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はじめに
佐賀大学では，平成 15年の旧佐賀大学と旧佐賀

医科大学との統合以前から，環境への様々な取り組

みが行われてきました。その成果の一つが，平成

20年 3月 27日に全国の大学に先駆けて認証を受け

たエコアクション 21（EA21）です。その後，現在

まで更新審査や拡大審査を受けています。EA21は

言うまでもなく，環境への取り組みを効果的・効率

的に行うシステムであり，これによって省エネ，廃

棄物の削減，リサイクルおよび節水などに取り組ん

でいます。

大学としての環境への取り組みについては経営，

研究，教育，社会貢献の 4つの観点があろうかと思

います。これらについて，EA21の取り組みを中心

に述べてみたいと思います。

大学経営の観点から
私は平成 21年 10月に学長に就任し，EA21を中

心とする環境への取り組みを強化してまいりまし

た。最初に取り組んだ環境に関する事業は，キャン

パス内の外灯の LED化と太陽光発電設置です。佐

賀大学のキャンパス内には夜間の照明設備が整備さ

れていない場所が多く，キャンパスの安心・安全の

面からも問題ではないかと考えました。しかしなが

ら，新たな外灯の設置は経費面だけでなく，二酸化

炭素の排出という環境面でも大きな問題となりまし

た。そこで初期投資には大きな負担がかかるものの，

電球の寿命が長く，消費電力も格段に少ない LED

による外灯設置に変換することが長期的には経費と

環境の面からも有利であるとの結論に達しました。

さらに太陽光発電を行うことにより昼間の消費電力

を軽減すれば，設置する外灯の数を大幅に増やして

もトータルとして現在より消費電力を軽減できる

ことから，数年かけて現在の水銀灯 46基をすべて

LEDに変換し，さらに新たに 135基の LEDの外灯

を設置することに決定しました。計画初年度の 21

年度内に全体の 49%を設置し，その後 23年度内に

はすべて完了しました。LED 電球は今後社会への

普及に伴い，価格も低下傾向となりますので，将来

的には屋内の電球もすべて LEDに変えていきたい

と考えています。また可能な範囲で，電力消費の少

ない高機能のエアコンなどの導入を進めたり，コ

ピー用紙や廃棄物（一般および医療）の低減にも努

めておりますが，事業の拡大や建物の改修工事など

で目標通りになっていない事業所もあります。

計画通りに環境対策が進んでいない例として，附

属病院があげられます。診療実績がここ数年 10%

前後の伸びを示しており，エネルギー負荷・医療用

廃棄物等が増加しています。これにつきましてはア

ウトプット，アウトカムを考慮した，新しい基準と

目標値を設定する必要がありそうです。
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また，昨年度から購入電力を減らすために，自家

発電設備を新たに設置し，自家発電量を増加せざる

を得ませんでした。結果的に，購入電力の削減，二

酸化炭素排出量の増加というトレードオフの関係に

なっています。現在進めている太陽光発電パネルの

設置や LED照明への切り替えなどは電力消費量全

体からみると削減幅は小さいものですが，引き続き

推進していかなければなりません。今年度は附属病

院の再整備と両キャンパスの建物の改修等が同時に

進行しており，短期的には大きな環境負荷の増加が

予測されていますが，このような中でも，特に附属

病院の再整備事業では，これまでにない新たな環境

負荷軽減を意識した取り組みとなっています。

毎年，環境報告書などに大学全体あるいは事業所

別のインプットとしてエネルギー投入量，水資源投

入量，資源投入量（コピー用紙，グリーン購入，図書・

雑誌類），アウトプットとして温室効果ガス排出量，

総排水量，資源物排出量，廃棄物排出量などを公表

しています。さらに経営面，財務面から見た検討も

併せて行っております。

研究の観点から
佐賀大学では工学系研究科や海洋エネルギー研究

センターで効率的なエネルギー貯蔵や，海洋温度差・

波力などによる発電などに取り組んでいます。また，

農学部ではバイオマスによる発電の可能性や環境に

優しい農業や食品生産を研究しています。これらの

成果は，国内にとどまらず，海外でも小規模ながら

応用しており，国際貢献にも寄与していますが，ま

だまだこれからの課題であろうと思います。

教育の観点から
最近 PM2.5の話題が取り上げられており，地球

温暖化，地球規模の気候変動などと共に，環境問題

はさらにグローバル化に拍車がかかるものと思われ

ます。このような中で，文部科学省の教育 GPで採

択された佐賀大学版環境教育プログラムも開始しま

した。さらに，本年 4月から開講する全学教育機構

のインターフェース教育では，社会の問題に対して

主体的に考え，社会の持続的発展を支える力を養う

ことを目的にしており，環境問題は，まさにその重

要課題の一つと言えます。

学生には，就職した職場で環境への取り組みを実

践して欲しいとともに，留学生にも，本学で学んだ

環境についての知識を帰国後自国で活かすことがで

きれば，それも成果の一つと考えています。今後は

5年後・10年後のビジョンを持って行動しなければ

ならないと考えています。特に環境への取り組み

ではその指標として，環境マインドの定着があり，

EA21のような特別な取り組みをしなくても，各人

が環境に配慮した行動をとれるようになる事が必要

となります。幸い，EA21学生委員会は，新入生向

けの「佐賀大学 ECOキャンパスカード」なる小冊

子を配布するなど，学生たちが主体的に環境問題に

取り組んでいます。

　

社会貢献の観点から
私自身も一昨年，佐賀大学が佐賀市と共同で取り

組んでいる環境フォーラムの 1コマを担当し，その

中で環境会計について講義を行いました。環境会計

においては，環境保全のためのコストとその活動に

よって得られた成果を認識し，可能な限り定量的に

測定伝達する仕組みが重要であることをお話ししま

した。またこの講義の中で，PCBやアスベストな

ど有害物質を保有している場合，これらを除去する

ためには巨額の費用が必要となり，会計上は資産除

去債務として計上することになっていることにも触

れました。

EA21の学生委員会は，地域住民の方々と共に

佐賀市内のクリーク清掃に取り組んでおり，また，

「チャリさがさいせい」という学生団体は，放置自

転車の再利用を行い環境関連の表彰を受けていま

す。このような学生達の活動がそのまま社会貢献に

結びつくような事業に対しては，大学としても支援

を続けていきたいと考えています。

最後に
九州北部地方は連日 PM2.5の測定結果が公表さ



― 3 ―

れていますし，光化学スモッグの警報も時折出され

ています。40年前の我が国の公害問題を思い出す

人も多いものと思われますが，特に，発展途上国で

は水環境は健康や命に直結した問題です。このよう

な世界規模での環境問題の根源は増え過ぎた人口

と，発展し続ける経済やエネルギー問題にあること

は言うまでもありません。このような中でも，人類

はその叡智でこれらの問題を解決していくのでしょ

うが，我が国には高度な環境対策技術など世界に貢

献することが期待されていると思います。

佐賀大学では EA21を止めることを検討していま

すが，その理由は「定着したら止めて，ウオッチす

るだけで良い。」という考え方です。大学全体では

インスティテューショナル・リサーチ（IR）室を設

けて，学内の様々なデータを可視化しており，環境

報告書もこの一環と捉えています。これからは環境

にかかわるデータを配信しながら，独自の環境マネ

ジメントシステムの構築を目指していきます。特別

な取組としてではなく，普段から当たり前のことと

しての環境への取り組みがなされるようになる事が

できたら，それが我々のゴールです。

カワセミ
言わずとしれた河川のスター。目の
覚めるような青い羽色から、漢字で
は翡翠と書く。
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廃棄物焼却炉で発生するニトロ多環芳香族
炭化水素化合物の挙動
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１．はじめに
　ニトロ多環芳香族炭化水素化合物 （以下，ニトロ

PAHs）は，環境中に偏在する変異原性・発癌性の

強い汚染物質である。ジニトロナフタレン類が爆

薬や着色剤，5-ニトロアセナフテンが染料の原材

料として生産されているが，主要な汚染源として，

燃焼系での生成，大気中での PAHsからの二次合

成がある。燃焼系では特にディーゼルエンジンの

排ガスにおける報告例が多く，これ以外にディー

ゼルエンジンオイル，ガソリンエンジンや飛行

機，化石燃料を使ったヒータの排ガス，食用油を

使った料理中のガス，タバコの主流煙などからの

検出例が報告されている 1）。廃棄物焼却炉のニト

ロ PAHsの報告もあり，排ガスや洗煙排水などに

おける変異原性影響の大部分がニトロ PAHsによ

るものと指摘されているが 2,3），これらのほとんど

は Amesテスト等を使用した研究でニトロ PAHsを

定量的に分析していない。一方，1-ニトロピレン

を中心に化学分析によりニトロ PAHsを定量的に

分析した報告もある 4-8）。これらの報告では，廃棄

物焼却炉の排ガスや灰中から，µg/m3
N （排ガス中）, 

µg/g （灰中）のレベルでニトロ PAHsが検出されて

いる。しかし，報告のほとんどは，最終排ガスや

飛灰，焼却灰などエンドポイントでの 1-ニトロピ

レンなど数物質の測定例であり，また対象として

いる焼却炉の多くはダイオキシン類排出削減対策

実施以前のものである。日本の廃棄物焼却施設は，

1997年に改正された「廃棄物処理法施行規則」に

より，ダイオキシン類の排出削減のために構造基

準や維持管理基準が厳しくなり，燃焼室中の燃焼

ガス温度を 800℃以上に保つこと等高温での焼却

が義務づけられた。高温での焼却に対してダイオ

キシン類排出削減対策をするとニトロ PAHsの排

出濃度が増加するという報告もあり 9），また，窒

素酸化物は燃焼温度を高くすると発生量の増加が

指摘されていることから 10），ダイオキシン類排出

源対策を実施した廃棄物焼却炉でのニトロ PAHs

放出実態とその挙動を把握することが重要と考え

られた。

　このような背景のもと，廃棄物焼却炉における

ニトロ PAHsの生成・分解挙動をパイロットスケー

ルの実験炉で明らかにすると共に，実施設調査に

より排ガスからのニトロ PAHsの放出実態を把握

することを目的とした。

２．実験
2.1　パイロットスケールの実験炉での燃焼実験
　パイロットスケールの実験炉は，国立環境研究

所の熱処理プラント （ロータリーキルン型焼却炉）

を使用した （図 1）。燃焼試験は，燃焼温度による
違いを把握する目的で一次燃焼温度 （ロータリー

キルン）を 690℃，790℃，890℃の 3条件で実施

した。いずれの燃焼実験においても，二次燃焼は

900℃で 3秒間，ガス冷却ダクト以降から活性炭入

口までの温度は 150℃に設定した。また，バグフィ

ルタ入口において，炭酸水素ナトリウムを排ガス

に散布した。燃焼物は一般廃棄物固形燃料 （RDF）

を用い，供給装置でロータリーキルンに定流量で

導入し燃焼させた。3回の実験時における燃焼条件

を表 1に示した。排ガス試料は，安定燃焼・基礎
測定の後，キルン出口，バグフィルタ入口，バグ

フィルタ出口，最終出口の 4ヶ所で 4時間採取し
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た。ニトロ PAHsの二次合成を避けるため，排ガ

ス試料は JIS K0311：2005 （排ガス中のダイオキシ

ン類の測定方法）の付属書 1の方法を改良し，円

筒ろ紙や吸着剤を採取系の最後尾にセットした手

法で採取した。

2.2　廃棄物焼却炉実施設調査
　廃棄物焼却炉実施設の調査では，一般廃棄物焼

却炉 16施設と産業廃棄物焼却炉 34施設で行った。

排ガスの採取方法は熱処理プラントでの燃焼実験

と同じ方法で行った。

2.3　分析方法
　排ガス試料および灰，RDF試料の抽出は，それ

ぞれ JIS K0311:2005と厚生省告示第 192号に従っ

た。抽出液中のニトロ PAHsは，各種シリカゲル
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図1　実験炉の模式図と試料採取ポイント  

 

表1　実験炉における燃焼条件 

CO,NOx; 酸素12%換算値
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カラムクロマトグラフィーでクリーンアップ後，

ガスクロマトグラフ /高分解能質量分析計 （GC/

HRMS）もしくはガスクロマトグラフ /負イオン化

学イオン化 /四重極型質量分析計 （GC/NCI/MS）で

定性・定量した。測定したニトロ PAHsは，モノ

ニトロ体とジニトロ体の多環芳香族炭化水素（二

員環～五員環）計 35種類である。ダイオキシン類

は，JIS K0311に準じた方法でクリーンアップ後，

GC/HRMSで定性・定量した。PAHsは，抽出液を

分取・希釈後，内標準物質を添加し GC/HRMSで

測定した。排ガス中の COおよび NOxは，連続測

定計で試料採取時間に測定した。ニトロ PAHsは

自然光・常温下でも光分解を起こしやすいため，

すべての前処理・機器分析操作は，紫外線吸収フィ

ルム付蛍光灯下で行い，褐色ガラス器具若しくは

アルミホイルで遮光したガラス器具で実施した。

３．結果および考察
3.1　パイロットスケールの実験炉における挙動
　実験炉での燃焼実験において，一次燃焼温度を

変化させた場合のキルン出口における総ニトロ

PAHs，総 PAHs，ダイオキシン類，窒素酸化物の

濃度変動を図 2に示した。いずれの温度域におい
ても総ニトロ PAHsの生成量は，PAHsやダイオキ

シン類よりも一桁以上低いレベルであった。燃焼

温度を高くすると，総ニトロ PAHsは生成量が減

少した。これは総PAHsと類似した挙動であったが，

生成量が増加傾向にあった窒素酸化物や，ほとん

ど変化がみられなかったダイオキシン類とは異

なっていた。燃焼温度を高くすることにより PAHs

の生成が抑えられるとともにニトロ PAHsの生成

も減少すると考えられた。

　図 3には実験炉での燃焼試験でのキルン出口に
おける各ニトロ PAH濃度を示した。キルン出口以

外の測定点では，1-ニトロナフタレン，2-ニトロ

ナフタレン，3-ニトロビフェニル，1-ニトロピレ

ン以外のニトロ PAHは検出されなかった。キルン

出口では，測定したほとんどのニトロ PAHが検出

されたが，1-ニトロナフタレン，2-ニトロナフタ

レン，1-ニトロピレン，6-ニトロベンゾ [a]ピレ

ンが多かった。燃焼温度が高くなるとともに，ほ

とんどのニトロ PAHの生成量は減少したが，一部

のニトロ PAH化合物（例えば 9-ニトロアントラ

センや 1-ニトロピレン，7-ニトロベンゾ [a]アン

トラセン，6-ニトロベンゾ [a]ピレン）は，890℃

のみで低くなるか，燃焼温度による生成量の変化

が少ない傾向がみられた。燃焼系から排出される

ニトロ PAHは，親 PAHの求電子ニトロ化反応に

よって生成すると考えられるため，各

ニトロ PAHに対する親 PAHの濃度比

をとり，燃焼温度による変動をみた（図
4）。この結果，燃焼温度が高くなると

生成量が減少するニトロ PAH化合物（例

えばニトロナフタレンやニトロフェナ

ントレン，ニトロフルオランテン，ニ

トロクリセン）は，親 PAHに対する濃

度比がほぼ一定で，一次燃焼温度の上

昇による生成量減少率が PAHとニトロ

PAHでほぼ同じであることが明らかと

なった。一方 890℃のみで低くなるか，

燃焼温度による生成量の変化が少ない

ニトロ PAHs （9-ニトロアントラセン，

1-ニトロピレン，7-ニトロベンゾ [a]
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アントラセン，6-ニトロベンゾ [a]ピレン）では，

ニトロ体に対する親 PAHの濃度比は 690℃燃焼時

ではほとんど 0.05%以下と低い値であるが，790℃

および 890℃燃焼時では増加していた。

また窒素酸化物濃度は，690℃燃焼時で

は 62ppmであったが 790℃と 890℃燃

焼ではそれぞれ 88ppmと 91ppmと約 1.5

倍に増加していた。これらのことから，

9-ニトロアントラセン，1-ニトロピレ

ン，7-ニトロベンゾ [a]アントラセン，

6-ニトロベンゾ [a]ピレンは，燃焼温度

の上昇により親 PAHの生成が減少した

ため，ニトロ PAHの生成量が変化せず，

この割合が増加したものと考えられた。

また，廃棄物の燃焼時におけるニトロ

PAHsの大部分は，他の燃焼系と同じよ

うに PAHsの直接ニトロ化反応により

生成していると考えられた。

　図 5に焼却炉内での総ニトロ PAHs，

総 PAHs，ダイオキシン類の濃度変化

について，燃焼物投入量を 1としたと

きの割合で示した。一次燃焼においてはニトロ

PAHs，ダイオキシン類，PAHsとも多くの生成が

みられた。燃焼物に対するキルン出口の比をとる
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とニトロ PAHsは数倍～ 100倍程度であり，10-

1000倍の PAHsや 2000倍のダイオキシン類に比べ

小さい値であった。このことは 690-890℃の燃焼

温度域において，PAHsやダイオキシン類に比べる

とニトロ PAHsは生成しにくいことを示している。

バグフィルタ入口でのニトロ PAHsの量は，キル

ン出口に比べ 3桁以上低い値になっていた。同

様の傾向は，ダイオキシン類や PAHsでもみられ

た。このことは，一次燃焼で生成したニトロ PAHs

が，二次燃焼室において分解されたことを示して

おり，ニトロ PAHsの排出対策として二次燃焼が

有効であることを意味している。現在，廃棄物焼

却炉はダイオキシン類排出対策として「廃棄物処

理法施行規則」により，燃焼ガスの温度が 800℃

以上の状態で 2秒以上滞留することが義務化され

ている。このことを考えると上記の結果は，ダイ

オキシン類排出対策を行うことで，ニトロ化に寄

与する PAHsの生成が抑えられ，ニトロ PAHsの

生成，排出が抑制できることを示唆している。バ

グフィルタ出口と最終出口排ガスを比較した場合，

ダイオキシン類ではバグフィルタ出口排ガス中の

量に比べ，最終出口排ガスの方が約 2桁低い値を

示し，活性炭への吸着および湿式スクラバーでの

除去がみられたが，ニトロ PAHs と PAHsはほと

んど変化がなかった。最終排ガスへのニトロ PAHs

や PAHs，ダイオキシン類の濃度は 3条件の燃焼実

験においてほぼ一定で，一次燃焼温度の影響はみ

られなかった。また，主灰・飛灰中のニトロPAHsは，

ほとんどの化合物が検出下限値未満であり，投入

量に対して 1-3桁低い値であった。

3.2　廃棄物焼却実施設からの放出実態
　表 2に廃棄物焼却炉実施設の排ガスから検出さ
れたニトロ PAHsの濃度と検出割合を示した。す

べての施設から検出されたニトロ PAHsは 1-ニト

ロナフタレンのみであった。また，ほとんどの施

設から検出された化合物は，2-ニトロナフタレン，

3-ニトロビフェニル，1-ニトロピレンであり，表

中の 13物質以外のニトロ PAHsはほとんど検出さ

れなかった。廃棄物焼却炉排ガス中におけるニト

ロ PAHsを定量分析した報告は，極めて限られて

いる。辰市ら 7）は，流動床式焼却炉で電気集塵機

後の排ガスから 1.7～ 60 µg/m3
Nの 1-ニトロピレン

を検出している。また，中尾ら 6）は多くのニトロ

PAHsを 6施設から 118～ 1257 µg/m3
N （1-ニトロ

ピレンは未測定）で検出している。本調査施設の

排ガスにおけるニトロ PAHsの濃度は ng/m3
Nであ

り，µg/m3
Nオーダーで検出されている上記の報告

に比べ，10-1000程度低い値であった。一方，吉岡

ら 8）は，全連続燃焼ストーカ炉 5施設（焼却能力

75～ 300t/d）において電気集塵機処理された排ガ

スを調査しており，1-ニトロピレンを 0.75～ 315 

ng/m3
Nの濃度幅で検出している。これは，本研究

の結果（1-ニトロピレン : 0.27～ 120 ng/m3
N）と
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同レベルであった。

