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九州大学における環境問題への取組み 

 九州大学総長 有川 節夫   

 
環境問題は、この数十年の間に大きく変わってきた。

環境問題が社会的に注目されるようになったのは、少な

くとも日本においては、工業化や産業化に伴ういわゆる

公害問題であった。産業の近代化のために効率化、主と

して化学の研究成果を活用した産業や工業製品の製造過

程で生じる産業排出物による公害問題である。河川や海

洋、大気は、個人や個々の産業活動で多少の排出物や排

気があろうとも、それらを浄化できる力をもっていると

信じられていた。産業排出物が、病気や地球温暖化等の

深刻な原因になろうとは、科学者も産業界も行政も考え

てこなかった。世界中の工業化、近代化によって、こう

した問題が、母なる地球やそれを取り巻く大気も含めた

文字通りグローバルな環境問題として世界中で、特に、

先進諸国で深刻な問題として意識され、やがて、日本を

始め多くの国において、科学の力や規制等の行政の力、

国民の協力等によって、その問題の殆どを解決してきた。 

しかし、先進工業国、特に日本を手本にして進展し続

けている多くの途上国においては、こうした公害を伴う

環境問題が教訓として生かされることなく、同じ轍を踏

む形で繰り返されている。化学を中心とする科学技術は

ますます進展しているだけに、事態は深刻の度合いを増

し、環境汚染の問題もその発生源としての自国内に留ま

らず、大気や海流の移動に乗って広汎な周辺諸国に日常

的に越境して、深刻な問題を拡散し続けている。そうし

た諸国とは、社会制度の違いもあり、政治や文化、倫理

観の問題で微妙なところもあり、越境による被害が事実

であっても、そのための対応が容易には行えないところ

もある。 

このような認識のもとで、周辺諸国を含めた環境問題

に対応するため、九州大学では、学内の様々な環境分野

の専門家を結集し、この越境する環境問題を学問として

展開するプロジェクトを、2007 年に「東アジア環境問題

プロジェクト」という形でスタートさせた。本学の都市

環境、大気汚染、河川・海洋汚染、水問題・砂漠化等、

幅広い研究分野の研究者が集結し、国内の幅広い産官学

の組織及び中国の同済大学、上海交通大学、清華大学等

の協力を得て、国際・学際的な研究活動や国際交流を行

ってきた。 

2009 年には、文部科学省特別教育研究経費として予算

措置されたことを契機にして、このプロジェクトを大き

く発展させ、総長を機構長とする全学組織「東アジア環

境研究機構」を設置した。この機構では、産学官連携や

国際連携による研究だけでなく、人材育成にも取組み、

大きな成果を上げている。 

この「東アジア環境研究機構」やそれに至るまでの教

育研究活動、グローバル COE プログラムによる、環境負

荷なき炭素資源利用の 21 世紀型パラダイムの構築と人
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材育成に取り組む「新炭素資源学」等の実績が高く評価

され、国によるキャンパスアジア・プログラムに「エネ

ルギー環境理工学グローバル人材育成のための大学院協

働教育プログラム」が採択され、本学大学院総合理工学

府を中心に日中韓で教育研究事業を展開している。 

環境とエネルギーに関しては、自然エネルギーに関す

る本学独自の風レンズ風車の研究は有名であるが、博士

課程教育リーディングプログラムに「グリーンアジア国

際戦略プログラム」が採択され、アジア圏から世界に環

境・エネルギーイノベーションを発信する強力なリーダ

ー育成が始まっている。また、後述するように、環境に

配慮した究極のクリーンエネルギーといわれる水素エネ

ルギー研究に関しても、世界トップクラスの研究が展開

されている。 

本学では、「九州大学環境方針」を定めている。「基本

理念」として、「九州大学は、地球未来を守ることが重要

な課題であることを認識し、環境に配慮した実践活動を

通じて、地球環境保全に寄与する人材を育成するととも

に、地球に環境負荷をかけない社会を実現するための研

究を推進する」、とした上で、１）環境マネジメントシス

テムの構築、２）大学の支援、３）環境に関する教育・

研究の充実、４）法令遵守、５）環境報告書の作成、等

からなる「環境方針」を定めている。上記の例も含めて、

本学における環境に関する教育研究活動は、基本的には、

この方針に沿って行われている。 

九州大学は、1991 年に現在の伊都キャンパスへの移転

を決定し、新キャンパスの整備計画を展開している。こ

の新キャンパスは、敷地面積が 270 ヘクタール強、建物

の床面積が完成時で約 50 万㎡という広大なものである

が、現在、約 63％の建物の整備が終わり、既に約 12,000

人の学生教職員がそこで学習・教育・研究活動を行って

いる。このキャンパス用地は、丘陵地にあり、円墳や前

方後円墳、方墳、古代の製鉄遺構、貴重な木簡、その他、

数えきれない程の遺跡群が出土し、工事は難航したが、

その保全・保存に最大限の配慮をして造成を行ってきた。 

加えて、自然や環境についても、この種の造成事業と

しては、世界的にも類例を見ない配慮を行ってきた。大

木の立ち木移植や林床土移植を行い、生物多様性保全ゾ

ーンと称する広大なエリアの保全に努めるなど、微生物

も含めた、植物や動物の生態系を維持するために最大限

の配慮を行ってきた。この歴史や環境・生態系に配慮し

た大規模事業に対して、日本土木学会から「環境賞」を

授与され、また、世界的な科学誌 Science から取材を受

け、特別記事が掲載される程であった。 

キャンパス造成に伴う周辺の住民や農業等への影響の

軽減にも努め、海岸との近さによる農業用地の塩水化の

可能性を回避するために、水文に配慮し、キャンパス用

地に降る雨水の利用さえ抑制している。本格的な「給水

センター」をいち早く整備し、キャンパス内での水循環

を確保し、水の有効利用を可能にしている。さらに、こ

の事業による環境への影響の有無やその程度を監視する

ために、2000 年から 14 年にわたり毎年、本格的な定点

調査等を実施し、大部な「九州大学統合移転事業環境監

視調査報告書」として纏めている。調査項目は、騒音、

振動、水質、水文・水利用、陸生植物、陸生動物、水生

生物等、多岐にわたっている。なお、こうした調査・監

視・報告の効果もあり、現在までのところ、この事業に

よる早急な対策を要するような環境への影響は確認され

ていない。 

最近では、環境問題がエネルギー問題との関係で注目

され、議論されることが多い。本学の伊都キャンパスで

は、上記のような、いうならば保全や保護の対象として

の環境問題に加え、環境に負荷を与えない積極的なエネ

ルギーの開発についても先進的で高度な研究を展開して

いる。2005 年の新キャンパスへの第一次移転を契機に現

在の「水素エネルギー国際研究センター」を立ち上げ、

21 世紀 COE プログラムや福岡水素エネルギー戦略会議、

産業総合研究所等の協力を得て、「水素ステーション」や

「水素材料先端科学研究センター」等をスピーディーに

整備し、先端の研究活動を展開してきた。その一つの成

果が、WPI の世界トップクラスの研究拠点への採択に繋

がり、本学では「カーボンニュートラル・エネルギー国

際研究所」を設置し、文字通り世界のトップクラスの研

究活動を展開している。また、経済産業省の支援を得て、

「次世代燃料電池産学連携研究センター」も設置した。
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こうして、福岡県による「水素エネルギー製品研究試験

センター」等を含めて、大学及び周辺自治体に、世界最

大の先端研究開発実証試験の体制が整備されている。さ

らに、教育面でも、大学院工学府に「水素エネルギーシ

ステム専攻」を設置し、高度な人材育成に組織的に取組

んでいる。 

こうした事業にも見られるように、本学は、世界中の

関心事である、「エネルギーにかかる環境問題」への根源

的な寄与を目指して、組織的な先端研究と教育を実施し

ている。 

以上、本学に特徴的な環境問題への対応について、簡

単に紹介してきたが、エネルギーに関係する環境問題は、

これまでに取組まれている「個」に基本をおく環境問題

だけでなく「種」のレベルで捉えるべき環境問題も含め

た、広い観点からの深い議論が必要である。そのための、

哲学や倫理、世界観に基づく環境問題の議論も避けて通

ることはできないと思う。

 

シジュウカラ 

白いほっぺと胸の黒ネクタイ 

が印象的。ちょっとした緑の 

場所でみることができる。 
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環境放射能研究－特に超ウラン元素を追い求めて 
 

               金沢大学・環日本海域環境研究センター・低レベル放射能実験施設 教授 山本 政儀  

 

１． はじめに 

私は、金沢大学の理学部・化学科の学生として、阪上正

信先生の放射化学講座で放射化学を専攻した後、原子力発

電所周辺の環境放射能の調査・研究（福井県衛生研究所）、

北陸大学薬学部の放射薬品学教室で放射性医薬品と環境

放射能を研究し、1986 年チェルノブイリ事故直後の 7 月

に金沢大学理学部附属・低レベル放射能実験施設に異動し

た。気が付けば、あっという間に 40 年余りが経過した。

この間、幸いにも一貫して放射性核種・放射線と共に歩む

ことができ、アルファー（α）線を放出する天然放射性元

素 U、Th、Ra、Rn、Po に加えて、特にプルトニウムなど

のα線を放出する人工放射性元素、超ウラン元素諸核種の

分析・測定法の開発、環境中での挙動、広島・長崎、イギ

リスのセラフィールド核燃料再処理工場からの放射性廃

液で高濃度に汚染されているアイリッシュ海の汚染、さら

に中央アジアのカザフスタンにある旧ソ連セミパラチン

スク核実験場及びその周辺の環境放射能汚染や住民への

放射線影響研究、天然および人工の放射性核種をトレーサ

ーとする地球・環境化学研究に取り組んできた。最近は、

福島第一原子力発電所事故に絡む超ウラン元素にも取り

組んでいる。超ウラン元素は、馴染みが薄いと思われるが、

92 番元素のウランよりも原子番号の大きい元素の総称

（図１）で、現在環境に存在する超ウラン元素の殆どは核

時代の幕開けとなる大気圏内核実験からの地球規模フォ

ールアウト（global fallout） や核施設からの漏洩・放出に

由来する。これらの元素は、それ自身化学的毒性が強く、

生物学的に危険なα線を放出し、かつ物理的半減期の長い

核種（表１）が多くキャリヤー・フリー状態でⅢ〜Ⅵ価の

原子価状態をとりうるなどの理由から、それらのレベル、

分布、存在状態、環境挙動、人体への影響研究が重要とな

り、これまでに膨大な量の調査・研究が実施されてきた。

また、地球化学の諸現象を解明するためのトレーサーとし

ても有用視されてきた。原子エネルギーの利用が続く限り、

このような研究の継続と若い研究者の育成・確保が必須と

思われる。ここでは、私が“面白いと思った環境の超ウラ

ン元素”に関係する自身の幾つかの研究を取り上げそれら

の概略を紹介してみたい。 

 

