 年，世の中は原発問題・放射能汚染問題一
色でありましたが，地球温暖化，循環型社会形成，
生物多様性，地域環境保全等々の環境課題は依然と
67