　本調査施設の最終排ガスにおける総ニトロ PAHs

とダイオキシン類の関係を図 6に示した。ばらつ
きはみられるものの，総ニトロ PAHs濃度とダイ

オキシン類の濃度，総ニトロ PAHs濃度とダイオ

キシン類の TEQの間に有意な正の相関がみられ

た。また総ニトロ PAHsと総 PAHsは正の相関が見

られたが，窒素酸化物との関係はみられなかった 

（図 7）。以上パイロットスケールの実験炉結果と
合わせて考察すると，ダイオキシン類排出削減対

 

表 2 実炉排ガスから検出されたニトロ PAH 

平均値        最小値             最大値

*: 検出検体数/分析検体数
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策を実施することで，ニトロ化に寄与する親 PAHs

の生成が抑えられ，ニトロ PAHsの排出も削減で

きることが示された。

　

４．結論
　パイロットスケールの実験炉での燃焼試験を行

い，一次燃焼温度を高くすることにより，ニトロ

化に寄与する PAHsの生成が抑えられるとともに

ニトロ PAHsの生成が抑制されること，また一次

燃焼で生成したニトロ PAHsの大部分は二次燃焼

により分解することを明らかにした。

　廃棄物焼却炉実施設を調査し，排ガスからのニ

トロ PAHsの排出実態を把握した。総ニトロ PAHs

濃度は総 PAHsより二桁低く，ダイオキシン類（実

測濃度）と同程度であった。総ニトロ PAHsとダ

イオキシン類の間，また総ニトロ PAHsと総 PAHs

の間に正の相関関係がみられ，ダイオキシン類排

出削減対策を実施することでニトロ PAHsの排出

も抑制できることを明らかにした。
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福岡県船小屋温泉の温泉水の起源に関する
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１．はじめに
福岡県筑後市に位置する船小屋温泉は，江戸時代

末期（1810年）に矢部川を挟んで北側の有馬藩と

南側の柳河・立花藩によって発見された日本有数の

炭酸泉である。船小屋温泉は，明治から昭和にかけ

て繁栄し，最盛期には年間 2万人もの入浴客が訪れ，

船小屋鉱泉場や長田鉱泉をはじめ，矢部川をはさん

で数十の鉱泉井が掘削されている（浦川 2011）。泉

質は，炭酸水素イオン，マグネシウムイオン，およ

びナトリウムイオンを主成分としたマグネシウム・

ナトリウム－炭酸水素塩泉で，炭酸濃度は 50ppm

程度のものから 1,000ppm以上のものと幅広い濃度

を有しており，近年その炭酸成分の医療効果の面か

ら注目を集めている。最も深く掘削されている船小

屋鉱泉場の井戸からは，鉱泉水とともに付随ガスが

噴出しており，鉱泉水に含まれる鉄成分が空気中の

酸素によって酸化されてできたと考えられる赤色系

の温泉沈殿物が析出している。

船小屋温泉を最も特徴づける炭酸成分の起源とし

ては，地下数百メートルに埋没した生物の死骸等が

嫌気的な条件下でメタン細菌によって分解されたも

のとされているが（浦川 2011），その根拠は明確に

示されておらず，多くの面で不明な点が多い。

そこで本研究では，船小屋温泉から湧出している

温泉水や付随ガスを採取し，それらの化学・同位体

組成に基づき，水，炭酸成分，ならびに希ガスの起

源について考察したのでここに報告する。

２．試料の採取および化学分析
研究用の温泉水と温泉付随ガスを船小屋鉱泉源公

園（図１のＦ地点，写真１）で採取し，あわせて

近隣の長田鉱泉場（図１のＮ地点，写真２）から
温泉水を採取した。現地ではその他，温泉水の水温

および pHの計測を行った。

溶存全炭酸（DIC＝ CO2 (aq)＋ HCO3
－＋ CO3

2－）

の化学・同位体分析用の試料は，容器壁からの CO2

逃散を防ぐため，ガスバリア性に優れたニッコー製

テクノボトルに採取し，実験室に持ち帰った。水の

安定同位体（Dと 18O）分析用には，保存中にお

ける蒸発等による同位体分別が起こらないように，

ガラスバイアルを使用した。温泉水中の主要化学成

分の分析用試料は，ポリエチレン製のサンプル瓶に

採取した。

HCO3
－を除く温泉水の主要化学成分（Na＋，K＋，
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図１　本研究における調査地点
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Mg2＋，Ca2＋，Cl－，SO4
2－）の分析は，イオンクロ

マトグラフィー（DIONEX社製イオンクロマトグ

ラフ DX120）で行った。DIC濃度の分析は，試料

水に希硫酸を添加し硫酸酸性にして，試料中の炭酸

成分を全て CO2(aq)に変換し，イオンメーター（東

亜電波製：IM-1B）に接続した二酸化炭素電極（東

亜電波製：CE-235）を用いて絶対検量線法により

測定を行った。HCO3
－濃度は DIC濃度の測定値と

水温，pHの値を用いて化学平衡計算から求めた。

水の Dと 18Oの測定は，質量分析計を用いてそれ

ぞれ金属亜鉛を用いた還元法，二酸化炭素平衡法に

より行った。DICの炭素安定同位体比（13C）は，

試料水に Sr(OH)2を加えて加熱して得られる SrCO3

をろ別し風乾した後，これにリン酸を滴下して発生

する CO2を質量分析計に導入し測定した。これら

の同位体分析はすべて The Stable Isotope Laboratory，

GNS Science Limited保有の安定同位体質量分析計

（Geo 20-20 model）を用いて行った。なお，同位体

分析の測定精度は，D，18O，13Cのそれぞれにつ

いて± 1.0‰，± 0.1‰，± 0.2‰である。

温泉付随ガスは，水上置換法により，分析項目に

応じて次の 3通りの方法で採取した。

【ガス試料１】ロートを使って気泡をコック付き

のビニール袋にいったん捕集した後，直ちにアルカ

リ溶液（5M KOH）を含むガス採取容器（大型ガラ

ス浣腸器）に移した。この操作により容積の大半を

占めると考えられる二酸化炭素ガス（CO2）がアル

カリ溶液に吸収されるため，ガスを繰り返し吸引す

ることによりアルカリ溶液に吸収されないガス成分

（残留ガス：以下 Rガスとする）の容積を十分なも

のにして実験室に持ち帰ることができる。この試

料から CO2，N2，Ar，He，H2，CH4および O2の化

学組成データを得た。岩倉ほか（2000）に準拠し，

CO2はアルカリ吸収液から CO2電極法により，N2，

Ar，He，CH4は O2ガスをキャリヤーガスとしたガ

スクロマトグラフで分析した。試料中の O2はそれ

らの分析値，Rガスの容積，実験室内の気温・気圧

データを用いて気体の状態方程式から計算によっ

て求めた。またアルカリ溶液に吸収された CO2に

Sr(OH)2を作用させ SrCO3として単離したものから，

DICと同じ測定方法で CO2の炭素安定同位体（13C）

のデータを得た。

【ガス試料２】ロートを使って気泡を直接ゴム製

セプタム付のガラス瓶に少量の温泉水とともに採取

した。運搬・保存時にはガラス瓶を転倒させ，セプ

タムとの合わせ部分が温泉水でシールされるように

して外気と遮断し，試料ガスの漏出と空気汚染を防

いだ，大沢ほか（2010）に記載の方法によって，こ

の試料から CH4に対する C2H6，C3H8の相対組成と

それらの炭素安定同位体比（13C）のデータを得た。

【ガス試料３】ロートを使い，両端にストップコッ

クの付いたパイレックスガラス製の採気ビンに気泡

を導入し，採取した。この試料から磁場型質量分析

計を用いて 3He/4He比と 4He/20Ne比のデータを得た。
3He/4He比と 4He/20Ne比の不確実誤差は，分析誤差

によりそれぞれ 1%および 10%と推測される。以

写真１　船小屋鉱泉源公園

写真２　長田鉱泉場
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上の温鉱泉水ならびに付随ガス試料の化学・同位体

分析の結果を，表 1に示す。

３．結果と考察
試料水の安定同位体データ（D・18O）を，天

水線（MWL：meteoric water line；D ＝ 8 18O ＋

10），および，安山岩質マグマ性水蒸気（andestic 

magmatic water）がとる同位体比の範囲（Giggenbach，

1992）とともに，D対 18O図上に表した（図２）。
船小屋温泉は長田鉱泉と同様に水温 25℃未満の鉱

泉であり，温泉水の水素・酸素安定同位体比は概ね

天水線上にプロットされることから，天水に由来

する浅層系の地下水であることを示している。ま

た，長田鉱泉とともに炭酸泉（HCO3型）に分類さ

れるが，主要な陽イオンは長田鉱泉は Caであり浅

層地下水の初期の水質を示しているが，船小屋温泉

は Na-HCO3型水質であって相当に水質進化を受け

た地下水であることを示している（表 1）。船小屋
温泉の付随ガスには CO2に比べるとわずかな量で

あるが CH4が含まれていることから，炭酸泉の生

成に堆積性有機物のメタン発酵（2CH2O→ CH4＋

CO2）も関わっているように見え，船小屋温泉の鉱

泉水が水質進化を受けた浅層地下水であると考える

のは妥当であるようにも思える。しかし，付随ガス

の Heや CO2の地化学特性に目を向けると，成因は

そのような単純なものではないことが示される。以

下では，そう考えることの根拠となるデータ解析例

を提示する。

船小屋温泉の付随ガスの 3He/4He比と 4He/20Ne比

の値（表１）を，3He/4He－ 4He/20Neダイアグラム

にプロットしたものを図 3に示す。船小屋温泉に
流出する Heは，大気起源 Heの混入は少なく，マ

ントル起源の Heと地殻起源のそれが適度に混合し

たものであることを示している。また，付随ガスの

Heに占める起源 Heの寄与率を Shimizuほか（2005）

に示されているモデル計算法により求めると，マン

トル起源 Heが 60％，地殻起源 Heが 40％，そして

大気起源 Heが 0.1%以下という結果が得られた。

CO2については，その 13C値から（－ 4.13‰：

ガス遊離にともなう同位体分別により DICに対し

て 2.861‰重い，表 1）深部由来の CO2の混入が

示唆されるが，13Cだけでは Marine carbonateと

Sedimentary organic Carbonの混合物由来である可能

性も否定できないため，C/3He対 13C図（Sano and 

Marty, 1995）上にデータをプロットして検討した（図
4）。Heの場合と同様に，付随ガスの CO2に占める

起源炭素の寄与率を推算することができ（Sano and 

Marty, 1995），Mantle-derived CO2 が 35％，Marine 

carbonateが 56％，Sedimentary organic Carbonが 9％

となった。以上のように，付随ガスの Heと CO2の

表１　温泉水および付随ガスの化学組成

J

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10
-15 -10 -5 0 +5 +10

δD (‰)

δ18O (‰)

J

図２　鉱泉水中の水素および酸素の同位体組成
（δD対δ18O図）
Ｆ：船小屋温泉，Ｎ：長田鉱泉
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大部分が深部起源であり，地下深部から上昇してく

るこれらのガスが浅層地下水系へ流入して炭酸泉を

形成していることを語っている。

図 5 は，（CH4/(C2H6 ＋ C3H8) 比）を CH4 の 13C

に対してプロットした Barnard図と呼ばれる有機地

球化学の分野で汎用される判定図で，CH4の起源や

炭化水素ガスの熟成過程等の物理・化学的過程の変

遷をたどることができる。船小屋温泉の付随ガス中

の CH4は有機物の熱分解によって生じたものであ

り（Thermogenic），相応に地下の深い場所で生成し

たものが地表へ移動してきたとして説明される。微

生物の作用によって生成した CH4がメタン酸化を

うけても同様な化学・同位体組成となるが，CO2と

CH4の 13C値が大きく異なるため（表１参照），そ
の可能性は低いと判断できる。CH4を含む炭化水素

ガスも，Heや CO2のように，外界（深部）から浅

層地下水へ付加されたものであるとするのが妥当で

あろう。

今後は，船小屋温泉と同じく筑紫平野に存在が

報告されている筑後川周辺の他の炭酸泉（浦川，

2011）についても同様の解析を行い，福岡県西部の

炭酸泉の起源についてより詳細な検討を行いたいと

考えている。
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1．はじめに
2011年 3月 11日に発生した東日本大震災により

福島第一原子力発電所で過酷事故が発生し，セシウ

ムをはじめとする放射性物質が大量に環境中に放出

された。一方で，日本における燃料サイクルでは，

軽水炉燃料から取り出したプルトニウム，ウランを

再び高速炉で再利用し，残った高レベル放射性廃棄

物はガラス固化した後，地層処分される計画となっ

ている。つまり，現在から将来に渡り，放射性物質

の環境中における移行挙動の理解は，その自然界ま

たは生存圏への影響を考える上で，必要不可欠な研

究課題として挙げられる。この研究では，放射性物

質としてウラニルイオン，土壌中の主な粘土鉱物お

よび処分環境における緩衝材としてのモンモリロナ

イトに着目し，計算科学的手法の中でも主に分子動

力学（MD）法を用いて，粘土表面（水）での吸着

挙動について議論した。また，粘土鉱物として，よ

り吸着性能の高いイライトも取り上げた。

2．分子動力学計算による粘土 - ウラニル系シミュ
レーション
2．1　ポテンシャル関数およびポテンシャルパラメータ
今回計算で用いたMD法とは，粒子（原子やイ

オン）間に働く力を，予め求めておいた相互作用エ

ネルギー（またはポテンシャル関数と呼ぶ）の一次

微分から計算し，微小時間ごとに位置，速度を計算・

更新していく数値計算手法である。また，計算対象

とする系は，系の境界の効果が表れないように周

期的境界条件が課せられている。MD計算プログラ

ムとして，河村等の開発した mxdortoを用い 1)，計

算対象をモンモリロナイト：Na(Al3Mg)Si8O20(OH)4，

イライト：KAl2(Si3Al)O10(OH)2，水分子：H2O，炭

酸イオン：CO3
2－およびウラニルイオン：UO2

2+と

した。また，電荷バランスを保つために，カリウム

イオン：K+，塩素イオン：Cl－を場合によっては系

に加えた。原子間ポテンシャル関数としては，水の

全自由度分子モデル（BMH－EX型）を採用した 2)。

　第一式の第一項から第三項は，静電相互作用，近

接反発，分子間力，第四項および第五項は，共有結

合，第六項は，水分子などが壊れないように導入さ

れた調整項である。更に，このポテンシャルモデル

では，水の物性を精度よく再現するように三体力

項が考慮されている（第二式）。水，粘土鉱物，K+お

よび Cl－イオンのポテンシャルパラメータは河村等

によって決定されたものを採用した 2)。炭酸イオン

に関しては，Kawano等が炭酸カルシウムのMD計

算で採用したものを基に 3)，電荷とともにいくつか

のポテンシャルパラメータを量子化学計算で得られ

た物性値を基に決定し直した。ウラニルイオンの
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ポテンシャルパラメータに関しては後述する。表 1
に本計算で決定したポテンシャルパラメータをまとめた。

2．2　モンモリロナイトおよびイライトのモデル化
モンモリロナイトをモデル化する上で，Tsipursky

らの結晶構造データを参照した 4)。モンモリロナイ

トは，八面体シート中の Al3+がMg2+と置換するこ

とにより，ベーサル面が負電荷を帯びるようになる。

これが原因で層間水中を陽イオン（例えば Na+）が

拡散あるいは吸着する。図 1に八面体シートの構造
を示しているが，実際はこのように，全てのサイ

トが AlまたはMgで占められているわけではない。

サイトは，OH基がどこに位置するかで，Trans-

octahedron (M1)と Cis-octahedron (M2)に分類されて

おり，ここでは，エネルギー的に安定と考えられて

いるM1サイトを空孔とするモデルを採用した。更

に図 1では，M1サイトにMgを配置させているが，

計算では，残ったM2サイトに対して，AlとMgの

比が 3:1になるよう配置した。

MD計算の効率を考慮し，以下のような手順でモ

ンモリロナイトのスーパーセルをモデル化した。

1）モンモリロナイトは単斜晶系であるので，ユニッ

トセルを z軸方向に 2つ重ねて，a軸と c軸が 90°

に近くなるよう原子位置を再定義した。

2）層間距離を任意に広げると同時に層間中の Na

を取り去り，8面体シートの陽イオンを Alと Mg

の原子比が 3:1になるようランダムに配置した。こ

の時，M1サイトは空孔にした。

3）水分子だけで構成されるセル（水ボックス）を

別に作成し，モンモリロナイトの層間に挿入した。

吸着種は水ボックスを作成する過程で混入させた。

イライトはモンモリロナイトのスーパーセルを基

に作成した。イライトはモンモリロナイトと異なり，

4面体シート中の Si4+が Al3+と置換することにより

ベーサル面がより大きな負電荷を帯びるようにな

る。そのため，層間には普通 K+のみが存在し，水

を含まない構造をとる。モデル化の手順は，以下の

通りであった。モンモリロナイトの 8面体シートを

全て Alを中心として配置した。4面体シートそれ

ぞれに対して，Siと Alの原子比が 3:1になるよう

ランダムに配置した。イライトは普通層間水を考慮

する必要はないが，モンモリロナイトと同様に，層

間に表面水として水ボックスを挿入できるようにし

た。

イオン Z(e) a[Å] b[Å] c[(kcal mol-1)1/2Å3]

三体 f[10-11J] θ[degree] rm[Å] gr[Å-1]