 

図１ 周期律での超ウラン元素の位置 
  （Americium and Curium Chemistry and Technology,  
    Edited by N. M. Edelstein, J. D. Navratil & W. W. Schulz；Published by  
    D. Reidel Publishing Company, 1985. の表紙カバーから引用） 

 

 

表１ 環境放射能分野で重要な超ウラン元素諸核
種 
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２．広島原爆の“黒い雨”に絡む放射能問題 1),  2) 

大学でアクチニウム系列の 227Ac（T1/2＝21.7 y、β—

（98.5%）&α（1.2％））の分析・定量法の研究を行い、卒

業（1973/3）後、環境中の土壌や海底土試料の Pu や 241Am

のレベル、分布、移行挙動の研究をしてきた。1980 年頃、

広島・長崎の原爆 fallout 試料に出会い化学分離、α線スペ

クトロメトリーで測定する機会を得た。広島試料について、

1976 年当時に採取した土壌の Pu 濃度および同位体比 

（238Pu、239Pu、240Pu、241Pu）などを測定したが、同位体比

については global fallout 値と大差なかった。一方、長崎で

は、西山地区で高濃度の 239、240Pu（10cm 深さ 3 試料で 2,500-

5,000 Bq/kg）を検出、さらに 238Pu/239、240Pu 放射能比が 0.055

前後と低いことを確認した。当時助教授であった小村和久

先生と共に、Lx/α線測定を併用した新規な方法で長崎原

爆の 240Pu/239Pu 同位体比が 0.042 前後であることを見出し、

95％程度の 239Pu を含む Pu が原爆材料として使用されて

いることが分かった。今にして思えば小村先生との懐かし

い思い出である。それから、20 年余り広島・長崎における

放射能とは縁がなかったが、10 年ほど前から、原爆の際

に降った黒い雨に含まれている放射性物質からの被曝（以

前からも問題視されていたのだが）が社会的関心を呼ぶよ

うになり、黒い雨の降下時間推移、降下範囲、この雨等に

よる放射性物質の降下量とそれに伴う被曝線量がどの程

度であったのかの検討が緊急の研究課題になってきた。原

爆投下から 68 年経過した今日においてでさえ、広島原爆

フォールアウト（close-in fallout）の実体、さらに、黒い雨

による被曝線量評価は未解決のままであった。爆発直後に

放出された中性子やガンマ線以外に、原爆投下 20〜30 分

後に広島市の北および北西方向に“黒い雨（black rain）”が

降り、これにより原爆で生成した核分裂放射性核種が降下

したことが知られている。中性子やガンマ線からの線量は、

現在 DS02 （Dose System 2002）と呼ばれる被曝線量評価

システムで評価されているが、上記の DS02 システムでは、

この黒い雨に伴うファールアウトからの被曝線量は寄与

が少ないと考えられ考慮されていない。 

1976 年と 1978 年に、厚生省が中心となり、広島市の爆

心地 30 km 圏内 16 方位で、きめ細かな土壌試料の採取を

行い、残留放射能の調査を行った。物理的半減期の長い核

分裂生成核種 137Cs（T1/2＝30.17 y）を中心に測定が行われ

たが、1950 年から 1960 年代はじめに行われた米ソの大気

圏内核実験からの大量の地球規模フォールアウト（global 

fallout）のために、広島原爆由来のフォールアウト 137Cs の

痕跡を見出すことが極めて困難であった。そこで、 global 

fallout の影響を受けず、当時の close-in fallout の降下を保

存している試料に目が向けられた。幸い、市民の協力が得

られ、原爆直後（1〜4 年）に建築されて最近解体する建

物が幾つか見つかり、その床下の土壌が最適ではないかと

いうことになり 137Cs 測定を広島大・星グループらと共に

試みた。 

爆心地から主に北および北西方向の 20 地点（図２）の

家屋床下から採取した土壌（1 家屋から 3〜5 サイト：約

30cm 深さの土壌コア）について、試料 100 g 程度を用い

て 137Cs および 239、240Pu 濃度（4 地点について 240Pu/239Pu

同位体比）を測定した。広島原爆は 235U 爆弾であること

を考慮すると、 Pu 生成は無視できるので、もし何がしか

の Pu が検出されるならば、床下土壌は global fallout で汚

染されている可能性が高い。Pu は、このように global 

fallout 汚染有無の indicator として用いられた。非破壊測定

での 137Cs 検出は困難であったので、化学分離（試料 100 

g 程度を使用）を（財）九州環境管理協会にお願いし、測

定を尾小屋地下測定室の極低バックグランド Ge 検出器で

行った。全ての地点で 137Cs を数〜数 100 Bq/m2 （大部分

は 10〜50 Bq/m2）、239、240Pu を 0.1〜24 Bq/m2（大部分は 1 

Bq/m2以下）の範囲で検出した（図３）。また 4 地点の試料

について測定した 240Pu/239Pu 同位体比は 0.13〜0.19（global 

Atomic Bomb Dome 

Hiroshima 

 
 
図２ 1945-1949 年当時に建築され最近解体された 

建物の床下土壌採取地点（広島） 
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fallout 値 0.18）であった。今回検出された 239、240Pu およ

び 240Pu/239Pu 同位体比は、床下土壌が長年の間に 1950 年

代から 1960 年代はじめの global fallout で多かれ少なかれ

汚染されている可能性を強く示唆するが、家屋が建築され

た 1945〜1949 年代にも長崎を初めとする Pu 爆弾の原爆

が幾つか実施されている。青山、広瀬（気象研究所）の 137Cs

降下量を基にして 1945〜1949 年頃の 239、240Pu 降下量を試

算すると 0.1 Bq/m2程度になる。地理的、気象的条件等を

考慮して 0.5Bq/m2 を上限として、これ以下の 239、240Pu を

検出した地点での 137Cs が全て広島原爆由来すと仮定する

と、当時 100 Bq/m2程度の降下が見積もられた。また検出

された 239、240Pu が 1950 年代から 1960 年代はじめの global 

fallout に由来するとして、137Cs 降下量を見積もり、検出さ

れた 137Cs 蓄積量を補正すると最大で当時 50 Bq/m2の降下

が予想された。今回試料を採取した地域に限定して、広島

原爆の close-in fallout 137Cs 降下量は 50〜100 Bq/m2程度と

推定された。採取地点の床下土壌の建築前や建築時の整地

状況、更に原爆直後の台風（1945 年 9 月の枕崎台風）・大

洪水などによる土壌浸食なども踏まえてさらに詳細な検

討が、また、当時降下量が多いと言われている己斐、高須

地域での調査・研究も必要であると考えている。今後、長

崎原爆についても、close-in fallout 降下量とそれに伴う被

曝線量評価を継続したい。また、この研究中に広島原爆

は 235U 爆弾であるので 236U（T1/2＝2.34×107 y、α）が 235U

（n,γ）核反応で出来ているのではないかと思い、この核

種の測定をウィーン大学のタンデム加速器質量分析計

（AMS）で試みた。236U は極微量検出されたが、236U/239、

240Pu あるいは 236U/137Cs 比などは global fallout の範囲内で

あり、当時の close-in fallout の降下状況把握には利用でき

なかった（広島大・坂口らとの共同で行われ、現在この核

種の海洋水塊循環のトレーサーとしての有用性が検討さ

れている）。結果はともかくとして、久しぶりに忘れかけ

ていた多量の試料からの Pu 化学分離と低レベル放射能測

定、さらに AMS よる 236U 測定の醍醐味を味わわせてく

れた。 

 

３．ビキニ原爆被災事故-降下物中の超ウラン元
素諸核種 3) 

1945 年 7 月 16 日、米国・ニューメキシコ州のアラマゴ

ルドで世界最初の原子爆弾の実験が行われ、1 ヶ月も経た

ないうちに広島と長崎の原爆悲劇が起こった。その後、米

ソの核競争の中で、米国は第一回の水爆実験（1952/10/31）、

10.4 Mt の通称“マイク”の実験を南太平洋のエニウエイト

ク島で行った。旧ソ連も 1953/8/12、セミパラチンスク核

実験場（現：カザフスタン共和国）で最初の水爆実験を実

施した。このような状況を受けて米国はその翌年の 1954

年に前回を上回る大規模な第二回の水爆実験（CASTELE）

を開始した。このシリーズの最初の爆発が 3/1（米国日時、

2/28）、ビキニ島で実施された 15 Mt の水爆、通称“ブラボ

ー”と呼ばれる実験であった。当時この海域には 900 隻以

上の日本からのマグロ延縄漁船が操業しており、ビキニ環

礁の東方約 160 km 水域にいた第五福竜丸が、危険区域の

約 30 km 外側にいたにもかかわらず乗組員 23 名が被災し

た不幸な事件が発生した。これが、いわゆる｢ビキニ原爆

被災事件｣である。この事件は、金沢大学と無縁ではなく、

理学部化学科の木羽敏泰教授らが金沢の近江町市場に出

荷された原爆マグロの放射能測定に尽力された。当時の放

射能測定で特筆すべき点は、日本の科学者達が降下灰中

に 238U（n,2n）核反応で生成する 237U（T1/2＝6.75 d、β－）

を検出（全放射能強度の 20％を占める）し、原爆の正体

（3F 爆弾：Fission-Fusion-Fission）を解明する糸口となっ

た。237U は半減期が短いので、その壊変生成物 237Np（T1/2

＝2.14×106 y、α）の検出を試みたが、微弱過ぎて定量は

不可能であったと述べられている。 

第五福竜丸の展示館の開館（1976/6/10）と時を同じくし

て、金沢大学に理学部附属の低レベル放射能実験施設が開

 

図３ 床下土壌の 137Cs と 239,240Pu 蓄積量および 
240Pu/239Pu 原子数比 
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設された。被災後 25 年を経た 1979 年 4 月頃に、阪上正信