OU-U-OU 0.000367 180.0 1.69619 11.9

二体（共有） D1[kcal mol-1] β1[Å-1] β2[Å-1] β3[Å-1] r3[Å-1]D2[kcal mol-1] D3[kcal mol-1]

Oc-C 38923.121 5.5 2.5 0.0 0.0-4845.582 0.0
OU-U 70170.626 5.0 2.24 0.0 0.0-7023.28 0.0

Oc -0.9661 1.7615 0.1404 20
C 0.8983 0.9678 0.1241 0.0

OU -0.25 1.868 0.1510 20.0
U 2.50 1.650 0.1585 0.0

表１　BMH-EX型ポテンシャルパラメータ

図１　モンモリロナイトの八面体シート

Trans-octahedron

Cis-octahedron
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2．3　計算手順
全ての計算は，NTPアンサンブル条件（定温定

圧）で行った。はじめに計算対象とするスーパー

セルを準備し，Dt = 0.4 fs/stepにて，100 K，1気圧

で 100,000 stepを計算した。100 Kの低温で計算を

はじめたのは，初期配置で生じているエネルギーひ

ずみを，徐々に緩和するためである。続く 100,000 

stepの計算中に，0.01 K/stepの温度上昇率で 300 K

に到達させた。その後更に 300 Kの平衡状態のアン

サンブルを得るのに 100,000 step計算した。

3．自由水中のウラニルイオンの水和構造
3．1　UO2

2+ のポテンシャル関数の構築
自由水の計算では，2,000分子の水分子を基に，

溶存イオン（または分子）と水分子の数の合計が

2,000になるようにした。ここでは，ウラニルイオ

ンと炭酸イオンの非共存および共存系を計算した。

一方，粘土鉱物では，ベーサル面近傍の表面水で

の吸着状態を調べるために，スーパーセルに存在す

る 2つの層間の一つを水で満たし，残りは水を存在

させないようにした。つまり，この研究では，「粘

土鉱物の表面を層間が大量の水分子で満たされたと

きのベーサル面」と仮定した。実際の粘土の表面は

このような単純なものではないことを注意してお

く。モンモリロナイトおよびイライトのいずれも層

間には Kイオンを存在させた。層間水側は，ウラ

ニルイオン，溶存イオンおよび水分子の合計が 2,000

になるようにした。

ウラニルイオンのポテンシャルパラメータを決定

するにあたり，はじめにウランのイオン電荷から

決定した。UO2
2+に対する Uイオンの電荷は実験的

に得られていないので，ここでは，Gaussian09量子

化学計算コードを使って求めた 5)。計算手法として

は DFT法の一種である B3LYP法，Uの基底関数に

は Stuttgurt 1997 RSC ECP，Oには aug-cc-pvtzを採

用した 6)。真空中での UO2
2+の構造最適化計算から，

Uのファンデルワールス半径を 0.186 nmとしたと

きの静電ポテンシャル電荷を Uイオンの電荷とし

た。最終的に，Uイオンの電荷は +2.5(e)，酸素イ

オンの電荷は -0.25 (e)と決定した。次に，イオン電

荷以外のポテンシャルパラメータを決定するため

に，O-U-O全エネルギーのU-O間距離依存性および，

∠ O-U-O角度依存性を計算し，それらを基にポテ

ンシャルパラメータを合わせ込んだ。但し，量子化

学計算の結果だけでは，ウラニルイオンの水和構造

を精度よく再現しないことから，実験データも合わ

せて参考にし 7)，最終的にポテンシャルパラメータ

を決定した。

3．2　UO2
2+-K+-Cl--H2O 系

300 Kでのスナップショットを図 3に示す。ウ
ラニルイオンは O-U-Oの構造を保持し，その周り

図 2　Gaussian09 によるウラニルイオンの全
　　　エネルギーのU-O距離および∠O-U-O
　　　角度依存性

∠O-U-O [deg]r(U-O) [Å]
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図 3　ウラニルイオン - 水系シミュレーション
のスナップショット　水分子は赤白の
棒、黄は Uイオン、赤は酸素イオン、紫
は K イオン、緑は Cl イオンであり、U
と K イオンに関しては最近接イオンと多
角形を形成するよう描画している
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に水を 5つ配位する構造をとることが分かる（図
4 (a)）。このとき，U-OH2O距離は 2.412Å，U-Ouranyl

距離は 1.788Åであった。実験的には水の配位数は

4.5-5.3，U-OH2O距離は 2.40-2.46Åであることが知

られている 7)。また，100,000 stepの計算では，ウ

ラニルイオン同士のオリゴマー化は観察されなかっ

た 8)。このようなシミュレーションにおける原子配

置は，初期配置に強く依存するので，ウラニルイオ

ンの数を増やすか，計算時間をもっと長くとれば，

そのような現象も見られたかもしれない。一方，K

イオンに関しては，水の配位数は 4-6となっており，

配位数が変化しやすいことがうかがえる（図 4 (b)）。
ちなみに，K-OH2O距離は 2.658Åであった。

3．2　UO2
2+- CO3

2--H2O 系
300 Kでのスナップショットを図 5に示す。この

系でも同様に，ウラニルイオンに水が 5つ配位し

ていることが分かる（図 6 (a)）。このとき，U-OH2O

距離は 2.411Å，U-Ouranyl距離は 1.787Åであった。

炭酸イオンの配位数については，Cに対して，

Ocarbonateが 3配位，OH2Oが 11-13配位，HH2Oが 11-14

配位であり，それぞれ平均距離は 1.286Å，3.429Å，

2.547Åであった（図 6 (b)）。炭酸イオンに関する
実験データは意外なほど少ないが，Kamedaらによ

ると，Ocarbonateが 3配位，OH2Oが 9.1配位，HH2Oが 9.1

配位であり，それぞれ平均距離は 1.3Å，3.35Å，2.68

Åと測定されている 9)。Kerisitらによって水溶液中

の炭酸ウラニルのMDシミュレーションが行われ

ているが，U-OH2O距離は 2.48Å，配位数 5と報告

されている 10)。また，今回の計算では，ウラニルイ

図 4　ウラニルイオンおよび K イオンの二体相
関関数および配位数（a）ウランとウラ
ニルイオンおよび水分子の酸素、（b）K
イオンと水分子の酸素

Distance [Å]

Distance [Å]

図5　ウラニルイオン-炭酸イオン-水系シミュ
レーションのスナップショット　茶は炭
素を表しており、それ以外は図 3と同じ

図 6　ウラニルイオンおよび炭酸イオンの二体
相関関数および配位数（a）ウランとウ
ラニルイオンおよび水分子の酸素、（b）
炭素と水分子の酸素および水素、炭素と
炭酸イオンの酸素

Distance [Å]

Distance [Å]
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オンおよび炭酸イオンの数が少なかったためか，炭

酸ウラニル錯体の生成は観察されなかった。

4．モンモリロナイトおよびイライトの表面水
近傍での UO2

2+ の水和構造
4．1　モンモリロナイトのシミュレーション結果

300 Kにおいて，ウラニルイオンが 1分子入った

系のMD計算後のスナップショットを図 7に示す。

　また，この図に対応する層間水中の粒子分布（但

し，z軸方向）を図 8に示す。この系では，ウラニ
ルイオンがベーサル面近傍に存在していたため，そ

の相互作用の状態を観察することが可能となった

（図 9）。この結果は，ウラニルイオンは水を配位し

たまま，つまり外圏錯体としてモンモリロナイトの

ベーサル面近傍に存在することを強く示唆してい

る。このようなウラニルイオンの吸着形態は，一部

の Kイオンが内圏錯体として，ベーサル面の酸素

を配位するのとは対照的である。ここで，Uイオン

とベーサル面の Oイオンとの 2体相関関数に対し

て，4.7-5.0Åの付近にピークを見ることができる（図
10）。これは，自由水中におけるウラニルイオンの

Uと第二水和圏の距離 ~4.8Åとほぼ一致している。

すなわち，モンモリロナイトのベーサル面近傍にお

いては，ウラニルイオンはちょうど第二水和圏程度

離れたところで，吸着するものと考えられる。

また，モンモリロナイトの層間水中の粒子分布を

見ると，ベーサル面近傍では，水分子が層状に存在

することが分かる。z = 30Å付近では（層間のほぼ

中央），水分子の分布が比較的平坦になっているこ

とから，自由水に近い状態を模擬できていると考え

ている。

図 7　モンモリロナイトの MD 計算スナップ
ショット（ウラニルイオン 1 分子）　
Si-O の四面体を青、Al-O および Mg-O
の八面体をそれぞれ灰および橙で表す

図 8　モンモリロナイト表面水中の粒子分布
（ウラニルイオン 1分子）
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図 9　モンモリロナイトのベーサル面付近の
ウラニルイオン

図 10　モンモリロナイトのベーサル面の酸素
とウランとの二体相関関数

Distance [Å]
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4．2　イライトのシミュレーション結果
300 Kにおいて，ウラニルイオンが 1分子入った

系のMD計算後のスナップショットを図 11に示す。
この図に対応する層間水中の粒子分布（但し，z

軸方向）を図 12に示す。ウラニルイオンが 1分子

入った系では，ウラニルイオンがベーサル面近傍に

存在しており，その吸着挙動は，モンモリロナイト

とは対照的に，イライトでは内圏錯体として存在す

ることが観察される（図13）。イライトのようにベー
サル面が強く負に帯電しているような場合，ウラ

ニルイオンはベーサル面の 2つの O原子を共有し

ながら，吸着することが判明した。ここで，Uイオ

ンとベーサル面の Oイオンとの 2体相関関数に対

して，2.2Å付近にピークを見ることができる（図 14）。

2.2Åはウラニルイオンの Uと第一水和圏との距

離にほぼ一致している。また，ウラニルイオンを複

数個存在させた系の計算では，2.2Åの他，4.8Åに

もピークを確認できた。すなわち，イライトでは，

内圏錯体のような強い吸着とモンモリロナイトで見

られた弱い吸着の二種類の結合形態が存在すること

が分かった。次に，ウラニルイオンを 1つ存在させ

た系で見られた強い吸着の配位構造を調べるため

に，Uに対する水分子とベーサル面の酸素の配位数

の時間変化を評価した（図 15）。ここで配位数とし
て，フェルミ関数で定義される有効配位数を採用し

た 11)。

いずれの配位数に対しても，κ-1 = 0.1Åとし，rc

はベーサル面の酸素に対しては 3.2Å，水分子の酸

素に対しては 3.5Åとした。シミュレーションの間

中，ベーサル面とは 2つの結合を保ったまま，水分

子とは 2あるいは 3つの結合で変化することが判明

した。ウラニルイオンが増えてくると，ベーサル面

図 11　イライトのMD 計算スナップショット
（ウラニルイオン 1分子）

図 12　イライト表面水中の粒子分布
（ウラニルイオン 1分子）
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図 13　イライトのベーサル面付近のウラニ
ルイオン

図 14　イライトのベーサル面の酸素とウラ
ンとの二体相関関数

Distance [Å]
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から離れて存在するようなものも観察されるように

なるが，そのような場合には，水ボックスやモンモ

リロナイトの場合と同様に，水分子を 5つ配位して

いることが観察された。

また，イライトの層間水中の粒子分布を見ると，

ベーサル面近傍では，Kイオンが強く内圏錯体とし

て吸着しており，その外側に水分子が存在すること

が分かる。z = 30Å付近では，モンモリロナイトと

同様に，イライトにおいても水分子の分布が比較的

平坦になっていることから，自由水に近い状態を模

擬できていると考えている。

5．まとめ
本研究では，自由水，モンモリロナイト表面水お

よびイライト表面水におけるウラニルイオンの水和

および吸着状態をMDシミュレーションを用いて

評価した。自由水においては，より現実に近い系で

重要となる炭酸イオンの挙動についても評価した。

・自由水および粘土鉱物のMD計算用スーパーセル

のモデル化を可能とした。ウラニルイオンおよび

炭酸イオンに対して，原子間ポテンシャル関数お

よびポテンシャルパラメータを実験値および量子

化学計算の結果をもとに構築した。

・MD計算で得られた自由水中のウラニルイオンの

水和錯体構造は実験値とよく一致していた。炭酸

イオンについても，その水和構造は実験値をある

程度再現していた。

・モンモリロナイトのベーサル面近傍において，ウ

ラニルイオンは外圏錯体として吸着する傾向があ

ることが判明した。このとき，ウラニルイオンの

中心にあるUとベーサル面の酸素との距離は，自

由水中で見られるウラニルイオンの水和錯体構造

における第二水和圏の半径とよく一致していた。

また，ウラニルイオンの水和構造は，ベーサル面

に吸着する／しないに関わらず，水分子を5つ配

位する構造であった。

・イライトのベーサル面近傍において，ウラニルイ

オンは内圏および外圏錯体として吸着すること

が分かった。内圏錯体ではUはベーサル面の酸素

を2つ共有し，吸着することが判明した。このと

き，水分子の配位数は2～3で変化することが，配

位数の時間変化解析から明らかとなった。一方，

外圏錯体として吸着する場合は，その振るまいは

モンモリロナイトと同じようなものであった。

現在，ウラニルイオンの粘土への吸着のほか，粘

土中の拡散挙動についても研究を進めている。また，

ウラニルイオンだけでなく，トリウムイオンに関し

ても同様の評価を行っている。今回は計算手法とし

て古典MD法を用いているが，最近では，小さい

系ではあるものの第一原理MD計算を用いた研究

も盛んに行われるようになっている。我々もこのよ

うな高度な計算手法を取り入れながら，より精度の

高い，信頼性の高い評価に向けて努力していくつも

りである。
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1. はじめに
福岡県内の多くの河川は，流域が崩壊し易い花崗

岩で形成されており，流域で生産された多くの砂が

出水のたびに河道内に流下・堆積する。そのため，

土砂の堆積や河床洗掘が河川の維持管理上の大きな

問題となっており，特に土砂の浚渫費用は財政を圧

迫している。

一方，河川環境に目を向けると，治水事業による

河道の直線化や護岸工事が進み，農業用の取水堰も

多く設置されたことで，瀬・淵の少ない，また水際

形状の単調なものが多い。その影響からか，河川淡

水域では魚類，河川感潮域では水際に生息する昆虫

類や甲殻類などの底生動物で絶滅の危機に瀕してい

る種が多くみられている。

全国的にはこれら脆弱した河川環境の回復のた

め，多自然型川づくり（2006年の見直しで「型」

にはめない川づくりの必要性から「多自然川づくり」

に改名された）が 1990年頃から始まり，福岡県内

でも優れた工事が幾つか行われてきた。しかし，国

の補助のない小さな災害復旧や通常の維持管理で

は，緊急性や財政難から，これまで同様に治水を優

先させた護岸工事や浚渫工事となり，河川環境の改

善が図られることはほとんどない。

この要因の一つとして，治水と環境を両立した川

づくりの研究がまだ始まったばかりで，維持管理ま

でを含めた効果的・効率的技術が未だ確立していな

いことが挙げられる。すなわち，長期的にみて，維

持管理の少ない，しかも生物の生息にも配慮した河

川改修法の確立が求められるところである。

しかし，河川管理上重要な土砂管理と水生生物の

生息場の保全について併せて研究した事例はほとん

どない。そこで，本報告では，福岡県で問題の大き

い砂河川における土砂堆積の軽減・遅延対策方法と

して澪筋の有効性を調査・評価した研究と 1），多自

然川づくりの要素技術として低水路拡幅，水際の無

固定，低水路内の巨石在置の有効性等を評価した研

究 2）の 2つの事例を紹介するとともに，その結果

を基に土砂管理に配慮した多自然川づくりについて

考察・提案する。

なお，本報告は筆者の博士論文「中小河川におけ

る土砂管理及び水生生物に配慮した水際処理方法の

研究（2013.1月）」から抜粋し，加筆・修正したも

のである。また，主たる内容は，土木学会河川技術

論文集第 16号，17号で発表済みである。

2. 砂河川における水際処理方法と河川管理
2-1. 調査対象区間
西郷川は，福岡県福津市を流れて玄界灘に注ぐ長

さ 10km，流域面積約 25km2の 2級河川である。本

川には農業用の取水堰または床固めが合わせて 56

基設置され，堤防のほとんどはコンクリートブロッ

クで護岸されている。

河床材料は，全川にわたって砂が主体である。西

郷川では出水にともなう土砂の堆積が著しく，市街

化された下流域では，氾濫防止のため河道掘削が毎

年のように実施されている。

本研究の対象区間は，図 1に示す澪筋区および
平坦河床区の 2区間とした。両区間ともに河床勾配
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約 500分の１，d60（60%通過粒径）約 1.3mmで 3），

セグメント区分 5）の 2-2に相当する。計画高水流

量（降雨確率 1/30）は 215m3/sである 3）。澪筋区お

よび平坦河床区の造成工事は，2007年の 1～ 3月

に福岡県が実施した。掘削直後の河川状況，掘削前

後の横断形状を図 2 に示す。

2-2. 調査方法
各年の出水による土砂の堆積および浸食量を把

握するために，掘削直後の 2007年 6月から 2009年

11月の期間に 4回 , 図 1に示した澪筋区および平
坦河床区のそれぞれ 4側線で横断測量を実施した。

調査時期と出水との関係を図 3 に示す。ここで

流量は，増水による河床変動を対象とするため，気

象庁が公表する近傍の宗像観測所降雨量データか

ら合理式 5）により求めたピーク流出量とした。　

横断測量の結果を基に，河道掘削直後の 2007年

6月時点を基準にして単位河道長あたりの土砂堆積

量（m3/m）を算出した。

初期断面形状の違いによる土砂流送量との関係

を明らかにするため，期間中の掃流砂量と浮遊砂量

を計算した。流砂量式は芦田・道上の式 6），7）を使

用し，水位，流速，摩擦速度などの水理諸量は，日

ピーク流量からManningの平均流速公式 6）で求め

た。

2-3. 調査結果
澪筋区の河川敷は，2009年 11月現在掘削直後の

2007年 6月とほぼ同じ形状が維持され，土砂の堆

積はほとんどない。低水路では，左岸側に土砂が堆

積して中洲が徐々に形成され，右岸側では河床が低

図1　西郷川の位置と研究対象河川区間

図2　河道掘削形状 図3　調査対象区間の流量の推移と調査時期
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下した（図 4）。
平坦河床区の河川敷は，2007年 7月の出水によ

り地盤高が上昇したが，同年 10月以降は大きな変

化はみられなかった。一方，低水路では，2008年

の出水で堆積が起こり地盤高が上昇した後，2009

年 7月の出水で逆に河床が洗掘された。この洗掘に

よって河川敷と低水路の河床高の差が 1m以上とな

り，明瞭な澪筋が形成された。ただし，低水路幅は

ほとんど変化していない。

河床材料は，澪筋区では陸上部が粘土・シルトま

たは細砂などの細粒土が主体で，経年変化は小さい。

水中部では中砂が主体であり，陸上部と同様に経年

変化は小さい（図 5）。平坦河床区では，2007年 10

月時にはその前の出水で河川敷に多量の土砂が堆積

河川敷

比高＝ 0.9 ～ 1.2m

した。その主体は中砂であった。その後，礫が徐々

に増加した。水中部も陸上部と同様に，2007年 10

月は中砂が主体であったが，粗砂・礫の割合が徐々

に増加した。澪筋区の土砂堆積速度は，平坦河床区

に比べて緩やかであった。平坦河床区では，調査前

の出水流量が約 64m3/s と少なかった 2009年 1月に

堆積量が大幅に増加したが，過去 20年間で第 2位

となる 144 m3/s の出水があった 2009年 7月後の 11

月には逆に洗掘によって堆積量が減少した。なお，

降水量から算出した過去 20年間の平均年最大流量

は 90 m3/s，最大は 166m3/s，最小は 46 m3/sである。 

流砂量は，両区とも低水路が河川敷に比べて多

かった。また，流砂形態は，ほとんどが掃流砂で，

浮遊砂は少なかった。流砂量の区別合計は，澪筋区

が平坦河床区の約 1.3倍と多かった（図 7）。

2-4. 考察
観測期間において，澪筋区は河川敷の地形が維持

され，土砂の流送は主として低水路で行われたと考

えられる。一方，平坦河床区では河川敷の地形が小

出水時に大きく変化し，低水路と同じ河床材料の堆

積がみられた。このことから，平坦河床区では河川

図4　河床横断形状の経年変化

図5　河床材料の経年変化

図6　土砂堆積量の経年変化

図7　観測期間中の流砂量（計算値）
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敷が土砂の流送に大きく関わり，堆積もより速い段

階で起こったものと考えられる。

以上の結果から，砂河川における土砂の堆積を軽

減・遅延させる方法として澪筋の造成が有効であり，

維持管理コストの低減が図れるものと推察される。

ただし，澪筋の幅は各河川の流量に併せて検討する

必要がある。

3. 水際処理方法と魚類の分布特性
3-1. 調査対象地区の概要
研究対象地区は，板櫃川の河口から約 5kmに位

置する高見地区である（図 8）。この地区に改修方
法別に A～ D区の４調査区間を設定した（図 9）。
最上流の A区は，整備後 50年以上が経過しており，

低水路内には巨石が在置されていた。護岸は，低水

路との間に巨石が配置され草が生える自然な緩傾斜

護岸となっていた。低水路内には巨石が在置されて

いた。

その下流の B区と C区は，改修前は二面張りの

護岸で水辺に近づくことができなかったため，自然

を生かした川づくりを目指した河川整備が進められ

た。

B区は調査開始当初の 2005年は低水路の改修直

後で，低水路幅が広く巨石が点在していた。2007

年に高水敷を含めた工事が概ね終了した。本研究

で，低水路拡幅と巨石在置の効果を評価する区間で

ある。

C区間は，調査を開始した 2005年の 2年前に既

に改修を終えており，改修工事の際に河道内から出

てきた巨石はすべて取り除かれ，低水護岸として利

用された。

最下流の D区は，2005年には改修から 50年以上

経ち，土砂が堆積し，草木が生い茂り，河道も自然

な形で蛇行し，水深や流速も多様であることが目で

みてわかる区間であった。しかし，2008年の調査

時には，それまでの出水で調査区間の下流側の澪筋

図9　調査対象区間

図8　研究対象河川及び対象地区の位置
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が左岸側に寄っていた。2009年には，遊歩道工事

のため，調査区間のほぼ全域の澪筋が左岸側護岸の

護床ブロック沿いに寄せられていた。

3-2. 調査方法
各区に瀬・淵を含む 3～ 4のリーチ（1リーチ：

縦断方向の長さ 10～ 20m，以下「地点」と記す）

を調査範囲として設定し，物理環境調査及び魚類調

査を実施した。

物理環境調査では，各地点に 2m間隔の横断測線

を設け，さらに測線上の流水部を横断的に均等に分

割して，その中央部に測点を設定した。各測線では

水面幅，設定した 5～ 10の測点の水深，流速，河

床材料を調査した。流速は，各測点の 6割水深部

を電磁流速計で測定した 3回の平均値とした。河

床材料は各測点上の礫の長径を砂（<0.2cm），小礫

（0.2～ 1.6cm），中礫（1.7～ 6.4cm），大礫（6.5～

25.6cm），巨礫（>25.7cm），岩盤に分類し，その出

現割合を各測線の粒度分布（％）とした。また，各

地点内の長径 50cm以上の巨石を計数した。植生は，

各測線の水際水中部と水際陸上部で有無を目視で確

認し，各地点での確認割合をそれぞれの植被率（%）

とした。

魚類は電気ショッカーを用いて地点ごとに採捕

し，種類別に全長を測定した後，採捕地点に放流し

た。

物理環境及び魚類調査の時期は，2005年 10～ 11

月，2008年 12月，2009年 12月である。2009年には，

調査前の 7月に中国・九州北部豪雨が発生し，A区

では下流部の遊歩道の被災，B区では澪筋や瀬淵の

位置や大きさの変化，C区では一部河床低下などが

見てとれた。

3-3. 調査結果
（1） 魚類の分布
低水路幅を広げ，巨石を在置した B区の種数は，

図 10に示すように改修直後の 2005年から他区と

差がなく，2009年には最上流の A区とともに調査

区間の中では最も多かった。

魚類の平均個体数は， 2005年には改修直後の B

区と改修後 50年以上経過した D区は同程度で，改

修 2年後の C区に比べて多かった。そのため，B

区は改修工事直後に速やかに魚類生息場としての環

境が回復したと考えられる。その後，各区ともに減

少傾向を示した。特に個体数の多かった B区と D

区で，オイカワ・カワムツ・ヨシノボリが減少した。

（2） 魚類の分布と物理環境との関係
2005年は図 12に示すようにオイカワ大，カワ

ムツの大・小，ムギツク，ギンブナ，イトモロコ，

ドンコと平均水深との相関が高く（r=0.69以上），

図10　魚類の調査区別分布

図11　オイカワ・カワムツのサイズ別分布の比較

図12　魚類の平均個体数と物理環境との関係
（2005年）
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2005年の魚類分布は巨石と相関の高い水深に大き

く依存していたと考えられる。このうち，ムギツク・

ドンコは岩盤とも負の相関が高く，岩盤が多く水深

が他区に比べて有意に浅かった C区で少なくなっ

たと考えられる。

このほかに図 11に示したように 2005年に C区

でカワムツ大が殆ど出現しなかったのも水深が浅

かった影響と考えられる。巨石は水深，特に図 13
に示すように最大水深と正の相関が高かった。これ

は巨石の存在によってその周辺が掘れて深くなる R

型の淵のでき方 8）で説明できる。また，巨石は水

際水中の植生被度とも相関があり，水際植生の回復

に効果があるものと推察される。

4. 土砂管理に配慮した多自然川づくり
河川における土砂堆積の遅延・軽減手法として，

澪筋区の設置を提案する。

澪筋を確保するため低水路幅を狭めると計算上は

流速が増加し（図 14），魚類の生息が難しくなる。
板櫃川では平均流速 20cm/s 以下が魚類の生息密度

の高い場所であった（図 15）。しかし，実際に西
郷川で澪筋を作っても瀬・淵の形成に伴い水深・流

速が多様になり，流速 20cm/s 以下の場所も出現し

ている（図 14）。このほか，オイカワ小（当歳魚）
は水深 10～ 20cmの浅い場所を好み（図 15），コ
イ，フナ等は産卵付着基盤として水際植生が必要で

ある。したがって，土砂の堆積を遅延・軽減させる

方法として澪筋の確保は有効であるが，同時に瀬・

淵，浅場，水際植生の形成にも配慮する必要がある。

淵，水際植生の形成には，前述のように巨石の配

置が効果的である。また，巨石は淵と同時に瀬の形

成を誘導させることができる。浅場は，川幅を広げ

ると土砂が堆積することで形成される。また，搬入

路を設けると堆積した土砂の効率的な排出が可能と

図13　巨石と水深及び水際水中植生との関係
（2005年）

図14　西郷川の流速・水深の実測値と
低水路幅からの流速計算値

図15　板櫃川の魚類の分布と流速・水深との関係

図16　土砂管理に配慮した多自然川づくりの
イメージ
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なる。以上の考え方を基本に，土砂管理に配慮した

多自然川づくりのイメージを図 16に示す。すなわ
ち，土砂の堆積しにくい低水路幅を狭めた澪筋区間

と土砂の堆積しやすい低水路拡幅区間を適宜配置す

るものである。この図では，瀬・淵ができやすいよ

うに巨石の配置に配慮している。長期的には澪筋の

位置が変化する。特に，川幅を広げた区間は土砂が

堆積し易いため，いずれ水面幅が狭まるとことが予

想される。この際も魚類の生息場としての価値が低

下しないように，各所に巨石を配置し，その周りに

深みができるように考えた。

5. おわりに
本報告では，砂河川における土砂管理と多自然川

づくりを両立させる手法について提案した。今後，

実際の河川でこの提案が採用され実証されること，

人と生物が活き活きとする環境が多くの河川で復活

することを期待したい。
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環境水中の難分解性有機物の分画試験に関する検討
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１．はじめに
環境水中の難分解性有機物は，腐植物質と呼ばれ

る有機物で構成されており，難分解性の腐植物質は

河川水中の溶存有機物（DOC）の 70～ 90％，湖沼

中の DOCの約 40%，海水中の DOCの約 10%を占

めていると報告されている。環境水中の DOC濃度

の一例を表１に示す。表１より，湖沼域などの閉鎖
性水域で富栄養化になっている水域では，DOC濃

度が高い傾向にある。したがって，これらの DOC

は水域に蓄積する難分解性有機物に相当し，COD

を上昇させる原因となり，CODの環境基準値を満

足することができない要因の一つとなっている。し

たがって，環境水中の難分解性有機物量を把握する

ことは，閉鎖性水域等で問題となっている COD上

昇原因の究明とその解決への足がかりとなることが

期待される。

環境中の溶存有機物の分類を図１に示す。環境水
中の DOCは，親水性 DOCと疎水性 DOCに分類さ

れ，さらにそれぞれにおいて，酸性，中性及び塩基

性に分類される。親水性 DOC は，ラン藻類などの

植物藻類由来のものが多く，疎水性 DOC はフミン

酸等の腐食物質や中性洗剤等の人為由来のものが多

いとされている。この疎水性 DOCが COD上昇の

原因となる難文分解性有機物に相当すると考えられ

る。しかしながら，一般的に，環境水中の難分解性

有機物は，複雑で不均一であるため，その構造の特

定や濃度を測定するためには，複雑な分析操作が必

要となり，膨大な時間やコストが必要とされる。し

たがって，COD上昇の原因の究明とその解決への

足がかりとなり得る環境中の難分解性有機物の指標

をより簡便に測定できるようになることが求められ

ている。本研究では，難分解性有機物の指標の一

つとして有効と考えられる DOCに注目した。アク

リルエステル系の樹脂を用いて DOCを親水性 DOC

と疎水性 DOCに分画し，各画分の分布を把握する

ことで，難分解性有機物の指標としての有用性につ

いて検討した。

２．実験方法　
2.1　分析対象試料
湖沼水，海水，河川水及び排水を分析試料として

用いた。

表１　環境水中のDOC濃度

図 1　溶存有機物の分類
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2.2　使用器具及び試薬
アクリルエステル系樹脂：非イオン性多孔質の

DAX-8は，アクリルエステル系の樹脂により構成

され，表面積が大きく，疎水性の有機物を吸着する

性質を有している。分画試験を実施する前に，不純

物の除去やブランクを低減させるために，樹脂を水

酸化ナトリウムや塩酸で精製した。　

器具：試験で使用する主な器具は，樹脂を充填す

るカラムとビーカー，孔径 0.45㎛のガラス繊維ろ

紙（GFP）である。なお，本試験で使用する器具は，

器具からの汚染を防ぐために，全てガラス製とし，

洗剤及びアセトンで洗浄した後，550℃で乾燥させ

た。

TOC計：分画試験により得られた溶離液中の全

有機炭素を全有機炭素分析装置（TOC計：島津製

作所社製 AT5000）で測定した。

2.3　分画の作業手順
精製処理した DAX-8樹脂を使用して，DOCの分

画試験（図 2）を実施した。水試料を孔径 1㎛ろ紙

でろ過を行い，ろ過の前後の試料の TOC測定を実

施した。ろ液を塩酸により pH2に調整し，DAX-8

樹脂に通水させ，吸着した有機物を水酸化ナトリ

ウム溶液により溶離させた。通過液と溶離液中の

TOCを測定し，親水性 DOCと疎水性 DOC濃度を

算出した。

３．結果及び考察
3.1　操作ブランク試験
溶存有機物の測定では，試薬や器具等からの汚染

を防ぐことが重要である。本試験で使用した超純水

を用いてブランク試験（n=3）を実施した結果を表
2に示す。表 2より，Blank1の試験では，イオン

交換水中の TOC及び DOC濃度は，0.1mg/L未満で

あったが，親水性 DOC及び疎水性 DOC濃度は検

出された。これは，DAX-8樹脂による分画操作中

に，何らかの汚染が生じたためと考えられる。そこ

で，Blank2の試験で，分画試験直前に水酸化ナト

リウム（NaOH）溶液によるコンディショニングを

実施した結果，親水性DOC及び疎水性DOC濃度は，

0.1mg/L未満であった。このことから，分画試験を

行う前に，水酸化ナトリウムによるコンディショニ

ングを実施することで，DAX-8樹脂や器具からの

汚染による分析値への影響を抑制することができる

ことが確認された。また，Blank2の繰り返し試験

により算出した親水性 /疎水性 DOCの定量下限は

以下に示すとおりであった。

　　親水性 DOCの定量下限値：0.2 mg/L

  　  疎水性 DOCの定量下限値：0.1 mg/L

図２　分画試験操作の概要

表２　操作ブランク試験結果
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３. ２　回収率試験
分画試験の正確性を検討するために，疎水性有機

物であるフミン物質溶液の親水性 /疎水性 DOC分

画試験を実施した。分析結果を表 3に示す。2種類

の濃度に設定したフミン物質溶液を測定した結果，

溶液中の DOC濃度と疎水性 DOC濃度もほぼ一致

し，回収率も良好であった。

3.3　試料中の難分解性有機物の分画試験結果
閉鎖系水域の水試料の DOCの分画試験結果を表

４に示す。これらの結果より，本分析法では数 mg/

Lである水試料中の親水性及び疎水性 DOCの分画

試験が± 10％内の精度で測定可能であることが確

認された。

3.4　親水性/疎水性DOC 分画溶液中のBOD 濃度
湖沼水試料の親水性及び疎水性 DOC 分画溶液中

の COD及び BOD 濃度を表 5に示す。この結果よ
り，親水性 DOC 分画溶液については，親水性 DOC 

濃度が低くなるにつれて，COD 及び BOD 濃度が低

くなることが確認された。一方，疎水性 DOC 分画

溶液の COD 濃度は 3.2～ 3.5mg/L であるのに対し，

BOD 濃度は 0.5mg/L 未満であり，微生物分解がさ

れにくいことが確認された。以上のことから，本試

験で分画された疎水性 DOC は，生物分解されにく

い難分解有機物であることが示唆された。　

3.5　湖沼水の親水性/疎水性DOC濃度の経時変化
湖沼水試料の BOD濃度，親水性 DOC濃度及び

疎水性 DOC濃度の分析結果を図 3に示す。なお，
試料は，25℃下の暗所で保存した。図 3より，試
料採取から日数が経過すると，親水性 DOC濃度及

び BOD濃度は減少傾向であるのに対し，疎水性

DOC濃度は増加する傾向にあった。これより，環

境水中の DOCは，時間が経過すると，生分解され

にくい有機物へと変化していることが示唆された。

3.6　環境水試料中の DOC の分画試験結果
表 5及び図 3より，分画試験により得られた疎
水性 DOCは，難分解性有機物の指標となり得る可

能性があることが示唆された。そこで，様々な環

境水に対して実施した分画試験結果を図４ に示す。

表３　回収率試験結果

表４　分画試験結果

表５　各分画溶液のCOD及び BOD測定結果

図３　疎水性及び親水性DOC濃度の経時変化
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図４より，以下の点が確認された。
【海水試料】

水深が浅い海水 A地点では，親水性 DOCと疎水

性 DOCの割合は，表層と底層はほぼ同じであった。

それに対し，水深が深い海水 B試料では，両者の

割合が大きく異なる傾向にあった。

【湖沼水試料】

疎水性 DOC の割合が親水性 DOCよりも高い傾

向にあった。これらの地点は，BOD 濃度は 3.0mg/L 

以下と低いのに対し，COD 濃度が 4.5mg/L と高い

地点であり，難分解性有機物が COD上昇 の一因で

あることが示唆された。

【河川水試料】

上流で採水した試料と比較すると，下流の方が疎

水性 DOC の割合が多い傾向にあった。これは，終

末下水処理場などの人為的活動が影響している可能

性があることが示唆された。

【排水試料】

疎水性 DOC の割合が多い傾向にあった。

4．おわりに
本研究で実施した分画試験法により得られた疎水

性 /親水性 DOC濃度は，これまで煩雑な分析操作

と膨大な時間を必要とした難分解性有機物の評価手

法になる可能性があることが示唆された。また，本

研究における分画試験を様々な試料に適用した結

果，以下の点が確認された。

・環境水中のDOC濃度は時間が経過するにつれ

て，親水性DOC濃度及びBOD濃度は減少傾向

であるのに対し，疎水性DOC濃度は増加する

傾向にあった。

・様々な環境水や排水試料に対して分画試験を実

施した結果，溶存有機物の特徴を把握できる可

能性があることが期待される。

・環境水中の疎水性DOC濃度が増加すると，

BOD濃度は低くなる傾向にある。

今回の試験結果より，調査対象地域の水域におけ

る疎水性 DOCは，化学分解されやすいが生物分解

されにくい有機物の可能性が高いことが示され，閉

鎖系水域などにおける COD上昇原因となる可能性

があることが示唆された。今後，様々な水域の分画

試験と水質分析を行い，閉鎖系水域等で問題となっ

ている水質汚濁の原因究明とその問題解決につなが

ることが期待される。
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図 4　様々な環境水中の分画試験結果
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１．序論
野生の哺乳類は容易に姿を確認できないものも多