教授と小村和久助教授らが展示館を訪れ、展示館内の試料

の in-situ Ge 測定を行い 137Cs、60Co、125Sb、155Eu、241Am

を検出した。その後、研究用にとほんの少し頂いたと思わ

れるシュロ（ボンテンチク：延縄の浮きの目印に使用され

ており、高濃度に汚染）試料が当実験施設に保存されてい

た。環境試料中の 237Np 分析・測定法も国内で一早く開発

し、土壌中での蓄積量、降下量、更に 237Np/239、240Pu 放射

能比など検討していた。当時検出された 237U がどの程度

の放射能強度であったのか、他の放射性核種との放射能比

はどの程度であったのかに興味を持ち、この試料（乾燥で

0.4g 程度）の 237Np を含む他の超ウラン元素諸核種の測定

に挑戦した（1995 年頃）。137Cs や 60Co が図４に示すよう

に明瞭に検出され“死の灰”で汚染されていることを確か

めた。α線測定の結果を表２に示すが、ビキニ原爆由来

の 237Np を初めて検出した。シュロの葉に付着した 237Np

から推定した 237U 放射能 106 Bq/g（乾燥物）を基に当時の

“死の灰”の全放射能を見積もると、106/0.2（全放射能の中

で 237Np 放射能が占める割合：文献値）/0.01〜0.001（シュ

ロ乾燥物中の死の灰の割合：仮定）＝5×109〜5×1010 Bq/g

（死の灰）の範囲の非常に高い放射能強度になる。さらに、

最も興味深かったのは、表３に示すように、東大の木村健

二郎先生らが評価した 237U/239、240Pu 放射能比（1954/3/26

現在）が今回の測定から評価した値と測定誤差内でよく一

致していることである。当時の科学者達は、恐らく上記で

推定した高い放射能試料で比較的高い放射線被曝を受け

ながら、GM 計数管で徹夜しながら分析・測定を進めてい

たと推察できる。Pu は、化学分離操作を何回も繰り返し

原子核乾板上にできる Pu からのα線の飛跡を顕微鏡で入

念に観察して求められている。改めて当時の科学者達の測

定能力、特に“分析能力”の高さに感銘させられる。現在、

分析法や測定法の進歩は目覚ましく、放射能測定が比較的

簡単にできるようになった。先人のビキニ偉業を噛みしめ、

分析技術を高めながら、この分野の夢を追いかけたいもの

である。 

４．英国・アイリッシュ海（Sellafield 核燃料再処
理工場沖合）沿岸堆積物ー海底堆積物におけ
る放射性核種の分布と挙動 4) 

1990 年頃から、イギリスのウエールズ大学・海洋学部

の D.J.Assinder 博士と共同で、セラフィールド核燃料再処

理工場からの放射性廃液で比較的高濃度に汚染されてい

表２ シュロ試料で測定されたアクチニド諸核種、
60Co 及び 137Cs 濃度（シュロ試料はマグロ延縄
漁の目印に使用されていた物） 

 

 

表３ 爆発当時（1954/3/1）のシュロ試料中の 237U 放
射能 

 

 
図４ シュロ（Bontenchiku）試料のガンマー線スペクト

ル 
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るアイリッシュ海をフィールドに再処理工場周辺の沿岸

海域の堆積物（コア試料）を用いて、超ウラン元素諸核種

の汚染状況、分布、蓄積量を測定し、それら元素の堆積物

への移行挙動を研究してきた。 

沿岸帯は、物質の分散はもとより化学的には溶存物質の

不溶化、沈殿、再溶出、生物的には物質代謝が集中的に展

開される海域であり、物質の収支と循環が最も活発に演じ

られる場所である。生物学的に危険なα線放射体でしかも

長寿命が多い超ウラン元素諸核種の沿岸帯での挙動研究

は、汚染が始まって以来 60 年程度しか経過しておらず過

度的現象を見ているに過ぎない。長期展望に立った継続的

な研究が必要であるが、一般の沿岸環境ではレベルが低く

測定が困難な状況にある。イギリスのアイリッシュ海はこ

のような超ウラン元素の存在状態、移行挙動を研究するフ

ィールドとして最適である。国内の原子力利用施設の殆ど

が沿岸地域に立地していることを考えると、上記諸過程を

系統的、総合的に質・量の両面からその実態を把握してお

くことは、国内の環境放射能研究面からのみならず地球化

学研究面からも重要である。 

セラフィールド核施設（図５）は、イギリス中西部カン

ブリア地方に広がる巨大な原子力センターであり、そこに

は核燃料の加工施設、原子炉、再処理工場、核燃料および

廃棄物の保管場が並ぶ。再処理工場は第二次世界大戦後の

1952 年に軍事用の Pu 製造目的で始まり、1964 年には第

二処理工場が稼動した。その規模と実積で並ぶのはフラン

スのラ・アーグ工場のみである。1952 年以来、年間放出管

理目標値以下で、低レベル放射性廃液を沿岸から約 2 km

先に放出し続けてきた。1970 年代に最大の放出が有り、

1980 年代から種々の低減化対策がとられて激減した。

1990 年までに放出された 137Cs、239、240Pu、241Am の総放出

量は、それぞれ、3×104（大気圏内核実験：1.3×106）、7×

102（1.3×104）、9×102（3×103）TBq である。Pu、Am、

Cm の大部分は粒子（大部分が Fe（OH）3である floc で構

成）として、一方、Np はどちらかと言えば溶存状態（恐

らくⅤ価）が多い割合で放出された。α粒子の hot-particle

が存在しているが、環境に放出されると数ヶ月で可溶性に

なると報告されている。アイリッシュ海の海底土汚染の分

布は一定ではなく、堆積物の粒度組成とも関連して時間の

経過と共にその分布を大きく変化させている。工場から約

10 km 南東に位置する Esk 川河口で採取した堆積物コアに

ついて測定した深度分布の一例を図６に示す。137Cs に加

えて Np、Pu、Am、Cm 同位体全てを検出することができ

た。国内での沿岸表層堆積物の 239、240Pu 濃度は数 Bq/kg 程

度なので、それと比べるとこの海域は数千倍高い濃度で汚

染されている。1970〜1980 年当初は、沿岸域の地点間で

大きな濃度差（放水口に近い地点で高く（数千 Bq/kg）、遠

方（約 100 km 以北または以南）では一桁低い）が見られ

たが、低減化対策がとられた 1980 年代後半からは地点間

の濃度差が小さく一様になりつつある。アイリッシュ海に

 
図５ 放射性廃液の放出に関係するイギリスの核施設 

 

 

図６ Esk 川河口で採取した堆積物中での超ウラン元
素諸核種の深度分布 
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放出された放射性核種の沿岸帯への移行には、溶存態とし

て海流にのって拡散する場合と、放水口近傍の高濃度汚染

堆積物が粒子として拡散する場合の二つの移行メカニズ

ムが考えられており、相互に絡み合いながら放出された放

射性核種の沿岸帯への移行の時空間的分布を決定してい

るようである。Mackenzie らの粒子による輸送機構を表す

単純なモデル（再処理工場からの供給と放出口周辺の堆積

物への蓄積（壊変、粒子の分散、再溶解に依存））を用い

て、今回測定した堆積物コアのモデル計算を行った結果の

一例を図７に示すが、測定値をよく再現していることが確

かめられた。放出量が 1980 年代に入って 2 桁以上に激減

し、その現象に伴って人体への内部被曝線量も当初 2 桁以

上減少することが期待されたが、実際には 1 桁程度しか減

少していない。ひとたびこのような沿岸および潮間帯が長

寿命放射性核種で汚染されるとその影響は長期に渡るこ

とをアイリッシュ海は警告している。今回の福島第一原発

事故による沿岸への超ウラン元素の放出は、不明な点もあ

るが、今のところ無視できるようなレベルであり、放射性

Cs を中心に動態調査・研究が行われている。 

 

５．旧ソ連核実験場セミパラチンスク周辺の環境    
放射能汚染と周辺住民の放射線被曝問題 5) 

放射線の人体影響研究は、広島・長崎の原爆被災者コホ

ート数十万人の高線量率・高線量をベースにして発ガンへ

の影響、寿命調査などが行われ、その影響が国際放射線防

護委員会（ICRP）で認定されてきた。しかしながら、通常

の被曝は、長期の低線量率・低線量が多く、原爆による瞬

時の被曝からのリスクをそのまま低線量率・低線量被曝に

適用することは疑問視されている。そのため、この難問題

を現実的に解決するためには、大きな集団の長期の低線量

率・低線量被曝の調査・研究が必須である。 

旧ソ連の核実験場セミパラチンスクでは、1949〜1989

年の間に、地上で 26 回、大気圏内で 87 回、地下で 346 回

の核実験が周辺住民にその危険を知らせることなく実施

されてきた（図８）。それにより、数十万の住民が、低線

量率で低線量から高線量まで被曝したと言われている。世

界では、米国のネバダを初めとして多くの地点で地上、大

気圏内の核実験が行われたが、周辺住民が多数居住してい

て、しかも幅広い低線量率で長期被曝した集団は無く、こ

のセミパラチンスクが最も適した集団であると考えられ

ている。1994 年に京都大学の「カザフスタンの経済再生

と環境問題」の研究グループの分担者として始めてセミパ

ラチンスクに行き、その後、広島大学原医研の星グループ、

セミパラチンスク市にあるカザフスタン放射線医学環境

研究所の研究者（B. I. Gusev、 K. N. Apsalikov ら）らと上

記問題解決を目指して研究に着手してきた。セミパラチン

スク周辺住民被曝の特徴は、長崎、広島での爆発時のγ、

中性子線による直接被曝ではなく、大気中に拡散した放射

性雲からの放射性降下物によるもので、200〜300 km の範

囲で降下し影響を及ぼした。それにより、外部被曝 30〜

250 cSv （1949〜1992 年間の総被曝線量）に加えて多量の

内部被曝 40〜300 cSv を受けたと言われている。しかし、

 

図７(A) 放水口近傍から沿岸堆積物への放射性核種移行
モデルと、（B）Esk 湾で得た堆積物コア中の Pu-alpha
および 241Am/Pu-alpha 比とモデル計算との比較 

 

図８ （A）旧ソ連セミパラチンスク核実験場の位置、
（B）周辺住民に被曝をもたらした主な地上・大  

気核実験、（C）地下核実験で出来た原子の湖
（atomic lake）と（D）最初の核実験（1949/8/26） 

の跡 
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これらの外部・内部被曝線量は、旧ソ連およびカザフスタ