い。そのため，生息状況調査ではトラップ等を用い

た捕獲，センサーカメラによる写真撮影，糞や足跡

などの痕跡（生息痕，フィールドサイン）調査など

により対象種が生息していることを把握している。

特に調査範囲が広い場合，調査者が対象地をくまな

く踏査して得られる痕跡の情報量は，他の調査手法

には代え難いものがある。

痕跡調査で難しいのは，その痕跡を残した種の同

定である。特に，糞では，形や大きさ，残された場

所，内容物が植物質か動物質かなどで判断するが，

熟練しないと判定は難しい。さらに，在来種のイタ

チ（Mustela itatsi）と外来種のチョウセンイタチ（M. 

sibirica）のように，形態による判別がほぼ不可能

な場合もある。イタチ類の糞（図 1）は細くねじれ
た形で，路傍などの開けたところで見つけることが

できるが，同じイタチ科のテン（Martes melumpus）

も同じような細長い形の糞をするため，テンの糞を

イタチの糞と誤認する可能性もある。このように不

確実さが残る糞の種同定の精度を向上することがで

きれば，有効な野外調査データが増えて調査の効率

化にもつながる。

糞には，餌生物や腸内微生物だけでなく，腸壁か

ら剥がれ落ちた粘膜の細胞などの落とし主の動物の

DNAも含まれている。糞から DNAを抽出し，特

定の生物の DNAだけを増幅して分析すれば，落と

し主の種類を識別することができる。既に，中型

哺乳類の食肉目（ネコ目）でも糞の DNA分析が実

施されており，①種特異的 Primerの使用，② PCR- 

RFLP（制限酵素断片長多型），③塩基配列決定，の

3つの方法が主に使われている（増田ら（2009））。

糞中 DNAの分析では，通常の筋肉片等から抽出

した DNAの分析とは異なり，以下の点に注意が必

要である。 （1） 糞が採集されるまで数日間屋外に放

置されていた可能性もあり，DNAの断片化によっ

て長い DNA断片の PCR増幅は難しい場合がある。

PCR増幅は 200～ 400塩基対程度が良好である。 （2） 

糞は餌生物など多数の生物の DNAが混在した試料

であり，糞の落とし主の種同定には分析したい分類

群に特化したプライマーを用いる必要がある。

日本のイタチ類では，Masuda and Yoshida （1994）

がイタチ，チョウセンイタチ，テンの 3種の標本か

ら得た DNAについてミトコンドリアの cytochrome 

b遺伝子領域の塩基配列を決め，各種間の塩基配列

の違いの程度を明らかにした。これ以来，これら 3

種の識別は，同領域の塩基配列を決めてデータベー

スに登録されている配列と比較する方法が用いられ

てきた。ただし，前述のとおり糞試料では餌生物図１ イタチ類の糞
 
テンの糞チョウセンイタチの糞
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（例えばアカネズミ）の DNAが含まれている可能

性があり，哺乳類全般の汎用プライマーではなく，

Nambaら（2007）で用いられたようなイタチ類に

特化したプライマーを用いる必要があった。

最近，Sekiguchiら（2010）が，ミトコンドリア

の D-Loop領域の塩基配列からイタチ，チョウセン

イタチ，テンのそれぞれに特異的なプライマーを設

計した。しかし，PCR増幅の有無だけで判定する

方法は簡便であるが，糞試料では，反応条件によっ

てどのプライマーセットでも増幅されないなど，判

定ができない場合がある。

そこで，アガロースゲル電気泳動だけで判定でき

て，塩基配列決定を行うよりも低コスト分析法を開

発した。これは，特異的プライマーを用いるよりも

確実な判定ができる PCR-RFLP法で，九州北部の

環境調査でよく出現する中型哺乳類を識別すること

ができる。食肉目（図 2）の中で，イタチ，チョウ
センイタチ，テンの 3種で良好に増幅し，餌である

ネズミや鳥類の DNAでは増幅されないようなプラ

イマーを設計し，系統的にイタチ類から少し離れた

群であるイヌ科のキツネやタヌキへの適用可能性も

検証した。

２．方法
２．１　試料の採取と保存
糞は，開けた場所の土の上や道路上などで形の崩

れていないものを採取した。糞を見つけたら，写真

撮影や位置の記録をした後，使い捨ての割り箸を使

用して，1つずつ新しいチャック付きビニール袋へ

入れた。これらの道具は滅菌しておく必要はないが，

試料の汚染防止のため必ず毎回新しいものを使っ

た。試料袋に日付や採取地等を記入し，DNA抽出

まで冷蔵又は冷凍で保存した。試料は少々古くて乾

燥していても分析可能だが，新鮮な糞を持ち帰って

すぐに DNA抽出した方が，確実に PCR増幅ができ

る試料が得られた。増田ら（2009）は，糞をエタノー

ル液中に保存する方法がよいとしているが，糞試料

が液に分散してしまい，抽出作業を行いにくい場合

があったため，冷蔵保存した試料を用いて，採取後

2～ 3週間以内に DNA抽出を行った。

２．２　ＤＮＡ抽出
糞からの DNA抽出は QIAGEN社の QIAamp DNA 

Stool Kitを用い，マニュアルにしたがって実施した。

抽出に用いる試料は，保存していた糞から植物の

種等をあまり含まないように，およそ 200mg（5mm

角程度の大きさ）を使い捨ての割り箸や爪楊枝を用

いてチューブに入れ，キット付属の溶解液に懸濁し

た。懸濁液は，夾雑物を除いたのち，タンパク質分

解酵素で細胞を分解し，DNAを含む水溶液を得た。

この液にエタノールを添加して専用のフィルターを

通して，DNAだけをフィルターに吸着し，不純物

を流し去った。最後にエタノールを含まない水で

フィルターから DNAを溶出して DNA溶液を得た。

２．３　PCR および塩基配列の分析
Polymerase Chain Reaction （PCR） 反応は，試料

DNAに耐熱性 DNA合成酵素 Ex Taq （TaKaRa）と

1対の 20～ 25塩基程度の合成 DNA（プライマー）
図２　食肉目のDNA分析による系統関係

(Flynnら (2005)をもとに作成)
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を添加し，サーマルサイクラー（TaKaRa）によっ

て温度を変化させて，DNA2本鎖の解離，プライマー

との対合，相補 DNA鎖の合成を連続的に行うもの

である。1本鎖に解離した DNAは，配列固有の温

度（Tm）付近でプライマーと相補する鎖と対合する。

本研究で新たに設計したプライマーは，DNA Data 

Bankに登録されているチョウセンイタチの塩基配

列に基づき，D-Loop領域の一部を挟む 200～ 500

塩基離れた位置で組になり，Tmが 60℃程度になる

一対の配列を，探索ソフト “primer3plus” を用いて

探索した。ミトコンドリアゲノム上の遺伝子の配置

とプライマーの位置関係は図 3に示した。
PCR反応液の組成，プライマーの塩基配列，反

応の温度条件は表 1 ～ 3にまとめた。糞から抽出

図３　プライマーの位置

表１　PCR反応液の組成

表２　分析に使用したプライマー

表３　PCR反応の温度条件



― 39 ―

したDNAには反応を阻害する物質が含まれるため，

反応液にはBovine Serum Albmine（BSA）を添加した。

反応の温度条件は，プライマーの Tmによって，ア

ニーリング温度 57℃と 52℃に使い分けた。

PCR産物は 0.5× TBEバッファー中で 2% LO3

アガロース（TaKaRa）ゲル電気泳動を行い，臭化

エチジウムで染色し，紫外線を照射して赤色の蛍光

を観察した。プライマーDL2F-DL2Rの PCR産物は，

塩基配列の違いを分析するため，PCR産物 4μLを，

10×制限酵素バッファー 1μLと滅菌水 5μL，制限

酵素 0.1μLを含む液と混合し，37℃に 60分以上おい

て制限酵素処理を行ったのち，低分子量の分解能が

よい 4% NuSieve 3:1アガロース（Seakem）ゲルで

電気泳動を行った。使用した制限酵素を表 4に示
した。

一部の PCR産物は QIAquick PCR purification kit

を用いて精製し，DNAシーケンサーによって塩基

配列を解析した。

３．結果と考察
３．１　種特異的プライマーによる種同定の検証
九州内で採集したイタチ類の糞 4検体（サンプル

1～ 4），イタチとは異なる「ため糞」から採集した

2検体（サンプル 5，6）の DNAを用い，対照として，

別に同定済みの標本から得たイタチとチョウセンイ

タチの DNAを使用して，先行研究で用いられた種

特異的プライマーによる種同定について検証した。

Cytochrome b 領域のプライマー（Nambaら（2007））

は，原論文の 67℃よりも低い 57℃のアニーリング

温度条件で PCRを行った（図 4 右下）。イタチのプ
ライマー（MIF1-MUR1）では，イタチ類でないと

考えられるサンプル 3～ 6でも薄く増幅がみられ，

テンのプライマー（MMF1-MUR1）では，テンと

考えられるサンプル 3，4の他にイタチの標本 DNA

から増幅がみられた。なお，このプライマーで増幅

される cytb領域では，イタチとチョウセンイタチ

の塩基配列の違いが少ないため，両種を識別するた

めにはMIF1-MUR1の PCR産物の塩基配列を決定

する必要がある。

D-Loop領域のイタチ，チョウセンイタチ，テン

特異的プライマー（Sekiguchiら（2010））で増幅

し，PCR産物を電気泳動した結果は図 4（左上・
左下・右上）に示した。DNAが増幅されたプライ

マーの組み合わせから，サンプル 2がチョウセンイ

タチ，サンプル 3と 4がテンであることがわかった

が，サンプル 1はイタチで弱い増幅がみられるもの

の，この泳動像だけでイタチであると断定すること

は難しかった。増幅が弱くなったのは，プライマー

itatsiLdと itatsiLrの Tmが低く，相同配列に結合し

づらいためと考えられる。また，チョウセンイタチ

特異的プライマーでは，非特異的に短い DNA断片

が見えるが，これは sibiricaLdと sibiricaLrの Tmが

7℃異なるため，ゴーストが発生したものと考えら

れる。このように，種特異的なプライマーでは，糞

DNAの状態や反応の温度条件によってバンドが出

たり出なかったりすることがあり，種の識別が不確

実になることがあった。

３．２　塩基配列の決定とプライマーの設計
D-Loop領域についてプライマー部位探索ソフト

ウェアで得たプライマー候補配列のうち，約 400塩

基の DNAを増幅する DL1Fと DL1Rの組ではイタ

チ，チョウセンイタチ，テン，アナグマの試料で増

幅が確認され，塩基配列解析を行った。得られた塩

基配列に，データベース上のキツネ，タヌキの塩基

配列を加えて整列する（図 5）と，DL2Fと DL2R

の組ではこれらの種も増幅可能であることがわか

る。実際にキツネとタヌキの糞から得た DNAで

PCRを行うと，イタチ類より若干長い DNA断片の

良好な増幅が確認できた（図 6 左）。

表４　分析に使用した制限酵素
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図 5に示した 6種の塩基配列を比較すると，塩

基配列の欠失があるため，チョウセンイタチに比べ

てイタチは 5塩基，テンは 7塩基，アナグマは 9塩

基短い。しかし，アガロースゲル電気泳動ではこの

長さの違いを判別することは困難である。そこで，

塩基配列解析ソフト（BioEdit）で，6種の塩基配列

について各種の制限酵素の切断位置を探索したと

ころ，DdeIでチョウセンイタチ特異的な切断部位，

ScrFIでアナグマ特異的な切断部位とイタチ，チョ

ウセンイタチに特異的な切断部位，BstUIでキツネ

特異的な切断部位が見つかった。

３．３　アガロースゲル電気泳動による判定
DL2F-DL2Rの PCR産物を制限酵素処理した後の

電気泳動像を図 6（中，右）に示した。全ての検体
で数十塩基～約 250塩基の長さの DNA断片が 1な

いし 2本確認できた。塩基配列から想定される断片

長（表 5）のとおり，DdeIと ScrFIの同時処理（図

6 中）では，39塩基の短い断片が確認しづらいた

めテンとキツネが類似したパターンになるものの，

他の 4種はそれぞれ種ごとに異なったパターンと

なった。キツネについては別途 BstUI処理して電気

泳動する（図 6 右）ことで，他種と区別が可能であっ
た。

４．まとめ
哺乳類の生息分布域を把握するために行う調査

で，対象種の直接観察が困難な場合に，痕跡調査は

重要な手段であるが，糞の形態等では種の同定が困

難な場合も少なくなかった。糞中の DNA分析は，

このような場合に有効であるが，分析にコストと時

間がかかることが課題であった。

種特異的なプライマーによる PCR増幅の有無に

よる検出は，最も簡便で，コスト，時間ともに抑え

ることができるが，試料によってはうまく増幅でき

ない場合や，プライマーと温度条件によっては本来

図４　種特異的プライマーでのPCR産物の泳動像
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図５　D-Loop領域の塩基配列とプライマー、制限酵素切断位置

図６　DL2F-DL2RのPCR産物の制限酵素処理前後の電気泳動像

表５　計算上のDNA断片長



― 42 ―

増えないはずの試料で増幅がみられる場合もあり，

結果の安定性に課題があった。一方，塩基配列の違

いを直接シーケンスする分析には，検体数に比例し

て高いコストがかかった。

今回新たに開発したプライマー DL2F-DL2Rは，

食肉目イヌ亜目に含まれる複数種で，良好に PCR

増幅ができることを確認した。また，PCR産物の

長さは約 240塩基と短いが，種間の塩基配列の変異

が大きい領域であり，3種の制限酵素を使用して 6

種の識別が可能であった。

今回開発した糞中 DNAの PCR-制限酵素処理に

よる分析法は，1つの PCR産物を制限酵素で処理

して電気泳動するだけで，痕跡調査で頻出する 6種

の識別が可能であり，低コストで糞の種同定に有効

と考えられる。今回対象とした種の他にも，分布拡

大が問題となる外来種のアライグマなどについても

適応可能かどうか検討中であり，引き続き環境調査

での活用を進めていくこととしている。
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１．はじめに
有機ケイ素化合物の一種であるシロキサンは，塗

料や化粧品などの消費者商品，医薬品で幅広く使用

されている。シロキサンは，安定性が高く，生理学

的に不活性であり，更に潤滑性能を有するなどの物

理化学性により，一度，環境中に放出されると，分

解せずに蓄積されることが知られている 1～ 3)。土壌，

河川水、底質及び魚からシロキサンが検出されてお

り，生物濃縮することも明らかになっている 4～ 5)。

また，下水汚泥から発生する消化ガス中にもシロキ

サンが含まれており，ガスエンジン等の発電機中で

燃焼したシロキサンは，二酸化ケイ素のスケールに

変化し，エンジンの稼動部に悪影響をおよぼすこと

がわかっている 6)。

近年の研究では，石油製品も非常に低濃度ではあ

るがシロキサン，シランそしてシラノール等の有機

ケイ素化合物を含んでいることが明らかになってい

る 7)。Chainetらは，芳香族（ベンゼン，トルエン，

キシレン）を分離する前の中間製品である分解ガソ

リン，自動車や航空機の燃料および石油化学製品の

原料として使用されるナフサについてガスクロマト

グラフ質量分析計で測定して，含有される有機ケイ

素化合物及びその濃度を明らかにしている 8）。また，

石油産業では，ケイ素は各種処理過程で使用されて

いる触媒の失活の原因となることも知られており，

存在する有機ケイ素化合物の同定・定量は，触媒の

適切な交換時期を知るための指標として，重要な要

因であるとされている 9）。

上記のように，水質や底質などの環境媒体試料や

分解ガソリンやナフサなど一部の石油製品中のシロ

キサン濃度については，報告されているが，一般に

市販，使用されているガソリンや軽油に含まれる有

機ケイ素化合物等の測定結果についての報告は少な

い。

そこで，本研究では，燃料油として使用されるガ

ソリン，軽油そして C重油に含まれるケイ素総量

及びシロキサン（環状及び直鎖形の化合物）やシラ

ノール等の各有機ケイ素化合物（図 1参照）の個
別定量を Chainetらの報告に準拠して実施し，測定

方法の検証及び精度の確認を行なった。さらに，そ

れらの測定結果から，ケイ素総量との量的関係を解

明することを目的として解析を行なった。また，燃

料油に含まれる未知の有機ケイ素化合物の定性分析

を，包括的 2次元ガスクロマトグラフィー飛行時間

型質量分析計（GC× GC-TOF質量分析計）を用い

て試み，若干の知見を得たので報告する。

２．実験方法　
２．１　試薬類
２．１．１　標準物質

ケイ素標準液：和光純薬工業製，原子吸光分析用

ヘキサメチルシクロトリシロキサン：Fluorochem Ltd.製

オクタメチルシクロテトラシロキサン：Fluorochem Ltd.製

デカメチルシクロペンタシロキサン：Fluorochem Ltd.製

ドデカメチルシクロヘキサシロキサン：Fluorochem Ltd.製

オクタメチルトリシロキサン：Sigma-Aldrich製

デカメチルテトラシロキサン：Sigma-Aldrich製

ドデカメチルペンタシロキサン：Sigma-Aldrich製
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テトラエトキシシラン：Sigma-Aldrich製

トリエトキシメチルシラン：Sigma-Aldrich製

フェニルトリエトキシシラン：Sigma-Aldrich製

トリエトキシオクチルシラン：Sigma-Aldrich製

ジフェニルメチルシラン：Sigma-Aldrich製

テトラキス（トリメチルシロキシ）シラン：Sigma-Aldrich製

２．１．２　分析試薬

硝酸：和光純薬工業製，精密分析用

塩酸：和光純薬工業製，精密分析用

ヘキサン：和光純薬工業製，残留農薬試験用

アセトン：和光純薬工業製．残留農薬試験用

 ２．２　測定試料　
軽油及び灯油は，福岡市内のガソリンスタンドで

購入し，C重油は JX日鉱日石エネルギー株式会社

より入手したものを測定に供した。

図1　測定対象の有機ケイ素化合物につて
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２．３　装置等
２．３．１　ICP 発光分光分析計

［ 測定機器 ］ 
SPS3520UV：エスアイアイテクノロジー製

［ 測定条件 ］
プラズマガス ： アルゴン（17 ℓ/min）

補助ガス ： アルゴン（0.5 ℓ /min）

キャリヤーガス： アルゴン（0.3 ℓ /min）

分光器 ： シーケンシャル型

測定元素及び波長 ： ケイ素，251.687 nm

試料注入量 ： 2 ㎖

２．３．２　ガスクロマトグラフ質量分析計

［ 測定機器 ］
　ガスクロマトグラフ：Agilent7890A

　質量分析計：5975C

［ ガスクロマトグラフ条件 ］
　注入口温度：200℃

　注入方式：スプリットレス

　注入量：1μℓ

　キャリアガス制御：ヘリウム，1.2㎖/min

　インターフェース温度：280℃

［ 質量分析計条件 ］
　イオン源温度：230℃　

　四重極温度：150℃

　イオン化エネルギー：70eV

　キャピラリーカラム

　：DB-5MSUI（30m× 0.25mm,0.25㎛）

　昇温条件

：30℃［7分］–5℃ /分→ 120℃［0分］–20℃ /分

→ 300℃［5分］

　測定質量数：

ヘキサメチルシクロトリシロキサン［ 207 , 208 ］

オクタメチルシクロテトラシロキサン［ 281 , 265 ］

デカメチルシクロペンタシロキサン［ 281 , 265 ］

ドデカメチルシクロヘキサシロキサン［ 341 , 429 ］

オクタメチルトリシロキサン［ 221 , 73 ］

デカメチルテトラシロキサン［ 295 , 207 ］

ドデカメチルペンタシロキサン［ 369 , 281 ］

テトラエトキシシラン［ 193 , 149 ］

トリエトキシメチルシラン［ 163 , 164 ］

フェニルトリエトキシシラン［ 240 , 195 ］

トリエトキシオクチルシラン［ 163 , 133 ］

ジフェニルメチルシラン［ 198 , 183 ］

テトラキス（トリメチルシロキシ）シラン［ 369 , 281 ］

２．３．３　GC × GC-TOF 質量分析計

GC× GC装置は，2つの極性の異なる分離カラ

ムを直列に接続するため，沸点及び極性の両性質に

ついて検出成分を分離でき，3次元の測定クロマト

グラムを得ることができる。さらに，検出成分は，

TOF質量分析計で精密質量が得られるため，通常

のガスクロマトグラフ質量分析計では測定が困難な

試料の定性分析が可能となる。測定機器の仕様等を

以下に示した。

［ 測定機器 ］　
GC× GC：ZOEX KT2006

ガスクロマトグラフ：Agilent7890A

 TOF質量分析計：JMS-T100GCV 4G

［ GC × GC，ガスクロマトグラフ条件 ］
1stカラム：BPX5（30m× 0.25mm,0.25㎛）

2stカラム：BPX50（2m× 0.10mm,0.10㎛）　

昇温条件：30℃［1分］–3℃ /分→ 320℃［3分］

注入口温度：280℃

注入方式：スプリット

注入量：0.2μℓ

［ 質量分析計条件 ］
インターフェース温度：350℃

イオン源温度：300℃

イオン化エネルギー：70eV

取込スピード：50Hz(0.02sec/spectrum)

質量範囲：m/z 30～ 500

２．４　試験操作
２．４．１　標準溶液の調整

①　ICP発光分光分析法　

ケイ素標準液（一次標準溶液：1000mg/ℓ）を，

10㎖分取し，塩酸 5㎖を加えてイオン交換水で 100

㎖に定容して，10mg/ℓの二次標準溶液を作成した。

また，試料に添加する標準品としては，ドデカメチ
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ルシクロシロキサン（D6）をアセトンに溶解させ，

100mg/ℓとした溶液を使用した。　

②　ガスクロマトグラフ質量分析法

各有機ケイ素化合物の標準品は，アセトンに溶解

させ，一次標準溶液として 100mg/ℓの溶液を作成

した。一次標準溶液を，アセトンを用いて 100倍希

釈して，1mg/ℓの二次標準溶液を作成した。

③　GC× GC-TOF質量分析法

GC× GC-TOF質量分析計による測定は，定性分

析であるため，標準品等は使用しなかった。

２．４．２　測定試料の調整

①　ICP発光分光分析法の測定試料調整

測定用試料 0.2gを，フッ化炭素樹脂（以下，

PTFE）容器に量り取り，硝酸 20 ㎖を添加して加圧

分解用容器に PTFE容器ごと入れて，40℃で一晩加

圧分解を行なった。翌日以降，徐々に加温していき，

最終的に 140℃で計 3日加圧分解を行なった。その

後，内溶液から亜硝酸ガスが発生していないことを

確認し，乾固直前まで濃縮した後に内溶液を脱イオ

ン水で 10 ㎖にメスアップして測定用試料とした。

②　ガスクロマトグラフ質量分析法

あらかじめアセトンを 5㎖入れた，50㎖容のガラ

ス製メスフラスコに測定試料を 0.1g分取し，内部

標準溶液として 1mg/ℓに調整したテトラキス（ト

リメチルシロキシ）シランをホールピペットで 1㎖

加え，アセトンで 50㎖に定容して，500倍希釈の測

定試料溶液を作成した。

③　GC× GC-TOF質量分析法

試料は調整せず，少量（ 0.2μℓ ）を機器に注入

し，測定を行なった。

３．結果及び考察
３．１　ICP 発光分光分析計による測定結果　　
３．１．１　検量線

検量線の作成は，標準添加法で実施した。

検量線について，表 1に示した。標準添加法では，
ドデカメチルシクロヘキサシロキサン（D6）を軽

油及びガソリンに，無添加（0）及び 10, 20, 30mg/

ℓの濃度になるよう加え，2．4．2 ①と同様の前処

理を行なった溶液を検量線溶液して用いた。なお，

ドデカメチルシクロヘキサシロキサン（D6）のケ

イ素含有割合は、37.76％であるため、添加濃度を

ケイ素濃度に換算すると 0 , 3.8 , 7.5，11.3mg/ℓと

なる。表 1から確認されるように，軽油に関しては，
相関係数 r2＝ 0.999以上と高い正の相関性を示した

が，ガソリンは r2＝ 0.989と低い値であった。また，

C重油については，同様に標準添加法にて，検量線

の作成を試みたが，分解操作などが上手く行かず，

直線性のある検量線が得られなったため，測定の対

象外とした。

３．１．２　ケイ素濃度

ケイ素濃度の測定結果を表 2に示した。軽油及
びガソリンに含まれるケイ素はそれぞれ 22700㎍ /

kg， 23300㎍ /kgであった。Fabienら及び Sanchezら

の報告値【 分解ガソリン （503～ 2527㎍ /kg），ナ

フサ （249～ 556㎍ /kg） 】と比較すると高い値を示

した。本研究で分析した試料は，市内の販売店で購

表 2　ケイ素濃度 （ＩＣＰ発光分光分析計）

表 1　検量線情報 （ICP発光分光分析計）
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入した燃料油であったため，精製過程でケイ素を含

む泡消剤が添加されて濃度が上昇したと推測される

が，原因は不明である。

　　

３．２　ガスクロマトグラフ質量分析計による測定結果
３．２．１　検量線

検量線に用いた測定溶液の濃度系列は，0.005,　

0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0mg/ℓの 7点で，それぞれ

の検量線溶液には，内部標準 0.02mg/ℓの濃度にな

るように添加し，内部標準法にて検量線を作成した。

各有機ケイ素化合物の検量線について表 3に示し
た。 

いずれの化合物も，相関係数（r2 ）で 0.995以上

と高い相関性を示すとともに，0.005mg/ℓと極低濃

度まで感度良く測定できることが確認できた。

３．２．２　定量下限値

測定方法の定量下限値の算出は，｢要調査項目等

調査マニュアル｣ 11）に基づき実施した。具体的には，

アセトンで 500倍に希釈したガソリン試料に，有機

ケイ素化合物の二次標準溶液を，検量線の最低濃度

（0.05mg/ℓ）になるように添加し，ガスクロマトグ

ラフ質量分析計で 7回測定し，各測定対象化合物濃

度を算出した。算出した 7回の測定値から標準偏差

（S）を算出し，その 10倍を定量下限値とした。

算出結果を表 3に示した。定量下限値は，ヘキ

サメチルシクロトリシロキサン（D3）が 1.8㎍ /kg

と一番低く，高いものでも 11㎍ /kg（テトラエトキ

シシラン）であった。

３．２．３　有機ケイ素化合物の濃度

各有機ケイ素化合物の測定結果を表 4に示した。
　試料の調整の際に添加した内部標準物質の回収率

は，89～ 93％（平均 91％）と良好で測定の有効性

が確認された。環状シロキサンは，いずれの試料か

らも検出され，その濃度はガソリンが 14000㎍ /kg

と一番高く，重油は 970㎍ /kg，軽油は 480㎍ /kgで

あった。また，ガソリンは ,揮発性の高いヘキサメ

チルしクロトリシロキサン（D3）が最も多く含ま

れていたのに対して，軽油やＣ重油ではドデカメチ

ルシクロヘキサシロキサン（D5）の割合が多かった。

この理由としては，製油時の温度等が関与している

と考えられる。ガソリンに比べ軽油及びＣ重油は，

蒸留温度が高いため，沸点の低いシロキサンは揮発

し消失したと推測されるものであった。その他，検

出された有機ケイ素化合物は，ガソリンのドデカメ

チルペンタシロキサン（L5）が 250㎍ /kg，テトラ

エトキシシランが 280㎍ /kgであった。Chainetらの

報告値と比較すると，ガソリン中のシロキサン濃度

は 7倍程度高い値を示した。この理由としては，ケ

イ素総量の濃度と同様で，測定試料が販売油であっ

たことから，含有する消泡剤による影響と考えられ

表 3　検量線情報（ガスクロマトグラフ質量分析計）
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るが，検証のため今後更なる調査が必要である。

また，検出された有機ケイ素化合物の量は，総ケ

イ素総量に対して，ガソリンが 15％，軽油が 2％程

度であった。

　

３．３　定性分析
未知化合物の定性分析では，ガスクロマトグラフ

質量分析計などで測定を行ない，検出したピークの

フラグメントイオンから成分の推定を行なうことが

有効な手段である。但し，軽油などマトリックス成

分の多い試料は，通常のガスクロマトグラフ質量分

析計では，化合物毎の分離が出来ず，検出成分の特

定は不可能である。そこで，本研究では，マトリッ

クス成分が多く存在していても良好なピーク分離

が得られる GC× GC-TOF質量分析計で，軽油を測

定して未知の有機ケイ素化合物の定性を行なった。

Vendeuvreらも，GC× GC-TOF質量分析計を用い

て軽油の測定を行なった結果を報告 12）しているが，

AMTS規格との比較試験を目的として測定を行って

いるため，含有される未知の有機化合物について定

性分析は実施していない。

測定で得られたクロマトグラムを図 2に示す。
本測定によって，今までその存在が知られていな

かった，キノキサン及びフェナンスレンにケイ素が

結合した化合物が確認できた。

 

４．まとめ
ICP発光分光分析計及びガスクロマトグラフ質量

分析計で，それぞれケイ素総量及びシロキサンなど

について，12種類の有機ケイ素化合物の測定を行

なった結果，C重油のケイ素総量を除く全ての測定

をおこなうことが出来た。検出濃度は，ケイ素総量

及び有機ケイ素化合物共に，ガソリンでは他の報告

値と比較し高かったが，精製時に添加された消泡剤

の影響によるものと推測された。また，未知の有機

ケイ素化合物を定性するために，GC× GC-TOF質

量分析計を用いて測定を行なった結果，キノキサン

やフェナンスレンにケイ素が結合した化合物が確認

された。このことより，測定時に妨害となる成分が

多く含まれている燃料油でも本測定を用いれば精度

表 4　有機ケイ素化合物濃度（ガスクロマトグラフ質量分析計）
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良く測定できることが明らかになった。

今後は，様々な処理過程（水素化処理など）で発

生した燃料油を測定し，系統毎のケイ素総量及び各

種ケイ素化合物濃度を明らかにすると共に，GC×

GC-TOF質量分析計等の手法で極低濃度の有機ケイ

素化合物を測定する手法を確立していきたい。
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藻類バイオ燃料は化石燃料の代替となるか？
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＊一般財団法人　九州環境管理協会　環境部

1. はじめに
近年，微細藻類（Microalgae）培養による二酸化

炭素の吸収・固定及び藻類バイオマスからのバイオ

燃料の生産に関する研究が世界的なブームとなって

いる。藻類バイオ燃料とは，藻類を原料として生産

されたバイオディーゼル，バイオエタノールなどの

液体燃料や水素・メタンなどの合成ガスのことである 1）。

化石燃料である石油はいずれ枯渇する可能性が高い

ことから，主に自動車や航空機の輸送用燃料の代替

燃料として期待されている。地球温暖化の進行，原

油と食糧価格の高騰などの背景にあって，穀物類は

水や土地利用での農業との競合が生じるのに対し

て，微細藻類は農業との競合がなく，増殖速度，二

酸化炭素の固定速度は穀物類の数百倍と速いことが

注目点となっている。

本稿では，藻類バイオ燃料の日本を含めた世界的

な動向と将来展望をまとめるとともに，当協会の藻

類バイオ燃料に関する研究への取り組み状況と今後

の展開を紹介する。

2. 藻類バイオ燃料開発の歴史
微細藻類は，陸上植物（穀物類）に比べて 10～

200倍と高い生産性を持ち，油分などの燃料成分を

多く含んでいることは，数十年前から知られていた。

その高生産性に注目した藻類バイオ燃料の開発の歴

史は，1970年代の石油ショックにまでさかのぼる 2）。

1973年 10月中東戦争勃発に伴う石油の原産・禁

輸による第一次石油ショック，1979年 2月イラン

革命に伴う原油価格急騰による第二次石油ショック

という世界情勢を背景に，藻類を利用したエネル

ギー開発がさかんに行われ，1度目のブームを迎え

た。この頃，アメリカでは，藻類から再生可能な

運輸燃料を開発するためのプログラムが予算化さ

れ，1998年までの期間，国立再生エネルギー研究

所（NREL）を中心に多くの大学・研究

所が参加した研究開発がなされた 3）。日

本でも，1990年には『ニューサンシャ

イン計画』4)として，アメリカ以上の開

発経費を投じた世界最大規模のプロジェ

クトがスタートした。

1990年代には，京都議定書締結によ

る二酸化炭素等温室効果ガス削減の数値

目標が設定されるという世界情勢を背景

に，藻類研究は 2度目のブームを迎えた。

このような中で 1999年，日本の『ニュー

サンシャイン計画』には，現実性，市場性，

表 1　藻類（Algae）研究の歴史
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経済性に関する当初の分析が不十分で，トータルシ

ステムとしての説得力に全く欠けるプロジェクトで

あったと非常に厳しい最終評価が下された 5）。この

2000年以降，日本における藻類バイオマスの研究

はほとんど死滅期に近い状態となった。

近年では，オイルピークの議論，エネルギー価格

の高騰，食糧生産との調整等から，再び藻類に対

し注目が集まり，3度目のブームともいえる状態と

なっている。

3. 近年の藻類研究のトピック
3-1. 世界を先導するアメリカ
藻類の増殖能などポテンシャルの高さが脚光を浴

び，アメリカを中心として巨額投資が続いている 6）。

実用化は未だめどは立っていないにもかかわらず，

巨額投資が継続されていることからも，その期待の

大きさがうかがえる。

アメリカでの研究は官と民が組織的に連携して行

われている。エネルギー省（US DOE）は 2010年 6

月 28日に「国家藻類系バイオ燃料技術ロードマッ

プ」 を発表し，このロードマップに沿って藻類燃料

の商業化に向けた研究を実施する 3つの研究コン

ソーシアムを選出し，3年間で 2,400万ドルの助成

を行う 7）。

アリゾナ州立大学率いる Sustainable Algal Biofuels 

Consortium （持続可能な藻類系バイオ燃料コンソー

シアム）は，石油由来燃料の代替として藻類系バ

イオ燃料がどの程度受け入れられるかを検討して

いる。カリフォルニア大学サンディエゴ校率いる

Consortium for Algal Biofuels Commercialization（藻類

系バイオ燃料商業化コンソーシアム）は，バイオ燃

料の確実な原料として藻類を使用するための開発に

集中する計画である。ハワイの有限責任会社（LLC）

である Cellana社率いる Cellana.LLC Consortiumは，

海水で培養する微細藻類から燃料や飼料を大規模に

生産する方法について研究する。アメリカでは，そ

のほかでも SOLIX社，Algenol Biofuels Inc.，コンチ

ネンタル航空 ，Chebron Corp.，Cyanotech社，Exon 

Mobil などに相当額が投資され，微細藻類の大規模

培養がパイロットレベルにまで進んでいる。

このように，アメリカにおける藻類バイオ燃料の

開発は，巨額のファンドと活発な動きから，一見，

実用化間近であるように錯覚するが，これらの研究

が開始されてから 5年以上が経過した現在でも，実

用化プラントの建設開始には至っていない。実用化

間近としていたベンチャー企業が，翌年には倒産し

ているのが実状である。アメリカにおける藻類研究

の多くは，投資家へのアピールの要素が強く，正し

い資金の使い方がなされていないとの指摘もある。

3-2. 日本では基礎研究主体
日本では，『ニューサンシャイン計画』以来，藻

類バイオ燃料の利用に関する国の方向が定まってい

なかったことから，研究は単発なものが多く，アメ

リカに比べ立ち遅れていることは否めない。しかし，

近年は政府のエネルギー施策，戦略として，『藻類』

というキーワードが登場する機会が増え，新エネル

ギーとして期待が高まっている。

独立行政法人科学技術振興機構の戦略的創造研究

推進事業（JST-CREST）では，2010年度以降，『藻

類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネ

ルギー創成のための基盤技術の創出』の研究領域を

設け，基盤技術創出に関する研究に年間数億円を助

成している。日本国内では，このような助成金のも

と大学における基礎研究が主体となっている。その

中心をなしているのが，筑波大学のグループと東京

農工大学のグループである。

筑波大学渡邊信教授を中心としたグループでは，

炭化水素生産藻類 Botryococcus braunii（ボトリオ

コッカス）のオイル生産効率の 1桁向上を目標とし

た研究を展開している 1）。オイル生産の最適条件の

把握，高度な品種改良の実現，オイル生成物の効率

的抽出法の開発と高度利用法の発見，屋外でのプラ

ントの作成と実証データの取得を行っている。その

他，油分含有量の高い従属栄養性藻類 Aurantiochy-

trium limacinum（オーランチオキトリウム）を見出

し，光に頼らない新たな藻類バイオ燃料の生産方法

を提案した。
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東京農工大の松永是教授を中心としたグループ