ンの科学者らによって主として数学的モデルで推定され

てきたものでその検証も含めてモデルの妥当性が問われ

てきた。我々は、核実験当時に住民が住んでいた集落内外

で 詳 細 な 放 射 能 土 壌 汚 染 （ 現 在 、 検 出 で き る 核 種

は 137Cs、90Sr、Pu 同位体）を明らかにし、137Cs 初期沈着

量から空間線量を試算することを試みてきた。その他に、

建物のレンガを用いた TLD 測定や歯を用いた ESR 測定に

よる線量評価も実施（広島大・星グループ）してきた。 

1994 年以来今日までに 30 数回訪れ、核実験場周辺に点

在する集落を含む数多くの地域を移動しながら主に土壌

試料（＋飲料水）を採取し、日本に持ち帰り（50〜100 kg/1

回調査）、主として 137Cs や Pu 同位体などを測定してきた。

核実験場から南東方向のカラウル集落（砦のある村と言う

意味）には、ユーラシア大陸の中心点、カザフスタンの詩

人・文学・哲学者のアバイ・クナンバエフ生誕地などのモ

ニュメントがあり、何回行っても飽きることの無い地平線

が見渡せる広大な瓦礫と草原の大地である。 

最初は、汚染の実態を把握するために広範囲の地域を調

査した。当初、周辺大地が 137Cs で高濃度に汚染されてい

ると思っていたが近傍の集落では数千〜 数万 Bq/m2と意

外に低く、一方、原爆材料の Pu で比較的高濃度（数千 Bq/m2）

に汚染されていた。後日、近傍の土壌中 Pu の大部分が爆

発時（ほんの一部が核分裂、残りの大部分は Pu のまま

（240Pu/239Pu 原子数比 0.05 前後（図９））に瞬時蒸発→凝

集物（土壌など）に取り込まれた状態で存在していること、

さらに近傍の土壌においては hot-particle が多く存在して

いることも明らかになった（図１０）。最も大きな被害を

被ったドロン集落（核実験場から北西 110km：1948 年 8 月

の最初の核実験による）を中心にきめ細かな調査（放射性

雲の通過した位置、幅、降下量）を行い、137Cs 降下量の分

布をベースにして、当時の 137Cs 降下量（10,000〜20,000 

Bq/m2） から他の核分裂生成核種（フラクショネーション

を考慮）も考慮した簡単なモデル計算で、外部被曝線量が

500 mGy 程度であることを見積もった（京大・今中先生と

共同）。この値は、レンガ（TLD） や歯（ESR）から推定

された値とも一致し、残留している 137Cs 蓄積量からも評

価可能であることが示唆された。 このような手法を、ド

ロン集落以外の集落、南東方向に位置するサルジャール

（110 km）、カラウル（200 km）、南西方向に位置するカイ

ナル集落（140 km）に適用し、主として外部被曝を評価し

てきた。しかし、最終ゴールは中々見えず、過去の内部評

価も加えた線量評価の難しさを痛感している。今回、福島

原発事故を受けて、最も重要なことは、何よりも優先して

事故当初からの個人の被曝線量（外部＋内部被曝）をでき

るだけ多くの住民に対して継続調査し、併せて健康調査を

行うことである。人に対する低線量被曝のリスクの最終判

断は、このような地味な調査研究を通じての疫学データに

頼るしか無いだろう。 

 

６．福島第一原発事故－事故由来の超ウラン元素
諸核種の検出を目指して 6) 

2011 年 3 月 11 日、東北地方太平洋沖で M 9.0 の巨大地

震とそれに続く大津波が発生し、2 万人を超える住民が死

 

図９ 核実験場内外で採取した土壌中の 240Pu/239Pu 原
子数比（核実験場内（Within the SNTS）やその
近傍（Sarzhal Dolon）は、0.05（核分裂を免れ
た原爆 Pu 材料）、遠方（Zunamenk to Korosteli, 
Ust’-Kamenogorusk）は、それより高く 0.1 前
後） 

 

 

図１０ セミパラチンスク核実験場周辺で採取した
土壌で検出された Hot-particle（強放射性粒
子：CR-39 を用いたαトラック） 
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亡または行方不明になった（東日本大震災）。亡くなられ

た方々のご冥福を祈ると同時に、さらに東京電力福島第一

原子力発電所の事故で避難を余儀なくされた方々、また被

害を被った方々に心からお見舞い申し上げます。事故から

3 年経過したが、原発事故の被害は本当に底知れない広が

りを見せている。住民の被曝を出来るだけ軽減する工夫と

根拠のない「安心」ではなくて根拠のある「安心」、さら

に汚染地域の除染が緊急の課題となっている。 

これまでの膨大な調査・研究等によって、事故概要、環

境に放出された放射性核種、特に放射性 I（131I）や放射性

Cs（134Cs、137Cs）の放出量や汚染の広がり、汚染状況など

が明らかになってきた。しかし、放射線影響の観点から重

視されている 90Sr やプルトニウムをはじめとする超ウラ

ン元素諸核種については、これら核種が測定困難なβある

いはα線放射体のために当初情報が非常に少なかった。通

常のウラン燃料を用いている原子炉においても Pu が生成

しているのだが、特に事故を起こした原子炉の中で 3 号炉

は燃料の一部に MOX 燃料（Pu を含む燃料）を使用してい

たために、 住民は毒性の高い Pu の環境放出を真っ先に懸

念した。事故当初、東京電力の方から原発敷地内で採取し

た何地点かの土壌について、global fallout の約 0.03 値よ

り 100 程度高い 2 前後の 238Pu/239、240Pu 放射能比が検出さ

れ、239、240Pu レベルは非常に低いが極微量の事故由来 Pu 

が放出されていることが報告された。2011 年 4 月にいわ

き市から福島に通じる 20 km 圏外の道路脇で採取した土

壌（広島大・星グープ）や飯館村（京大・今中グループ）、

さらに 5 月に原発に近い大熊町で採取した土壌（東北大・

小池グループ）などについて、Pu 濃度とその同位体比の

測定を行った。その結果、殆どの土壌で 239、240P が検出さ

れるが、レベルは低く、さらに上記した 238Pu/239、240Pu 比

は 0.03 前後で、原発由来 Pu の存在を明確に検証できな

かった。飯館村で汚染が酷い長泥地区で採取した土壌で唯

一、0.7〜1.5 範囲の 238Pu/239、240Pu 比を検出した。放医研

の Zhen らは、幾つかの土壌や落ち葉試料で 100（global 

fallout 値は現在 1.2 程度）を超える 241Pu/239、240Pu 比を報

告しており、周辺環境に極微量の原発由来 Pu が飛散して

いることが明らかになってきた。一般環境中には、過去の

大気圏内核実験により、Pu 同位体（238Pu、239Pu、240Pu、241Pu）

が広く分布存在している。239Pu と 240Pu 存在度が最も多く、

降雨（雪）の多い日本海側 （2,500 mm/y）での 239、240Pu 蓄

積量は 80〜150 Bq/m2、降雨の少ない太平洋側（1,200 mm/y）

では 30〜50 Bq/m2である。原子炉でウラン燃料が燃やされ

ると燃料ウラン（主に 238U）と中性子との核反応、さらに

生成した Pu と中性子との核反応により種々の Pu 同位体

が生成され、239Pu に対する存在度が燃焼度と共に増加す

る。それ故、原発由来 Pu の存在を検知あるいは識別する

際には、濃度のみならず同位体比での検討が必須である。

さらに、Pu よりも原子番号の大きい Am （241Am）や Cm

（242Cm、243Cm、244Cm）も生成する。燃焼度の高い燃料に

おいては、初期の頃、242Cm（T1/2＝162 d、α）が超ウラン

元素諸核種の全α線強度の中で最も大きなα線寄与をす

る。 原発由来の Pu が放出されていれば、Pu レベル以上

の放射能強度で 242Cm が 243Cm や 244Cm と共に検出される

可能性が高いと考え、これら核種の検出をさらに試みた。

通常のコアサンプラーで採取した土壌では、採取面積が小

さく検出困難であったので、道路脇に存在するダストを含

む土壌まじりの試料に目を向けた。これら試料は、外見が

黒く見えるので“黒い物質”と呼ばれ、134Cs、137Cs で高濃度

に汚染されている。原子炉から放出された放射性核種が、

道路や広場のアスファルト上に降下し、それらが風雨によ

って広い面積から道路脇などに吹き寄せられ高濃度にな

ったものと思われ、同位体比測定には最適であると考えた。 

2012 年 9〜11 月にかけて、原発近傍の市町村（南相馬市、

浪江町、双葉町、大熊町、それから原発南方の市町村）か

ら立ち入りの許可を得て、黒い物質や落ち葉、さらに降下

量評価のための土壌コア試料を 100〜200 地点で採取した

（図１１）。原発近傍では、アロカ製の線量計が振り切れ

る（地上 1m 高さ：＞30 µSv/h）多くの地点が点在してい

た。土壌コア試料を除いて黒い物質や落ち葉試料は、非常

に高い濃度（数百万〜数千万 Bq/kg）の放射性 Cs で汚染

されていた。土壌コア試料については、238Pu、239、240Pu の

みであるが、黒い物質や落ち葉では殆どの試料について、

試料 40〜70g から 238Pu、239、240Pu、 241Am、 242Cm、243、

244Cm を明瞭に検出でき（図１２）、原発由来 239、240Pu 蓄

積量のみならず、これら核種間の信頼に耐え得る放射能比

を評価することができた（なお、α線スペクトロメーター

では、239Pu と 240Pu、および 243Cm と 244Cm とのα線エネ

ルギーを区別することができないので、両者の合計とし
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て、239、240Pu、243、244Cm としてある）。私にとって、環境

試料中の Cm 同位体測定は、先に示したイギリスのアイリ

ッシュ海の堆積物分析以来、二度目の出会いとなった。 

土壌コア試料から評価された原発由来 239、240Pu 蓄積量

は、0〜2.8 Bq/m2で平均 0.20±0.37 Bq/m2で非常に少な

く、239、240Pu/137Cs 比は 10-7オーダであることが分かった。

表４に、原子力研究開発機構の西原らが評価した原子炉の

コア・インベントリーの核種間の比と今回測定した試料で

の核種間の比との比較を示すが、239、240Pu/137Cs 比を除い

て、両者は 2 倍以内でよく一致していることが分かった。

このような結果は、U（236U 測定は広島大・坂口らとの共

同）も含めて、Pu、Am、Cm が大きな分別をすること無く、

微粉末となって蒸気と共に放出（carry-over）された可能性

が高いことを示していると思われる。これらのデータは、

原子炉の燃焼度、メルトダウン・メルトスルーの燃料破損

状況の考察、さらに環境中での非揮発性 （refractory） 元

素（Pu など）と揮発性 （volatile） 元素（Cs など）の拡

散、降下挙動を比較検討する上で貴重なデータではないか

と考えている。  
 

７．これまでの超ウラン元素研究を通して 

放射能・放射線は、もともと宇宙には元素誕生以来存在

しながら、人間の目にも見えず五感にも感じない。19 世

紀末になってやっと人間の工夫になる化学分離、物理的測

定法の進歩によりこれらが測定できるようになり、また原

子力発電の基本となるウラン（235U）の核分裂現象が 1939

年に東ドイツの科学者オット・ハーン（O. Harn）らにより

発見された。過去を振り返ると、この放射能・放射線の“影”