では，海産の珪藻類の一種で油分含有量が高い Na-

vicula sp. JPCC DA0580株（ナビキュラ）の全 DNA

分析などオイル生産メカニズムの解明に関する研究

を行っている 8）。本種は，油分含量が約 40％，そ

の粗油分の 80％がバイオディーゼルに変換可能な

脂肪酸メチルエステルであることが分かっている。

そのほか，デンソー，電源開発，JFEエンジニア

リング，ヤマハ，トヨタなどの大手企業からネオモ

ルガン研究所，筑波バイオテック研究所，ユーグレ

ナなどのベンチャー企業まで，さまざまな民間企業

も藻類燃料研究へ参入している。

4. 藻類バイオ燃料生産の課題
藻類バイオ燃料を産業として成立させるために

は，まだ多くの課題を残している。商業化に向けて

は現在の培養設備のスケールアップだけでなく，培

養から油分抽出までの一貫したエンジニアリングも

必要で，藻類からのバイオ燃料にはまだ多くの課題

があると言える。

培養方法としては開放型のオープンポンドと閉鎖

型のフォトバイオリアクターがあるが，コストの面

から燃料用の大量培養にはオープンポンドが適当と

されている。しかし，オープンポンドでは，天候に

よる光量・水温などの培養条件の変化や細菌や他の

藻類などの外部からの生物汚染（コンタミネーショ

ン）の影響によって，生産性が大幅に低下すること

がしばしば観測されており，増殖速度だけではなく，

環境変化やコンタミネーションに強い藻類種の開発

が必要とされている。また，微細藻類と水とを分離

する固液分離や油分などの有用成分の抽出

を低コストで行う技術の開発が必要とされ

ている。

このような技術的課題に加えて，最も重

要なのはコスト的な課題である。微細藻類

を原料とする健康食品，補助栄養剤，飼料

は既に商業化されているが，これらは１kg

で 1千円から１万円程度と付加価値が高い
9）が，燃料用や化学原料用としては１kgで

100円程度のコストまで下げる必要がある。このレ

ベルまでのコストダウンは現状では難しく，この点

が藻類バイオ燃料の事業化が成功しない最大の理由

である。

5. 当協会における取り組み
5-1. 研究のスケジュール
このような背景の中，2008年，当協会では Algae

研究会を立ち上げて，文献調査による実用化の可能

性の解析を進めてきた。前述のとおり，経済的な課

題がネックとなっており，事業化のためには現在の

100倍程度に経済性を改善する必要があるとの評価

を行った。

経済性の改善のためには，固液分離のプロセスの

簡略化が，技術的に解決が必要な最重要課題と考え

られた。当協会では，固液分離を行わず藻類を燃料

化する技術として，①微細藻類と石炭との混焼技術，

②海藻バイオマスのカスケード利用技術について，

技術開発に取り組んでいる。

5-2. 微細藻類と石炭との混焼技術
石炭の可採年数は約 160年で，石油や天然ガスに

比べ豊富ではあるが，発電に伴う CO2発生量は他

の燃料より多く，その抑制策が求められている。そ

のひとつの方策として，藻類の高い増殖能力を利用

した排ガス中の CO2の固定・吸収，藻類バイオマ

スのエネルギーへの活用が注目を集めている。

石炭火力発電所で培養した藻類バイオマスは，発

電所内で藻体のままエネルギーとして利用すること

が最もエネルギーロスが少ないと考えられる。利用

図 1　藻類と石炭の混焼のイメージ図
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法の一つとして，発電所敷地内にある貯炭場の自然

発火を防止するために散水される水に，藻類バイオ

マスを混合して散布し，石炭の自家発熱の熱エネル

ギーを利用して乾燥し，混焼することを提案してき

た。 藻類自体もエネルギーをもつため，石炭とも

に燃料となる。

なお，微細藻類と石炭の混焼技術については，九

州電力技術本部総合研究所との共同研究成果であ

り，特許出願中である。

A. 低 pH 耐性株のスクリーニング

火力発電所の排ガス中には，約 15％の CO2の他，

SOX，NOXなどの酸性成分が含まれるため，排ガス

での培養では低 pHへの耐性が求められた。

淡水性藻類 7種，海水性藻類 5種のスクリーニ

ング結果では，Euglena gracilis NIES-48，Galdieria 

partia NBRC 102759，Dunaliella teriolecta NIES-2258

などおよびこれらの近似種が低 pHに耐性があり，

火力発電所管内における培養に適することが分かっ

た。

B. 培養システムの検討

藻類の培養のために排ガスを得るためには，生物

が生息可能な温度範囲である必要がある。これを検

討すると，図 2のように排煙脱硫装置が合致した。

C. 混焼技術の検討

藻類の中でも特殊な種については，石炭の熱量に

対しても 9割以上と，木質バイオマスの 6割に比べ

て非常に高い熱量を持ち，一般的な藻類についても，

比較的高い熱量が期待される。

D．経済性の評価

出力 70万 kW発電所（面積 150ha）の 1/10規模

で有望種の培養を行った場合，年間約 2,700tのバ

イオマスが生産され，排ガス中の約 0.2％の CO2が

削減される。二酸化炭素の回収・地中への貯蔵技術

として研究されている CCS（Carbon Dioxide Capture 

and Storage）と比較して，CO2の固定費用として 2

～ 10倍程度の差があるが，培養施設の大規模化に

よっては，その差を埋められるものと考えられ，今

後，期待される技術である。

5-3. 海藻バイオマスのカスケード利用技術
A. 有望種のスクリーニング

微細藻類は収穫において固液分離にかかるコスト

が高いため，ザルなどで容易に分離出来るより大型

の海藻類による代替も有効と考えた。海藻類による

システムを構築するために，藻類燃料に適する海藻

図 2　発電所からのCO2 供給システム
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類の有望種を検討する必要があった。

有望種には a.微細藻類に匹敵するほどの増殖速

度の速さ，b.生育環境が広く培養が容易，c.バイオ

エタノール化に適した糖質の質と量および d.高価

な有用成分が求められるため，これらに優れた海藻

を文献調査と成分分析により検討した。検討した博

多湾近海の 18種の海藻の中では，オゴノリの増殖

速度が比較的速く，水温，塩分の適応範囲が広く有

望であった。有用成分の分析の結果，オゴノリは，

医薬品，食品添加物など用途が多く単価が数千から

数万円 /kgと高い寒天，βカロテン，エイコサエン

ペンタエン酸（EPA），タウリンなどを他の海藻に

比べ多く含んでいた。よって，有望種として経済的

なオゴノリを選択した。

B. カスケード利用の検討

固液分離のコストを落とすだけでは事業性は成り

立たたないため，近年の微細藻類の研究で主流と

なっているバイオマスの複合利用，カスケード利用

を取り入れて，経済性の向上を図った。当協会では，

高付加価値の生理活性物質の抽出で事業性を確保し

つつ，抽出残渣を燃料化するバイオマスのカスケー

ド利用が最も現実的な手法であると考えられた。

具体的には，単価が数十円 /kgのエタノールだけ

でなく，付加価値の高い EPA，寒天を合わせて抽

出し，残渣を固形燃料として石炭と混焼するプロセ

スを検討した。

乾燥，細断した藻体から溶媒抽出により油分を抽

出して，EPAを精製する。溶媒抽出後のバイオマス

を，水に入れ替えて煮沸し水溶性成分を抽出し，圧

搾脱水により寒天を製造する。残渣は水熱分解によ

り糖化して，発酵することによりエタノールを製造

する。

さらに，糖化と発酵工程で発生する残渣は，石炭

の自然発火防止の散水とともに水ごと石炭ヤードに

散布して，自然乾燥後混焼する技術を導入した。バ

イオマス残渣の熱量は石炭の約 5割のため，散布量

の 5割の重量の石炭を節約することができる。

6. 今後の展開
以上のように，藻類バイオ燃料の研究においては，

基礎的な研究の積み重ねから，実証試験レベルに進

みつつある段階である。事業化，実用化に関しては，

未だハードルは高いものであり，楽観視は出来ない

が，10年後，20年後の社会的な情勢の変化なども

見据えて，ひとつひとつ課題を克服することが重要

である。

当協会においても，2つの研究テーマに関して，

Algae研究を継続し，新規産業の育成等を目指して

取り組んでいきたいと考えている。
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イシガメ
子亀の時は銭亀と呼ばれる。
川や池で見られるが、近年減少。
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＊一般財団法人　九州環境管理協会　調査分析部　＊＊九州大学アイソトープ総合センター

1. はじめに
福島第一原子力発電所（F1NPP）事故では，放射

性ヨウ素が環境中に大量に放出された。放射性ヨウ

素は体内に摂取されると甲状腺に濃縮するため被ば

く評価上重要な核種とされている。放射性ヨウ素の

中でもヨウ素 129（129I）は，その半減期（1570万年）

が 131I（8.0日）や 132I（2.3時間），133I（21時間）に

比較し極めて長いことから，環境中に放出されると

年月を経て広く分布することになる。

本稿では，現在環境中に存在する 129Iとその分析

法について，最新の知見を紹介する 1）- 6）。

2. 環境中の 129I
環境中の 129Iはその起源の違いにより天然起源と

人工起源に大別される。天然起源の 129Iは，大気圏

においてキセノンと宇宙線との反応やウラン 238の

自発核分裂により生成する。その 129Iの存在量は地

殻圏で約 50,000kg（320TBq）と最も多く，129Iが自

由に挙動する大気圏，水圏および生物圏（以下，自

由挙動圏）では合算しても約 263 kg（1.7TBq）程

度と見積もられている。一方，人工起源の 129Iは，

1940年代以降の核実験や原子力発電所事故，使用

済核燃料再処理施設の稼働により環境中に放出さ

れ，自由挙動圏に於ける存在量を急激に増加させて

いる。核実験では約 43kg（0.3TBq）の 129Iが拡散さ

れ，また，使用済核燃料再処理施設（La Hagueと

Sellafield）の稼働に伴って 1995年迄に約 1,700 kg

（11TBq）が気体もしくは液体状廃棄物として管理

放出されたと見積もられている。さらに，チェルノ

ブイリ事故では 2kg（0.013TBq）が漏洩したと考え

られている。
129Iは自由挙動圏では安定同位体の 127Iと挙動を

共にすることから，129Iを表す指標としてその濃度

（単位重量もしくは面積当たりの放射能濃度）とと

もに比（129I/127I）が慣例的に用いられている。ちな

みに，核実験以前の海洋に於ける天然起源の 129I/127I

は 10-12程度と考えられている。しかし，その後の
129I/127Iは前述の理由のために上昇傾向にあり現在

（10-11～ 10-6）に至っている。

3. 129I の分析法
環境中の 129I分析法には，中性子放射化分析

（NAA）法，加速器質量分析（AMS）法および誘導

結合プラズマ質量分析（ICP-MS）法の 3種類がある。

NAA法は石英アンプル封入試料に熱中性子を照射

し，129I（n，γ）130Iと 127I（n,2n）126I反応により生

成するγ線放出核種を分離精製後にゲルマニウム半

導体検出器で測定する方法である。従来から用いら

れていた手法であるが，供試料量が多いこと（例え

ば乾土で 100g），前処理が煩雑なこと，放射性廃棄

物が生成することなどの欠点があった。また検出下

限値（129I/127I）は 10-10～ 10-9程度であり，一般環境

試料の 129I/127Iの測定は困難であった。AMS法は試

料中ヨウ素からを調製されるヨウ化銀（AgI）ター

ゲットを用いセシウムスパッターにより発生する

ヨウ素イオンを電磁石で分別後に 127Iをファラデイ

カップで 129Iをガスカウンターや飛行時間型検出器

で検出し 129I/127Iを求める手法である。検出下限値
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（129I/127I）は 10-15～ 10-14程度と低く，一般環境試料

だけでなく 129Iによる年代測定にも利用されている。

NAA法に比較し検出下限値が低いことから少ない

供試料量で測定できる利点がある（例えば乾土で

0.5～ 2g）。ICP-MS法は近年報告されている手法で

ある。当初，129Xeによる同重体干渉や 127I1H2によ

る分子イオン干渉のために，検出下限値（129I/127I）

は 10-6程度であった。しかし，干渉作用を除去する

リアクションセル等の技術開発が進展し，現在で

は 10-8程度まで測定可能とされている。3種類の手

法の中では検出下限値は高いものの，前処理の煩雑

さが軽減され測定時間も 10分以内と短いことから，

F1NPP周辺でのスクリーニング等への適用が期待

されている。

4. AMS 法
九環協が米国パデュー大学の協力を得て実施して

いる AMS法の概要を紹介する。

環境試料は，土壌・堆積物試料，有機物試料（水

産物・農産物・日常食），水試料（海水・汽水・湖

沼水・降水）および大気試料である。分析手順を

図 1に示す。土壌・堆積物試料の場合，五酸化バナ

ジウム（V2O5）と混合後にキャリアー（Woodward 

iodine）を添加し酸素気流中で加熱（石英燃焼管法）

して揮散するヨウ素を水酸化テトラメチルアンモニ

ウム（TMAH）溶液に捕集する。その溶液を用い溶

媒抽出と逆抽出によりヨウ素を精製回収後にアンモ

ニア存在下で硝酸銀と反応させることによりヨウ素

を AgIとして回収する。有機物試料の場合，V2O5

を用いずに燃焼しその後の操作を行う。水試料の場

合，キャリアーを添加後に溶媒抽出と逆抽出及びそ

の後の操作を行う。大気試料の場合，フィルターや

活性炭カートリッジを用いて粒子状及び気体状ヨウ

素を捕集する。それらからヨウ素を TMAH溶液に

より抽出しキャリアーを添加後に溶媒抽出と逆抽出

及びその後の操作を行う。いずれの AgI試料もニオ

ブパウダーと混合しターゲット試料を調製後に，パ

デュー大学の 7.5MV FNタンデム型加速器（PRIME 

Lab AMSシステム）を用いて 129I/127I測定を行う。

なお，環境試料の分析とともに，試料媒体ごとのプ

ロセスブランク値の確認や二重測定，129I/127Iレベル

が異なる IAEA-375（土壌），NIST-1547（桃葉）及

び NIST-8435（全粉乳）の定期測定による妥当性確

認など品質管理に努めている。

5. 福島県内で採取した土壌の129I/127Iと129I /131I
F1NPP事故後，半減期の短い 131Iは壊変し尽くし

ているため現在では検出されない。一方，半減期

が極めて長い 129Iは将来にわたって存在し続ける。
129Iと 131Iの環境中での化学的挙動に大きな差異は

無いことから，129Iを分析することで事故当時の 131I

の挙動を推定できる可能性がある。そのためには，
129I /131Iを予め把握しておくことが重要である。

2011年 4月 18日から 21日にかけて福島県内で

表層土壌試料を採取し，安定ヨウ素（127I）濃度と
129I/127I及び 129I /131I を調べた。127I濃度は ICP-MS法

で，129I（129I/127I）は AMS法で，また 131Iはゲルマ

ニウム半導体検出器を用いたγ線分析法により分析

した。その結果，127I 濃度は 1～ 10mg/kgの範囲に，

また 129I/127Iは 3.3× 10-9～ 5.0× 10-7の範囲にあっ

た。129Iと 131Iとの間には正の相関があり 129I /131I（3

月 15日に半減期補正）は 12～ 52の範囲にあった。

本結果（129I /131I）は，既に報告されている表層土壌

の値（31.6± 8.9）や，大気降下物の値（19.2）と

ほぼ同じレベルであった。

F1NPP事故では複数の原子炉から放射性物質が

漏洩したとされている。各原子炉の燃料の燃焼条件

は異なるために，固有の 129I /131Iを示す放射性ヨウ

図 1　分析手順
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素が各原子炉から漏洩したと考えられる。そのため，

本調査の 129I /131Iに見られる比較的大きな変動の理

由の１つとして，各原子炉からの放射性ヨウ素の寄

与率が表層土壌の採取地点ごとに異なることが考え

られた。

今後，129I /131Iについてはさらに検討を加える必

要がある。またそれと同時に環境中の 129Iの挙動を

把握することも重要であると考えられる。
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＊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）

（一財）九州環境管理協会は，福岡県知事から福

岡県地球温暖化防止活動推進センター（以下，「県

センター」という。）の三期目の指定を一期より引

き続き受け，平成 25年 4月 1日～平成 30年 3月

31日の 5年間，県民や事業者に対し温暖化防止に

向けた取組を様々な形で支援する中核セクターとし

て活動を行ってまいります。よろしくお願い致しま

す。

■平成 24 年度の主な活動実績
１．温室効果ガス排出量の推計
県センターでは，福岡県内の温室効果ガス排出量

の推計を継続的に実施しています。福岡県における

平成 22年度の温室効果ガス総排出量は 5,981万ト

ンで，基準年度（平成 2年度，ただし，HFC，PFC

及び SF6 は平成 7年度）に対して 2.3％減少，前年

度（平成 21年度）に対しては 8.1％増加しています。

県内の温室効果ガス排出量は，平成 21年度まで減

少傾向にありましたが，リーマンショック等による

景気の後退からの回復傾向や電気の排出係数の悪

化，原子力発電所の稼働率の低下による県内火力発

電所の稼働率の上昇により，運輸部門以外の部門で

昨年度に比べて増加しています。家庭部門では，使

用されるエネルギーのうち，灯油使用量が大幅に減

少し，その分を補う形で電気使用量が増加していま

す。これは，灯油価格の上昇によるものと考えられ

ます。唯一減少した運輸部門は，平成 20年度より，

温室効果ガス排出量が減少傾向となり，平成 22年
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度は，総自動車保有台数が前年度以下となりました。

平成 20年度以降の県内総走行距離が横ばいである

ことから，省エネ型車輌の普及，エコドライブなど

の省エネ行動の普及が考えられます。

２．ふくおか省エネ・節電県民運動
東日本大震災による福島原子力発電所の事故以

降，原子力発電の政策見直しが行われ，電力不足が

懸念される中，福岡県では平成 23年度に引き続き，

エネルギー・電力の効率的な使用を推進するため，

夏季と冬季に「ふくおか省エネ・節電県民運動」を

行い，省エネ・節電への取組を呼びかけました。こ

の運動に協力し，取組実施を宣言した県民は，夏季，

冬季合わせて 77,505人となりました。（平成 23年

度 51,268人）

県センターでは，県民からの省エネ・節電に関す

る相談を受けたり，取組を行った家庭の節電効果を

集計するなどの事業支援を行いました。

平成 23年度と比較しますと，宣言数が増加した

反面，取組結果の報告数が減少したことや，報告さ

れた世帯であっても電気使用量の削減率が下がった

ことから，継続的に電気使用量を削減するのは容易

ではないことがわかりました。今後は，住居形態や

世帯人数による評価方法の導入や，各家庭を個別に

診断する「うちエコ診断」を広めていく必要がある

と思われます。

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，環境省が作成した専用の

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 24年度は，福岡県や，推進員連

絡会と連携し，17名の診断員の養成と 212世帯の

診断を実施しました。

受診家庭へ家庭毎に選択した今後の対策メニュー

の実施状況をアンケート調査したところ，受診家庭

の CO2排出量削減効果は，約 85トン見込まれる結

果となりました。

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，県事業として年

賀状を園児から祖父母に送る三世代まるごとエコ事

業を実施し，県センターからエコアドバイザー（推

進員含）など各幼稚園等の要望に即した人材を講師

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。本事業で講師を派遣した幼稚園・

保育園は 44件で，学習会等に参加した園児，保護

者の数は合計 3,819人でした。

■平成 25 年度の活動方針
県センターでは，第 3期目の活動方針を「温暖化

対策情報の収集・発信」，「普及啓発から効果的実践

へ支援」，「次世代を担う子どもへのアプローチ」と

して，事業を実施します。

平成 25年度は，平成 23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，次世代への教育を引き続き行います。