の部分として、核兵器としての原爆・水爆（広島・長崎原

爆（1945）、ビキニ水爆被災（1954）、それに続く米ソを中

心として行われた大気圏内核実験からの放射性降下物）、

そして時代は進み今度は核の平和利用（アメリカでのスリ

ーマイル島原発事故（1979）、世界を震撼させた旧ソ連で

のチェルノブイリ原発事故（1986）、JCO 臨界事故（1999）

等）から、幾多の悲惨な核被災を経験し、同時に多くの放

射性物質が環境に放出されてきた。そして、チェルノブイ

リ事故から 25 年後、今度は巨大地震とその後の大津波で

表４ 原子炉コアと環境試料での超ウラン元素諸核
種間の放射能比（原子数比）の比較 

 

 

図１２ 福島第一原発周辺での黒い物質についての
Am、Cm に対する α 線スペクトルの一例 

 

 

図１１ 福島第一原発周辺での試料採取地点（黒い物
質を中心に、落ち葉、土壌コア試料を採取） 
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被災した東京電力・福島第一原子力発電所の事故によって

大量の放射性物質が環境に放出され、通常の震災と放射能

災害が複合・増幅し合う人類未体験の破局的災害が発生し

た。特に福島県の浜通りの市町村では、震災地の救援・復

旧が強い放射能のために不可能になると共に、原発の事故

処理や住民の放射能からの退避、避難も混迷をきわめた。

今回の事故では、住民が懸念していた Pu を初めとする超

ウラン元素の放出は少なかった。原子エネルギーの利用が

続く限り、このような研究の継続と若い研究者の確保が必

須と思われる。今日、放射能測定については目覚ましい進

歩（ICP-MS、TIMS、AMS など）があり極低レベルのみな

らず同位体測定（isotopic fingerprint analysis）が可能となっ

ている。極微量測定を行うためにも、化学分析の重要性を

再認識して超ウラン元素の新たな環境化学分野が開ける

ことを望んでいる。 

ここでは、共に研究して来た学生や共同研究者の一人一

人のお名前を記すことが出来なかったが、協力者の皆様に

心から深謝申し上げる。ここに記した私の経験が何か参考

になることがあれば幸いである。 

 

最後に、このような原稿を書く機会を設けて戴いた（一

財）九州環境管理協会、副理事長の松岡信明氏をはじめと

する関係各位の方々にお礼を申し上げます。貴協会は、我

が国の環境放射能測定において重要な役割を担っている。

分析・測定の意義と測定結果の重みを考えながら一層ご活

躍されることを期待しています。 
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里海・Satoumi 論の展開 
 

 九州大学応用力学研究所 特任教授 柳 哲雄  

 
 

１． はじめに 

1998 年、土木学会誌・水環境学会誌編集委員会からの

「今後の沿岸海域研究の方向性を論じてくれ」という求め

に応じて、「海洋汚染問題が一段落し、“きれいな海”より“豊

かな海”を望む漁民が多くなってきたので、里山的なあり

方を沿岸海域で実現すべく、“里海創生”を今後の沿岸海域

研究の主方向とすべきである」という小文を表した。1), 2) 

その後、依頼に応じて、日本各地で里海に関する講演を行

ったが、講演会参加者から「もっと詳しい概念・方法論を

明らかにしないと、里海を実現することは不可能だ」とい

う意見を多く頂いた。そこで、2006 年に「里海論」を著し、

里海に関する定義「人手を加えることで生物多様性と生産

性が高くなった沿岸海域」を与えると共に詳しい論理展開

を行った（図１ａ）。3) 

 

２．里海論の展開 

「里海論」の出版後、21 世紀環境立国戦略（2007）、第

三次生物多様性国家戦略（2007）、海洋基本計画（2008）

など、我が国の多くの政策に里海創生が取り上げられるよ

う に な っ た 。 そ し て 、 環 境 省 は 2008 ～ 2010 年

度 「 里 海 創 生 支 援 事 業 」 を 行 い 、七尾湾・志摩市・

中 津 干 潟 な ど 全 国 10 カ 所 の 沿 岸 海 域 を 里海創生

モデル地区に指定し、シンポジウム・協議会設置など

を行って、里海創生への問題点を抽出し、 2010 年 度

末 に は 「 里 海 創 生 支 援 マ ニ ュ ア ル 」 を 作 成 し た

(http://www.env.go.jp/water/heisa/satoumi/07_saga.html)。 

このように日本全国に里海概念が広がっていく一方で、

一部の生態学者から「里山では人手を加えることで生物多

様性は高くなるが、沿岸海域では何もしない方が生物多様

性は高くなる」という批判を受けた。そこで、現地実験結

果も踏まえ、里海における人手とは主に、①海洋生物の新

たな生息環境を整備するような人手、②藻場などの海洋植

生を極相に至らせないようにする人手、の 2 種類があり、

このような人手を順応管理的に加えることで、沿岸海域の

生物多様性を高め、生産性も高めることが可能であること

を明らかにした。4) 

また、2009～2012 年度には独立行政法人・科学技術振興

機構から「海域環境再生（里海創生）社会システムの構築」

プロジェクト（研究代表者：柳 哲雄）に対して総額約

9,000 万円の研究費を受領し、里海創生に必要な科学的知

見を増やすと共に、日本・世界各地の里海関連事象に関す

る聞き取り調査を行った。そして、関連研究成果もまとめ

て「里海創生論」を出版した（図１ｂ）。5) 

また、筆者は 2013 年 3 月に九州大学を定年退職する予

定だったので、定年後の活動基盤を確保するために、2012

年 4 月、（NPO）里海づくり研究会議（理事長：奥田節夫

京都大学名誉教授、副理事長：柳 哲雄）を立ち上げた。 

このような動きに対応して、日本水産学会誌は「私なり

の里海論・里海感・里海的取組－里海の概念の具象化に向

 

図１ 里海論（ａ）と里海創生論（ｂ） 
 

14 
 



 

けて PartⅠ・PartⅡ」という特集を 79 巻 6 号（2013）、80

巻 1 号（2014）で組み、筆者を初め、里山の専門家も含む

12 名の有識者からの意見をまとめて紹介した。さらに、

NHK は 2014 年 1 月 10 日（金）19:30～20:43（中四国）に

「里海×里山資本主義」、2014 年 3 月 23 日（日）21:00-

21:49（全国）に NHK スペシャル「里海・SATOUMI・瀬戸

内海」を放映して、里海概念の成立、国際化、瀬戸内海で

の里海創生運動の現状などについての紹介を行った。 

 

３．Satoumi 論の展開 

2006 年にフランスのカーンで開催された 7th EMECS

（Environmental Management in Enclosed Coastal Seas）で里

海に関する研究発表をしたところ、座長を勤めたトルコの

Ohzan 教授が総括集会で“Satoumi is a symbiosis among 

human communities and coastal/marine areas – a more rational 

vision of co-existence”という紹介を行ってくれた。そこで帰

国後直ちに「里海論」を英訳し、“Sato―Umi”を出版した（図

２ａ）。6)       

その後、2008 年に上海で開催された 8th EMECS で最初

の国際 Satoumi Workshop が開催されて以来、毎年世界の

どこかで国際 Satoumi Workshop が開催されてきた

（2008：Shanghai, 2009：Manila, 2010：Kanazawa, 2011：

Baltimore, 2012：Hawaii, 2013：Marmaris）。主にはこの

Workshop により、Satoumi 概念は世界に広まりつつある

（ Workshop Report は 国 際  EMECS セ ン タ ー の HP

（http://www.emecs.or.jp/japanese/aboutemecs.html）から入

手可能）。 

さらに、2010 年 10 月に名古屋で開催された CBD 

（Convention on Biological Diversity）－COP 10 ではいくつ

かの Satoumi 関連行事が開催され、会議後 CBD Technical 

Series 61 ” Biological and Cultural Diversity in Coastal 

Communities –  Exploring the Potential of Satoumi in 

Implementing the Ecosystem Approach in the Japanese 

Archipelago” （2011） が刊行された。この冊子は日本各地

の里海的あり方が如何に沿岸海域の生物多様性増大に貢

献しているかを紹介したもので、 “Satoumi is an expression 

on the CBD ecosystem approach, which is considered the 

primary framework for action under the CBD”と述べられてい

る。 

また、国連大学は 2001～2005 年に行われた地球規模の

生態系サービスの劣化を診断する Millennium Ecosystem 

Assessment の続きとして、日本で 2011～2012 年 Satoyama-

Satoumi Sub - Global Assessment を行い、2012 年に“Satoyam 

- Satoumi and Human Well-Being”を出版した。7) 

このような動きに加えて、インドネシアでは応用技術庁

に所属する筆者のインドネシア人の教え子が、魚病で放棄

されたジャワ州海岸のエビ池復興政策の担当となり、

Satoumi 概念を応用したいと考えた。彼の要請で 2008 年

筆者は西ジャワ州のカラワン海岸を訪れ、漁民や行政担当

者と議論し、放棄されたエビ池でテラピア・エビ・海草・

イガイを同時に養殖する多栄養段階養殖を提案した。現地

実験の結果、多栄養段階養殖により、池の水質も良好で魚

やエビの成長率も大きくなる、ということが明らかとなり、

インドネシア政府は Satoumi 概念によるインドネシア全

土の沿岸海域復興政策を全国展開すべく、現在調整中であ

る。8) 

また、2010 年に発行した「里海創生論」を英訳しないか

という提案が Springer 社日本支社長から持ち込まれ、その

まま英訳して、2011 年に”Japanese Commons in the Coastal 

Seas”を出版した（図２ｂ）。9) 

さらに、2012 年からは PICES（Pacific ICES：北太平洋

海洋科学機構）プロジェクトのひとつとして、日本の水産

庁がスポンサ－になり、「環太平洋圏における里海型漁業

管理システム構築事業」（2012～2016)が行われている。こ

 
図２ Sato-Umi（ａ）と Japanese Commons in the 

Coastal Seas（ｂ） 
 

(a) （ｂ）
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れは太平洋の西部・中央部・東部にそれぞれモデル海域を