また，平成 25年度は，新規に委嘱された推進員

向けに，地球温暖化防止に関する基礎知識研修会を

開催する予定です。■　電気契約区分、居住形態別、世帯人数別の電気使用量
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＊エコアクション 21 地域事務局 ECO-KEEA 九環協　事務局長

持続可能な社会を実現するためには，大量生産，

大量消費，大量廃棄型の社会システムや多消費型の

ライフスタイルを見直し，天然資源の消費を抑制し

環境への負荷ができる限り低減される循環型社会を

目指していかなければなりません。このためには，

社会を構成する企業や市民，行政などあらゆる主体

が適切に役割分担しつつ，連携，協調しながら一体

となって環境配慮のための取組を進めていく必要が

あります。特に，企業は，その活動規模が大きく環

境への負荷も大きいことから，企業としての健全な

活動を損なわないようにしつつ，企業活動そのもの

をできるだけ環境に配慮したものへと転換していく

ことが求められています。

こうした企業活動における経済面と環境面を統合

し，総合的に企業価値を高めていくための有効な

ツールとして，環境省が策定したエコアクション

21（以下「EA21」という。）があります。九環協

は，この EA21の地域事務局の指定を受け，事業者

の EA21の認証取得のための取組支援や普及促進に

努めています。

1  EA21 の意義
EA21は，企業などの団体が，環境に関する方針

や目標を自ら設定し，これらの達成に向けて取り組

み，その取組結果を確認，評価し，更にこれを見直

して継続的に改善を行っていくための環境マネジメ

ントシステムです。

EA21に取り組み，様々な改善を行うことにより，

企業活動に伴う環境への負荷を最小化することはも

ちろん，省資源化や省エネルギー化などに伴い経費

の節減が図られることとなります。また，組織内部

の管理も効率的に行われるようになり，環境関連法

規の遵守をはじめ企業としてのコンプライアンスも

向上します。更に，消費者や取引企業からも環境に

配慮した企業としての評価を得ることができ，企業

イメージの向上によるビジネスチャンスの拡大が期

待できます。

2  九環協の取組
九環協では，平成 17年 9月に地域事務局の指定

を受け，EA21の認証・登録の手続きを行っています。

具体的には，認証・登録を希望する事業者から審査

申込書を受け付け，審査の要件に適合しているかど

うかを確認します。そして，受審事業者の業種，業

態及び規模を考慮し，最も適切と判断される審査人

を選任します。審査が終了し審査人から審査報告書

を受領した後，重層的にチェックを行うため，学識

者等で構成する地域判定委員会において認証・登録

の可否を判定します。

九環協が行った認証・登録事業者数は，発足当初

は少数であったものの，その後着実に増加していま

す。平成 24年度においては，こうした認証・登録

に係る地域事務局の運営に加え，次のような業務を

実施しました。

（1）自治体イニシアティブ・プログラム
EA21を構築し審査人の審査を経て認証・登録を

得るには，EA21ガイドラインの要求事項を体系的



― 62 ―

に理解し，このガイドラインに即して段階的にシス

テムを構築していくことが有効です。このため，九

環協では，自治体と連携して EA21ガイドラインの

解説等を行う導入セミナーとシステム構築のための

集合コンサル（全 5回）をセットにした，無料の「自

治体イニシアティブ・プログラム」を実施していま

す。

平成 24年度は，福岡県・福岡市と連携したプロ

グラムに 37社が参加され，佐賀県と連携したフロ

グラムには 9社が参加されました。

（2）関係企業グリーン化プログラム
自治体イニシアティブ・プログラムと同様，関係

企業団体向けに導入セミナーと集合コンサルをセッ

トにした無料の「関係企業グリーン化プログラム」

を実施しています。平成 24年度は，あいおいニッ

セイ同和損保の長崎支店及び福岡支店においてそれ

ぞれ 5社及び 8社の参加を得て実施しています。ま

た，物流ネットワーク福岡協働組合において 6社の

参加を得て実施しました。

（3）地域判定委員会の拡充
地域判定委員会は，EA21の認証・登録制度の公

平性，信頼性を確保するうえで重要な役割を担って

います。一方で，近年，認証・登録の判定件数が大

きく増加していることから，平成 24年度，地域判

定委員会を 2班体制とし，判定委員を 3名から 6名

へと拡充しました。

（4）フォローアップ研修
EA21認証・登録事業者の中には，効果的な取組

を進めるうえで様々な悩みを有しているとの声も聞

こえています。このため，平成 24年度，認証・登

録済みの事業者を対象としたフォローアップセミ

ナーを初めて開催しました。39社が参加され，講

演に引き続き個別相談会を実施しました。

3  今後の取組
（1）入札参加資格制度の改正等
平成 24年度，福岡県において EA21の取得が

入札参加資格審査で有利になる制度が実現しまし

た。福岡県の取組に感謝しますとともに，こうした

EA21取得に伴うメリットが制度的に担保される仕

組みが拡がるよう，中央事務局等とも連携し必要な

取組を進めます。

写真 1　導入セミナー風景（自治体） 写真 2　集合コンサル風景（企業団体）

表１  認証・登録事業者数の推移 
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（2）審査人の養成
近年，審査人 1人あたりの審査件数は大きく増加

しており今後も増加が見込まれます。審査人は，環

境に関わる幅広い知識と経験を持つ有資格者であ

り，必要な時に直ぐに増やすことはできません。こ

のため，事務局では環境に関わる有識者とのネット

ワークが豊富な母体団体とも連携，協力し，今後そ

の養成に努めてまいります。

（3）EA21 制度の改善（九州・沖縄ブロック）
EA21認証・登録制度は発足以来順調に推移して

いるものの，制度の一層の信頼性や審査の質の向上

といった観点からは，不断に制度改善の検討を進め

ていくことが期待されています。現在，中央事務局

において制度改善の検討が進められており，九州・

沖縄ブロックにおいても具体的なフィールドを活か

した検討が要請されていることから，今後も適切な

改善に向け九州・沖縄ブロックの協議に参加してい

きます。

ゲンジボタル
成虫の寿命は 1～ 2週間。水辺にふわりと浮
かぶ光は幻想的。
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＊一般財団法人　九州環境管理協会　普及啓発部

１．はじめに
持続可能な社会の構築に向けて，日常生活や事業

活動の基盤となるエネルギーの利用・供給と環境保

全のあり方について，総合的な観点から考え， 実践

的な取り組みを推進するためには，行政や事業者等

がそれぞれの役割を果たすと共に，国民一人ひとり

のエネルギー・環境問題に対する関心の喚起と理解

の促進が不可欠と思われます。

継続的な取り組みの重要性を考えた場合，次世代

層がエネルギー・環境に関する課題や問題点を自分

自身のこととして考え，適切な意思決定と行動を行

うための素地を養う意義は極めて大きいと考えます。

普及啓発部のエネルギー・環境情報センターは，

以上の認識に立ち，次の活動を行いました。

リニューアルされた福岡市保健環境学習室「まも

る～む福岡」の運営を通じて，「循環型社会の構築・

地球温暖化対策を考えたまちづくり・自然とのふれ

あいと生物多様性の保全」をテーマに，多くの学習

イベントを開催し，福岡市民や福岡市を訪れた国内

外の方々に保健や環境に関する体験や情報提供を行

いました。

小学生とその保護者を対象とした活動として，子

どもゆめ基金助成を受けた「科学実験出前講座福

岡」，九州エネルギー館の「おもしろサイエンス」

及び環境フェスティバルふくおかの九州電力ブース

等を運営しました。

「九電みらいの学校」の一環として，九州電力熊

本支社が主催する中学校を対象した科学実験出前講

座を，九州大学名誉教授などとともに実施しました。

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や熊本県立大学に

おける放射線測定実験への指導員派遣などを行いま

した。

福岡県環境部環境保全課から「福岡県省エネル

ギー相談事業」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

象とした省エネの運用改善や設備更新などのアドバ

イスを実施しました。

福津市の市民有志「どじょう倶楽部」及び福岡県

宗像遠賀保健環境事務所・同保健環境研究所・同自

然環境課並びに株式会社伊藤園等と連携した福津市

手光地区の遊休水田を利用したビオトープづくりな

どの省エネルギーから生物多様性の保全まで幅広い

活動を行っています。

２．福岡県省エネルギー相談事業について
平成 24年度は，県内 75事業者を対象に省エネ相

談を実施しました。

省エネルギー相談は，相談窓口の設置と相談の受

付及び現地相談で構成しました。

対象は，現有施設の運用改善や省エネ型設備への

更新等を検討している福岡県内の事業所で規模や業

種は原則不問とし，相談料金は無料としました。

相談のメリットは，1）経費削減と危機管理に役

立つ，2）地球温暖化防止に貢献できる，3）社員教

育に活用できる，4）助成・支援制度の情報が得ら

れる，の 4点です。

なお，窓口に寄せられた省エネルギーに関する一
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般的な問合せや補助制度等の照会等に対しては，関

係機関の紹介や関連制度の情報提供等を行いまし

た。

相談者が，具体的な相談を希望された場合は，相

談内容や年間電力使用量（料金）等を記載した相談

申込書を送付いただきました。

相談申込書その他情報を基に相談内容を分析し，

エネルギーに関し高度な知識及び技術を有する専門

家（以下「専門家」という。）による実地での調査・

相談（以下「現地相談」という。）の要否を判断し，

現地相談の必要があると判断した場合は，専門家を

相談者の事業所等の現地に派遣しました。

現地相談では，相談内容等を詳しくヒアリングす

るとともに，現有設備の種類及び運転状況等を確認

の上，省エネルギーに資する運用改善や設備更新に

係るポイント及び対策手法等の要点を口頭で情報提

供しました。

現地相談を行った場合は，次の事項を記載した回

答書を作成しました。

①現有設備の概要（設置，管理及び運転状況等）

②エネルギーの使用状況及びその分析

③設備運用及びエネルギー使用状況に係る問題点

及び改善の着眼点

④省エネルギーに資する現有設備の運用改善方策

⑤設備投資（設備の更新又は導入等）を伴う省エ

ネルギー方策

⑥運用改善又は設備投資により見込まれる経費，

エネルギー使用量及び温室効果ガス排出量の削

減効果

⑦運用改善及び設備投資等に活用できる支援又は

補助制度の情報

現地相談の回答で，専門家が多くアドバイスされ

た設備は，電力のデマンドコントローラーでした。

デマンドコントローラーは，電力使用の「見える化」

を行う機器の１つで，予め設定した電力使用値を越

えることが予測された場合に警報を出すものやエア

コン等の電力使用機器を自動制御するものもありま

す。

３．省エネルギー相談の効果
相談事業の効果は，アンケート調査によって確認

しました。

平成 22年度と平成 23年度に現地相談を受けた

17社の事業者を対象に，その後の取組や相談事業

による効果及び改善提案等のアンケートを行ない，

14社から回答をいただきました。

結果は，1）窓口対応，2）相談時間，3）専門家

によるアドバイス，4）回答書の満足度，5）回答書

の難易度，6）省エネ相談の有効性については，「良

い」や「適切」及び「満足」等の結果が多かった。

省エネ相談の再度の申込は，数年後には申込みた

いが最も多かった。

省エネ相談後の取組は，運用改善の実施が半数で，

設備更新を行った事業者も 4社であった。

省エネ相談による効果は，電力使用量の削減が最

も多く，次いで重油等の使用量削減でした。

写真 1　現地相談の事例（温浴用給湯設備）

写真 2　デマンドコントローラーの事例
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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

どの幅広い層を対象とした温暖化対策，エネルギー

問題などの公益性の高い普及啓発活動を展開してお

ります。

次年度は，時代の要請に応じた新規事業を開拓す

るとともに，豊かな環境の保全と創造をとおして，

地域及び社会の持続的な発展に寄与してまいりま

す。

　　　

アユ
香魚とも呼ばれ独特の香りがする。
アユの友釣りは夏の風物詩。



役　員　名　簿
理事・監事 （平成 25 年 6 月 1 日現在）
役 職 名 氏　　　名 所　　　　　　　属

理 事 長
（代表理事） 持　田　　　勲 工学博士　九州大学名誉教授　全国石油協会会長　

九州大学炭素資源国際教育研究センター特任教授
副 理 事 長 尾座元　宣　一 前福岡県福祉労働部理事
副 理 事 長 川　野　田實夫 大分大学名誉教授
副 理 事 長
（業務執行理事） 松　岡　信　明 理学博士　前当協会事業本部長

業務執行理事 内　田　唯　史 工学博士　当協会事業本部長兼普及啓発部長
業務執行理事 高　木　満　郎 当協会経営本部長兼総務部長
理 事 穐　山　泰　治 九州電力株式会社　地域共生本部部長（環境担当）
理 事 浅　野　直　人 福岡大学法学部教授
理 事 島　岡　隆　行 工学博士　九州大学大学院工学研究院教授（環境社会部門）
理 事 二　渡　　　了 工学博士　北九州市立大学国際環境工学部教授
理 事 百　島　則　幸 理学博士　九州大学アイソトープ総合センター教授
監 事 甲　能　市　郎 甲能公認会計士事務所（所長）
監 事 土　生　清　文 株式会社福岡銀行監査役

評議員・顧問
役 職 名 氏　　　名 所　　　　　　　属

評議員（会長） 松　藤　泰　典 工学博士　九州大学名誉教授　
北九州市立大学国際環境工学部建築デザイン学科特任教授

評 議 員 楠　田　哲　也 工学博士　九州大学名誉教授　九州大学東アジア環境研究機構特別顧問
評 議 員 薛　　　孝　夫 農学博士　西日本短期大学緑地環境学科特任教授
評 議 員 田　中　昭　代 医学博士　九州大学大学院医学研究院講師（基礎医学部門）
評 議 員 中　野　勝　之 工学博士　福岡大学工学部化学システム工学科教授
評 議 員 中　村　　　明 九州電力株式会社　上席執行役員（発電本部安全・品質保証担当）
評 議 員 藤　岡　祐　一 工学博士　福岡女子大学国際文理学部教授
評 議 員 松　藤　康　司 工学博士　福岡大学工学部社会デザイン工学科教授
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 矢　幡　　　久 農学博士　九州大学名誉教授　西日本短期大学副学長・緑地環境学科教授
顧 問 竹　下　健次郎 工学博士　九州大学名誉教授　

技術諮問委員
役 職 名 氏　　　名 所　　　　　　　属

技術諮問委員 井　手　　　修 西部ガスエンジニアリング株式会社　代表取締役社長
技術諮問委員 出　光　一　哉 工学博士　九州大学大学院工学研究院教授（エネルギー量子工学部門）
技術諮問委員 大　上　和　敏 理学博士　大分大学教育福祉科学部准教授
技術諮問委員 小　出　秀　雄 経済学博士　西南学院大学経済学部教授
技術諮問委員 小　山　次　朗 農学博士　鹿児島大学水産学部教授
技術諮問委員 関　根　雅　彦 工学博士　山口大学大学院理工学研究科教授
技術諮問委員 西　田　哲　明 理学博士　近畿大学産業理工学部生物環境化学科長
技術諮問委員 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長
技術諮問委員 久　留　百合子 株式会社ビスネット　代表取締役
技術諮問委員 平　松　和　昭 農学博士　九州大学大学院農学研究院教授（環境農学部門）
技術諮問委員 逸　見　泰　久 理学博士　熊本大学沿岸域環境科学教育研究センター教授
技術諮問委員 渡　辺　公一郎 工学博士　九州大学大学院工学研究院教授（地球資源システム工学部門）
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― 編　集　後　記 ―

当協会は平成 24年 4月 1日に一般財団法人へ移

行し１年を経過しました。移行に伴い，公益事業の

推進，ガバナンスの強化，技術力向上等が更に求め

られるところであります。このためには，職員一同

の努力・研鑽はもとより，理事・評議員・技術諮問

委員の方々など幅広い方面からのご支援・ご指導を

頂くことも重要であります。「環境管理」は，当協

会に関係される先生方からの事業の方向性に関する

示唆，及び職員の技術発表の場として年１回ではあ

りますが 40年以上継続して発行しております。

第 42号では，「巻頭言」として佛淵孝夫佐賀大学

長様に大学におけるエコアクション 21を中心とし

た環境への取組をご紹介いただきました。大学には

様々な要素があり一つの総合的な社会を形成してい

るという趣があります。その点で佐賀大学の取組は，

社会の環境への取組の在り方を示唆していると思い

ます。特にアウトカム（社会への貢献・インパクト）

を重要な評価基軸と考えられていることは当協会の

今後の運営においても大変参考になります。

「論説」では福岡女子大学の野馬幸生先生と，大

分大学の大上和敏先生にご寄稿いただきました。

野馬先生は廃棄物焼却炉におけるニトロ多環芳香

族炭化水素化合物の発生挙動について実験データを

基に解説され，焼却炉からの排出抑制について提案

されています。同物質に限らず変異原性と発癌性を

有する有害化学物質については，大陸からの越境汚

染などグローバルな環境問題とも関連して今後も重

要な研究課題であると思います。

大上先生は福岡県船小屋温泉について化学成分と

安定同位体情報を精査され温泉水の起源について提

案されています。特にヘリウムやメタンなどのガス

成分についてマントル起源の可能性を指摘されてい

ます。このような研究手法は，単に地球化学的な研

究にとどまらず，資源問題とも関連して今後ますま

す重要になると思います。

「特別寄稿論文」では九州大学の有馬立身先生に

ご寄稿いただきました。放射性廃棄物の地層処分に

関連して，ウラン（ウラニルイオン）の粘土鉱物へ

の吸着挙動を計算科学的手法によって説明されてい

ます。共存イオン，静電相互作用，分子間力など様々

な要素が関連する事象を統一的に扱って，処分環境

の適切な評価を目指されています。福島第一原発事

故によって環境に放出された放射性セシウムについ

て「土壌の放射性セシウム捕捉ポテンシャル（RIP）」
評価の重要性が指摘されていますが，先生の研究は

このような方面にも展開できるものと思います。

当協会では業務における短期的及び中長期的開発

課題を毎年自主研究として採択しておりますが，こ

れらの中から「研究報告・技術報告」として 6篇を

掲載しました。この中で「ヨウ素 129」に関する研

究は，福島第一原発事故以来当協会が社会に提供し

たいくつかの技術の一つであります。このようなこ

とが可能となった背景には，当協会と九州大学が表

裏一体となってこの分野の研究を継続してきたこと

があり，大学との連携が重要であることを改めて示

しています。

「業務報告」では当協会が実施している主要な公

益事業である「福岡県地球温暖化防止活動推進セン

ター」，「エコアクション 21地域事務局 ECO-KEEA

九環協」及び「エネルギー・環境情報センター」の

活動内容を報告しております。

最後に，ご寄稿いただいた先生方と職員の皆様に

改めて感謝申し上げます。

（編集担当：松岡）
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