設定して、里海概念に基づく漁業管理システムモデルを創

ろうというもので、その成果が期待される。 

なお、当初は Sato-Umi という表現を使っていたが、ア

メリカの友人の助言を元に現在では Satoumi という表現

に統一している。 

 

４．里海・Satoumi 

Satoumi を Tsunami と同様な国際語に定着させることは

容易ではない。Tsunami の場合は「地震により発生した長

波」という自然現象を指すことがはっきりとしているので、

明快である。しかし、Satoumi の場合は「人手と生物多様

性・生産性の関係」という自然科学の問題のみではなく、

「人と自然の関係」という人文科学、「人が沿岸海域をど

のように管理するか」という社会科学の問題も絡んでくる

ので、異なった社会・文化を持つ日本人・アジア人・欧米

人が Satoumi に共通理解を持つことはそう簡単でない。 

例えば、人と自然の関係の場合、欧米人のキリスト教徒

は「自然は神が人とは別に、人のために作ったものだから、

“自然の保護”は人と切り離して、それ独自で行わなければ

いけない」と考えている。人の自然に対する望ましい態度

は Stewardship（執事のように自然を管理する）という言葉

で表される。一方、都市など人間活動区域では自然の保護

は考慮しなくても構わない。自然保護区域と人間活動区域

の遷移域が Buffer zone（緩衝域）である。その結果、自

然保護区域では under-use に、人間活動区域では over-use

になる。これに対して日本人やアジアの人々は「自然の中

には様々な神々がやどっているのだから、自然の中で生活

している人は、自然―神と慎重に付き合い、自然と共存し

ていく必要がある」と思い、wise-use をしなければいけな

いと考えている（図３）。 

さらに沿岸海域における環境管理に関しても欧米人は

生態系基盤管理（Ecosystem Based Management）、共同体基

盤管理（Community Based Management）など様々な基盤概

念を元に沿岸海域管理思想を組み立てるが、Satoumi はそ

れらを包括的に捉え、里山－里地－里海を統合的に管理す

る ICM （Integrated Coastal Management;沿岸域統合管理)を

行おうとしている（図４）。 

毎年行ってきている国際 Satoumi Workshop ではこのよ

うな点について、類似性や相違点が問題にされ、世界的に

有効な Satoumi 概念を構築していくためには、今後どのよ

うな研究が必要かを議論している。 

 

 
 

図３  欧米 人 とア ジ ア人 ・ 日本 人 の自 然 との 関 係  

under-use

over-use
wise-use
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５．おわりに 

今後さらに、日本・世界の様々な沿岸海域で里海概念の

有効性が検証されることが望まれる。沿岸海域は海洋生物

の生息場所整備という自然科学の面からも、環境・漁業資

源管理という社会・人文科学の面からも、著しい地域特性

を持っているので、ある沿岸海域で成功した里海創生手法

が他の沿岸海域でそのまま応用可能とはいかないからで

ある（図５）。 

2013 年度の FS （Feasibility Study)を経て、2014～2018

年度、環境省の環境研究総合推進費による「持続可能な沿

岸海域実現を目指した沿岸海域管理手法の開発」（研究代 

表者：柳 哲雄）が行われることとなった。この研究は、

瀬戸内海・三陸沿岸海域・日本海を実験海域として、自然

科学の研究成果のみならず、社会・人文科学の研究成果に

も基づいて、「きれいで、豊かで、賑わいのある持続可能

な沿岸海域」を創出するために、里海概念を発展させて、

有効な沿岸海域管理施策を確立させようというもので、毎

年 1.5 億円の研究予算が交付される予定である（図６）。

それぞれの地域特性に最も適した里海創生手法を確立し、

それらを元に日本全域に有効な沿岸海域環境管理施策を

確立し、その成果を世界に向けて発信したいと考えている。 

 

図４ EBM、CBM、Satoumi、ICM の関連 

Central Government

Local Comunity

HumanNature Sato-umi

CBM

EBM

Sato-umi

Sato-chi

Sato-ｙama

ICM
(Working Landscape)

 
図５ 里海創生への課題 

• 科学・技術面
海洋生物の住処整備:魚礁、石干見、ササヒビ、

干潟、藻場、サンゴ礁
地域の知恵 –非均一な環境＋科学的知識-

復元力のある生態系

• 環境管理
コモンズ;漁民、利害関係者、行政、科学者ー合意

地域の知恵 – 非均一な文化
地域社会、地方政府、中央政府 – 相補的関係
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図６ 環境省・環境研究総合推進費・研究 

総括班

激動する世界の中での沿岸海域管理哲学構築
望ましい沿岸海域の定量的環境指標を実現するために必要な施策
政策支援ツールとしての自然・社会・人文科学統合モデル

持続可能な沿岸海域実現を目指した沿岸海域管理手法の開発

１．瀬戸内海（閉鎖的内湾）班

望ましい水質決定法
高い生物多様性・生産性実現手法
総量削減→貧酸素水塊解消機構

2．三陸沿岸海域（開放的内湾）班

津波からの環境回復監視
復興に必要な人手（里海創生）
「森は海の恋人」の定量的理由解明

3．日本海（陸棚・島嶼）班

生物多様性保全のためのMPA貢献度
MPAと漁業との調整方策
国際的・広域的海域環境管理

４．社会・人文科学班

生態系サービスの貨幣価値
サステイナビリテイ評価とICM
99.8%の市民と海を結ぶ里海物語

統合型沿岸海域モデル

きれいで、豊かで、賑わいのある持続可能な沿岸海域実現

環境行政施策

協議会（三段階管理体制）

見える化
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屋内空気環境改善用活性炭および活性炭複合材の開発 

 九州大学先導物質化学研究所 准教授 宮脇 仁  

 
 

１． はじめに 

建築技術の進歩によって家屋の気密性が向上するにつ

れ、屋内空気汚染およびそれによる健康被害が顕在化し

てきている。この主たる汚染源の一つに、新建材や家具

に含まれる接着剤や塗料から屋内空気に放出されるホル

ムアルデヒド（HCHO）がある。頭痛やめまい、呼吸器疾

患などの症状、いわゆるシックハウス症候群を誘発する

HCHO などの汚染物質の除去は、住環境の改善のために

必須である。 

HCHO の除去法として、多孔体への吸着による除去や

金属酸化物触媒または光触媒を用いた無害化がある。し

かしながら、これまでの除去技術の多くは水中の比較的

高濃度 HCHO を取り除くためのものが多く、極低濃度の

気相中 HCHO の効率的除去には除去材の革新的機能向

上が不可欠である。また、夏場に高温多湿となる我が国

では、除去材の開発において水蒸気の競争吸着による機

能低下も考慮する必要がある。 

本稿では、高湿度下においても高い HCHO 吸着能を有

する活性炭吸着材および紫外線非照射条件においても室

温・高湿度で HCHO を水および二酸化炭素へと酸化分解

可能な活性炭複合材の開発に関する我々の取り組みを紹

介する。 

 

２．高湿度下においても高い HCHO 吸着能を有
する活性炭吸着材の開発 

２．１ 多量の表面官能基を有する活性炭素繊
維 1) 

活性炭などの多孔体への分子吸着においては、比表面

積だけではなく対象とする分子（吸着質）のサイズと細

孔径のマッチングが極めて重要であり、特に、低濃度の

吸着質を取り扱う際に留意が必要である。また、HCHO

は極性分子であるため、活性炭表面に酸素や窒素などの

ヘテロ元素を含む表面官能基が存在すると van der Waals

力のみならず水素結合も形成されて、低濃度の HCHO に

対しても高い吸着能が期待される。そこで、まず気相中

低濃度 HCHO の除去に有効な細孔径および表面官能基

について検討した。 

試料は、酸素および窒素含有量が異なる 2 つのシリー

ズ（OG シリーズおよび FE シリーズ）の活性炭素繊維

（Activated carbon fiber; ACF）を用いた。ACF は粉状や

粒状活性炭に比べて比較的狭い細孔径分布を有している

という特徴がある。77 K における N2 吸着等温線を測定

したところ、用いた ACF は何れも I 型を示しミクロ孔を

大量に有していることがわかった。表１に、N2 吸着等温

線のαS 解析によって求めた ACF 試料の細孔構造パラメ

ーターを示す。また、CHN 分析により求めた ACF 試料

の元素組成を表２に示す。ピッチから製造した OG シリ

ーズ（大阪ガス株式会社製）に比べ、ポリアクリロニト

リル（PAN）から製造した FE シリーズ（東邦テナックス

株式会社製）の酸素および窒素含有量は一桁大きな値を

示しており、これらの元素を含んだ表面官能基量が両シ

リーズで大きく異なることがわかる。 

HCHO の吸着特性は、以下の手順で流通法にて 30℃で

評価した。50 mg の ACF を詰めたカラムに、20 ppmv 

HCHO ガス（N2 バランス）を純 N2 ガスで希釈した導入

ガス（導入 HCHO 濃度 C0  = 10 ppmv、全流量 = 100 mL/min）

を流通し、出口濃度（C）を JMS 社製の HCHO 分析器

（Model 4160）で測定した。また、湿潤条件（相対湿度

R.H. = 50%）の測定においては、水中をバブリングした

N2 ガスを希釈ガスとして用いた。用いた装置の模式図を
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表１ 用いた ACF 試料の細孔構造パラメーター 

シリーズ名 試料名 全比表面積 
（m2/g） 

全細孔容量 
（cm3/g） 

平均細孔径 
（nm） 

FE シリーズ 
FE100 670 0.21 0.64 
FE200 860 0.30 0.69 
FE300 1013 0.39 0.77 

OG シリーズ 
OG5A 710 0.22 0.62 
OG7A 1010 0.34 0.67 

OG15A 1360 0.53 0.78 
 

表２ 用いた ACF 試料の CHN 元素分析結果（wt.%） 

シリーズ名 試料名 C H N O(diff.)a 

FE シリーズ 
FE100 70.9 2.0 8.4 18.7 
FE200 72.5 1.8 4.8 20.9 
FE300 74.3 1.6 3.3 20.8 

OG シリーズ 
OG5A 92.4 0.5 0.7 6.4 
OG7A 93.0 0.6 0.8 5.6 

OG15A 95.1 0.7 0.3 3.9 
a 酸素含有量 O(diff.)は次の式により算出。O(diff.) = 100 – (C + H + N) 

 

 

 

図１に示す。 

図２に、乾燥条件（R.H. = 0%）および湿潤条件（R.H. 

= 50%）における各 ACF の HCHO 吸着の破過曲線を示

す。まず乾燥条件についてみてみると、いずれの ACF シ

リーズにおいても、比表面積や細孔容量が増加するにつ

れて逆に HCHO 吸着能が低下する傾向が見られた。これ

は、賦活が進むにつれて比表面積や細孔容量が増大する

と共に細孔径が大きくなり、吸着ポテンシャルの井戸が

浅くなったためと解釈される。この結果から、HCHO 分

子の吸着場としては、細孔径が 0.7 nm 以下のウルトラミ

クロ孔が有効であることがわかる。また、OG シリーズ

と比べ、表面官能基を多く有する FE シリーズは長い破

過時間を示した。例えば、ほぼ同じ細孔構造を持つにも

かかわらず、FE100 は OG5A よりもはるかに優れた

HCHO 吸着能を示した。なお、賦活処理を施していない

炭化 PAN 繊維は HCHO 吸着能を示さなかった。これら

のことから、乾燥条件での HCHO 吸着除去には、適した

細孔径と多量の表面官能基を有した活性炭が適している

と結論付けられる。 

しかしながら、優れた HCHO 吸着能を示した FE シリ

ーズは、水蒸気が共存する条件では破過時間が短くなり、

特に、乾燥条件において最も優れた HCHO 吸着能を示し

 
図１ HCHO 吸着測定装置概略図 
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た FE100 において、最も顕著な破過時間の短縮が観察さ

れた。一方、このような湿潤条件における HCHO 吸着能

の低下はヘテロ元素含有量が少ない OG シリーズでは見

られなかった。これらの結果は、ヘテロ元素を含む表面

官能基が極性分子の水分子とも強く相互作用し、HCHO

との競争吸着を引き起こしたことによると解釈される。

また、FE シリーズに注目すると、水蒸気共存下でも比較

的高い HCHO を保持していた FE200 や FE300 は、表２

に示したように酸素含有量は FE100 と同程度であるもの

の窒素含有量は比較的低い値を示しており、主に窒素含

有表面官能基が高湿度雰囲気における水蒸気による

HCHO 吸着阻害をもたらしたと考えられる。 

２．２ 浅い細孔を有する活性炭素ナノ繊維 2) 

前節で示したように、表面官能基は HCHO 吸着能の向

上に有効であるが、高湿度条件下での使用を考えると、

水蒸気との競争吸着による機能低下を防ぐ方策を講じる

必要がある。つまり、高い HCHO 吸着選択性を有した吸

着材の開発が求められる。そこで我々は、浅い細孔を有

する活性炭素ナノ繊維（Activated carbon nanofiber; ACNF）

の適用を試みた。図３に示すように、繊径 15～20 µm の

ACF に比べ、ACNF は 1 µm 以下と繊径が細く、更に、

マイクロドメイン 3)のサイズも ACF が直径 5 nm 程度で

あるのに対して ACNF では 1～2 nm と小さいため、ACNF

に存在する細孔は ACF のそれよりも細孔深度が小さい

と予想される。このような浅い細孔では細孔内拡散距離

が短いため、細孔内へ吸着・凝集した水が比較的容易に

気相へと脱着でき、そのため水による HCHO の吸着阻害

が低減できる可能性があると考えた。 

ACNF は、電界紡糸法により調製した繊径約 800 nm の

PAN ナノ繊維（韓国 NanoTechnics 社製）を安定化、炭化

および水蒸気賦活処理を施すことで得た。安定化は、空

気中で室温から 270℃まで昇温速度 0.5℃で熱処理して

行った。また、炭化は、安定化 PAN ナノ繊維を He 流通

下で昇温速度 5℃/分で 600℃まで加熱し、その後 600℃

で 1 時間保持して行った。水蒸気賦活は、処理時間や温

度、流通ガスの相対湿度を様々に変化して行ったが、本

稿では 600℃、1 時間、相対湿度 90%（He バランス）の

条件で賦活処理した試料の結果についてのみ示す。 

表３に、上記条件で調製した ACNF の細孔構造パラメ

ーターおよび元素組成を示す。FE シリーズと比べても、

ACNF は高い窒素含有量を示し、表面官能基が豊富であ

ることがわかる。 

 
図３ 太い ACF と細い ACNF に存在する細孔の 
   概念図 

 

図２ 乾燥（dry）および湿潤（wet）条件における(a) FE シリーズおよび(b) OG シリーズの HCHO 破過曲線 
（30℃, C0 = 10 ppmv, 試料量 = 50 mg） 
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HCHO 吸着特性評価は前節と同様の装置で行った。導 

入ガスの HCHO 濃度 C0  = 11 ppmv（全流量 = 100 mL/min）

における ACNF および FE100 の HCHO 破過曲線を図４

に示す。乾燥条件（R.H. = 0%）において、ACNF は FE100

の 2 倍以上の 10.5 時間の破過時間を示した。表３に示し

たとおり、 ACNF の全比表面積および全細孔容量は

FE100 に比べて小さく逆に平均細孔径は大きい値を示し

ていることから、ACNF の優れた HCHO 吸着能は細孔構

造由来ではなく豊富な窒素含有表面官能基に起因すると

解釈できる。さて、ACNF の高湿度条件（R.H. = 50%）に

おける HCHO 破過曲線（赤色破線）を見てみると、乾燥

条件に比べると破過時間は短くなったものの、依然高い

HCHO 吸着能を有していることがわかる。水蒸気による

阻害吸着が顕著であった FE100 と比べると、差が歴然で

ある。この理由については今後更なる検討が必要である

が、現在のところ、先に述べたミクロ孔の深さの違いが

主たる要因であると考えている。 

以上示した通り、ACNF は高湿度雰囲気においても高

い HCHO 吸着能を保持しており、屋内空気清浄システム

のフィルター膜として適用できる可能性がある。そこで、

どれほどの期間 HCHO 吸着能を維持できるかを試算し

たところ、屋内の HCHO 濃度は通常 1 ppmv 以下である

ことを考慮すると、10 g の ACNF を用いることで乾燥条

件では約 3 年間、湿度 50%の湿潤条件においても 1 年以

上も HCHO を吸着除去できることがわかった。また、昇

温脱離（TPD）法による検討の結果、70℃以下では吸着

HCHO の脱着は殆ど見られず、室温において一度吸着さ

れた HCHO の再脱着がないことを確認できた。更に、

250℃での熱処理によって ACNF の細孔内に吸着した

HCHO の殆どが脱着することから、ACNF フィルターの

HCHO 吸着能の再生も可能であると考えられる。このよ

うに、ACNF は空気清浄フィルター用として大いに期待

される材料である。 

 

３．光照射なしで室温・高湿度条件においても
HCHO を無害化除去可能な活性炭複合材の
開発 4,5) 

 HCHO を除去するには、前節までに紹介したような多

孔体による吸着法のみならず触媒を用いた酸化分解も可

能である。しかしながら、TiO2 に代表される光触媒の利

用は、紫外線照射が有害なオゾンを生成するリスクがあ

るため屋内 HCHO 除去には向かない。一方、酸化マンガ

ン（MnOx）は室温で紫外線照射なしでも HCHO を水と

二酸化炭素へ酸化分解できるという報告 6)がある。しか

しながら、図５に示すように低 HCHO 濃度においては

MnOx 単独の HCHO 除去能はあまり高くなく、屋内

HCHO 除去に用いるには性能向上が不可欠である。 

 そこで我々は、前節で示した高い HCHO 吸着能を有す 

 
図４ ACNF および FE100 の乾燥（dry）および 
   湿潤（wet）条件における HCHO 破過曲線 

（30℃, C0 = 11 ppmv, 試料量 = 50 mg） 
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表３ 調製した ACNF 試料の細孔構造パラメーターおよび CHN 元素分析結果（wt.%） 

全比表面積 

(m2/g) 

全細孔容量 

(cm3/g) 

平均細孔径 

(nm) 
C H N O(diff.)a 

458 0.18 0.78 68.1 1.2 18.0 12.7 

a 酸素含有量 O(diff.)は次の式により算出。O(diff.) = 100 – (C + H + N) 
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る ACNF と HCHO 酸化分解能を有する MnOx の複合化

により、紫外線非照射・室温・高湿度条件においても高

い HCHO 無害化除去能を有する複合材の開発を試みた。

高密度で HCHO を吸着可能な ACNF のミクロ孔付近に

MnOx ナノ粒子を担持することで、低濃度気相 HCHO の

MnOx への接触効率の飛躍的な向上が期待できる。目的

とする材料のコンセプト図を図６に示す。 

 複合材は、まず ACNF と酢酸マンガン‐エタノール溶

液を室温にて 1 日攪拌し、その後 80℃で乾燥した後、

380℃にて空気雰囲気で 10 分間熱処理して調製した。こ

こで、酢酸マンガンと ACNF の仕込み比率は、MnO2 換

算で 0.5～20 wt.%とした。また、比較試料として、MnOx

の担体を ACNF の代わりに FE100 または FE300 とした

試料も同様の手順で調製した。 

 図７に、未担持 ACNF と調製した MnOx 担持 ACNF 複

合材の走査型電子顕微鏡（SEM）像を示す。MnOx 担持

処理により微小な粒子が ACNF 上に見られた。また、X

線回折（XRD）測定の結果、担持量が 5 wt.%以下の場合

は担持 MnOx は Mn3O4 であり、担持量が 20 wt.%ではこ

れに加えて MnO も共存していることがわかった。なお、

担体に FE100 または FE300 を用いた際にも同様の結果

が得られた。更に、XRD プロファイルを Scherrer の式を

用いて解析した結果、ACNF 上に担持された MnOx 粒子

の平均粒径は、担持量 5 wt.%では 7.5 nm、担持量 20 wt.%

では 8.1 nm であった。77 K における N2 吸着等温線のα

S 解析によって求めた細孔構造パラメーターを表４に示

す。いずれの担体を用いた場合も、MnOx 担持量が増加

するに連れて比表面積や細孔容量の減少が見られ、この

ことは担持 MnOx ナノ粒子が細孔の一部を塞栓したこと

を示唆している。 

 HCHO 除去テストは 50 mg の試料を用いて 30℃で行 

 
図７ (a) 未担持 ACNF および(b) MnOx 担持 ACNF 複合体の SEM 像 

表４ 未担持 ACNF および MnOx 担持 ACNF 複合材の細孔構造パラメーター 

担体 MnOx 担持量 
（wt.%） 

全比表面積 
（m2/g） 

全細孔容量 
（cm3/g） 

平均細孔径 
（nm） 

ACNF 

0 487 0.18 0.74 
0.5 477 0.15 0.63  
1 451 0.13 0.58  
5 255 0.10 0.78  

20 162 0.04 0.49  

FE100 

0 557 0.17 0.61 
0.5 513 0.14 0.55  
1 484 0.13 0.54  
5 495 0.19 0.77  

20 354 0.12 0.68  

FE300 

0 777 0.45 1.16 
0.5 755 0.42 1.11  
1 740 0.40 1.08  
5 641 0.42 1.31  

20 218 0.06 0.55  
 

 

 
図５ MnOx の紫外線非照射・乾燥条件における  
   HCHO 破過曲線 

（30℃, C0 = 10 ppmv, 試料量 = 1 g） 
 

 

図６ MnOx 担持 ACNF 複合材による HCHO の 
   高効率触媒酸化分解プロセスの概念図 
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った。HCHO 濃度 10 ppmv の導入ガスは、20 ppmv 

HCHO/N 2 ガスを HCHO/N 2 : N2 : O2 = 5 : 4 : 1 で混合す

ることで調整した。なお、全流量は 100 mL/min とした。

破過時間は、出口 HCHO 濃度（C）が 0.5 ppmv、つまり

導入ガス中 HCHO 濃度（C0）の 0.05%となった時間とし

て求めた。 

 図８に、乾燥条件（R.H. = 0%）での結果を示す。まず、

MnOx 未担持の場合について見てみると、FE100 や FE300

と比べて繊径が小さい ACNF が比表面積や細孔容量が小

さいにも関わらず長い破過時間を示した。この傾向は、

先に示した結果と一致しているが、その値は図２や図４

で示したものとはかなり異なっていた。この要因につい

ては検討が不十分で今後更なる研究が必要であるが、本

実験においては導入ガスに酸素が共存しており、このこ

とが HCHO 吸着能低下の一因である可能性がある。次に、

MnOx 担持による影響を見てみる。ACNF においては

MnOx 担持により大きな HCHO 破過時間の延伸が観察さ

れ、例えば、担持量が 5 wt.%では、未担持 ACNF の約 2

倍に相当する 12.5 時間の破過時間を示した。MnOx 担持

量を 20 wt.%へと増加すると破過時間は 11.1 時間と短縮

したが、未担持 ACNF と比べると依然優れた HCHO 除

去特性を有することがわかった。担持量 20 wt.%におけ

る HCHO 除去能の低下は、担持 MnOx ナノ粒子による

ACNF のミクロ孔塞栓が要因であると考えられ、マイル

ドな再賦活処理により HCHO 除去能の改善が期待され

る。また、MnOx 担持による HCHO 破過時間の延伸は担

体に FE100 を用いた際にも見られたが、ACNF 程の改善

は見られなかった。一方、FE300 を担体とした場合は、

担持量 5 wt.%の時以外では HCHO 除去能改善は殆ど見

られなかった。  

 高湿度下における HCHO 除去特性の低下は、MnOx 担

持ありなしに関わらず全ての試料において見られた（図

９）。特に、FE100 や FE300 を担体とした場合は、MnOx

担持量に関わらず破過時間は 1 時間以内であった。しか

しながら、ACNF を担体として用いた場合は、相対湿度

90%という非常な高湿度においてさえも HCHO 除去能を

高いレベルで保持しており、特に、MnOx 担持量が 5 wt.%

のときは 10 時間以上の破過時間を示した。なお、担体な

しの MnOx のみ（MnO、MnO2、Mn2O3、または Mn3O 4）

を同測定条件で評価したところ、破過時間は乾燥条件で

も 1 時間以内、相対湿度 90%では 30 分以内であり、炭

素多孔体との複合化の有効性が確認できた。 

 次に、ACNF と MnOx の複合化による HCHO 除去能向

上のメカニズムを解明するために、出口ガスの組成分析

を行った。ここで用いた試料は、未担持 ACNF、MnOx 20 

 
図８ 紫外線非照射・乾燥条件における HCHO 
   破過時間の MnOx 担持量依存性 

（30℃, C0 = 10 ppmv, 試料量 = 50 mg） 
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図７ (a) 未担持 ACNF および(b) MnOx 担持 ACNF 複合材の SEM 像 
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wt.%担持 ACNF（MnOx(20)@ACNF）、および MnOx 20  

wt.% 担 持 石 英 ウ ー ル （ MnOx(20)@Qz ） で あ る 。

MnOx(20)@Qz は、無孔性石英ウールを担体として、

MnOx(20)@ACNF と同様の MnOx 担持法により調製した。

また、メカニズム解明実験においては、導入ガス（全流

量 = 100 mL/min）として HCHO 濃度 140 ppmv の混合ガ

ス（285 ppmv HCHO/N 2 ガスを N2/O2（4:1, v/v）ガスで希

釈して調整）を用い、出口ガス中の HCHO および CO2 の

定量は GASTEC 社製の検出管を用いて行った。 

 図１０に、上記の 3 種の試料を用いて乾燥条件で行っ

たメカニズム解明実験における出口ガス中の HCHO お

よび CO2 濃度の変化を示す。未担持 ACNF の HCHO 破

過曲線では、約 1.5 時間の誘導時間が見られたが、出口

ガ ス 中 に CO2 は 全 く 検 出 さ れ な か っ た 。 一 方 、

MnOx(20)@ACNF、MnOx(20)@Qz の何れにおいても CO2

が検出された。このことから、担持された MnOx ナノ粒

子が次の化学式による HCHO の CO2 および H 2O への酸

化分解反応の触媒として働いていることが確認できる。 

HCHO+O2→CO2 +H 2O 

MnOx(20)@Qz の場合は、導入ガス流通開始直後から CO2

が出口ガス中に検出され、その濃度は時間経過と共に

徐々に減少し、約 2 時間後にゼロとなった。HCHO も当

初から検出され、出口ガス中 HCHO 濃度は 1.5 時間

以内に導入 HCHO 濃度である 140 ppmv に達した。

MnOx(20)@ACNF では、導入ガス流通開始後 2.5 時間が

経過してから CO2 が検出されるようになった。その後、

出口ガス中 CO 2 濃度は増加して 4 時間経過後に約 50 

ppmv に達した後減少に転じ、10 時間後に検出限界以下

となった。また、未担持 ACNF と同様に HCHO 検出まで

に 1～1.5 時間の誘導時間が観察された。無孔性石英ウー

ルを担体とした際に誘導時間が観察されなかったことか

ら、ACNF や MnOx(20)@ACNF で見られた誘導時間にお

いて、HCHO はまず ACNF のミクロ孔に吸着しているこ

とがわかる。これらのことから、MnOx 担持 ACNF にお

ける HCHO 除去過程は、（1）ACNF ミクロ孔への吸着、

および（2）担持 MnOx 触媒による酸化分解、の二段階で

進 む と 結 論 付 け た 。 ま た 、 図 １ ０ に 示 し た

MnOx(20)@ACNF の HCHO および CO2 濃度の時間変化

曲線から、生成 CO2 量は除去 HCHO 量の約 51%と算出

された。HCHO が MnOx ナノ粒子により上記の反応式に

従って酸化分解されたとすると、化学量論的には消費

HCHO と等モル量の CO 2 が生成するはずである。このこ

とから、MnOx(20)@ACNF により除去された HCHO の約

半量は HCHO としてまたは一部分解した形で ACNF に

吸 着 し て い る と 予 想 さ れ 、 実 際 に 破 過 後 の

MnOx(20)@ACNF 試料を TPD 分析したところ、HCHO

分子の脱着を確認している。 

 以上の通り、ACNF 担体と MnOx触 媒 の 有 す る機能

複合化による HCHO 除去能向上という我々の材料開発

 
図１０ 紫外線非照射・乾燥条件における出口 
    ガス中 HCHO および CO2 濃度の時間変化 
   （30℃, C0 = 140 ppmv, 試料量 = 50 mg） 
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図９ 紫外線非照射・高湿度条件（R.H. = 90%） 
   における HCHO 破過時間の MnOx 担持量 
   依存性 

（30℃, C0 = 10 ppmv, 試料量 = 50 mg） 
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コンセプトの有効性を確認することができた。MnOx 担

持 ACNF 複合触媒は乾燥・湿潤のいずれの条件において

も高い HCHO 除去能を示した。特に、MnOx 担持量が 5 

wt.%においては ACNF と MnOx の著しいシナジー効果

が見られ、紫外線非照射・室温においても ACNF 単体に

比べて約 2 倍の HCHO 除去が可能であった。この顕著な

HCHO 除去能の向上は、ACNF の吸着性能と MnOx の触

媒性能の単なる足し合わせでは説明できない。現在のと

ころ、(1) 担持 MnOx ナノ粒子の触媒活性表面積の増加、

および(2) MnOx 触媒による HCHO 酸化分解機会の増加、

がシナジー効果の主要因と考えている。つまり、繊径が

太い FE100 や FE300 と比べ、繊径が約 500 nm と細い

ACNF は相対的に外比表面積が大きく、そのため MnOx

ナノ粒子はより高分散度かつ小粒径で担持されると予想

される。また、高い HCHO 吸着能を有する ACNF のミク

ロ孔には低濃度気相 HCHO でさえも高密度吸着される

ため、ACNF に担持した MnOx 触媒近傍の局所 HCHO 濃

度が高くなり、このため HCHO の触媒酸化分解の機会が

増加すると期待される。 

 

４．おわりに 

本稿では、屋内空気環境改善に向けた高性能炭素材の

開発という我々の取り組みを紹介した。表面官能基や細

孔深度の制御により高湿度下においても高い HCHO 吸

着能を有する活性炭吸着材を、活性炭吸着材と酸化マン

ガン触媒との複合化により光照射なしで室温・高湿度条

件においても HCHO を無害化除去可能な活性炭複合材

の創製に成功した。現在、更なる性能向上のために、例

えば、細孔深度の最適化、MnOx 触媒失活の原因解明と

防止、触媒再生、分散担持法・条件の最適化などについ

て研究を進めている。 
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水圏の隠蔽環境に生息する小型甲殻類の分類学的研究 

 

 北九州市立自然史・歴史博物館 学芸員 下村 通誉  

 
 

１． はじめに 

 我々の視界から遮られた環境、つまり隠蔽環境には

様々な動物が生息している。その中でも特に水中の隠蔽

環境となれば、ますます人間は立ち寄りがたく、そこに

棲む生物を見る機会は少ない。そのような環境とそこに

棲む動物の代表は、地下水、砂粒間隙水、地底湖、海底

洞窟、深海などに生息する小型甲殻類である。構成員は

地表の水域でも目にすることができるカイアシ類、貝形

虫類、等脚類（ワラジムシ類）、ヨコエビ類などから、隠

蔽環境に特化して出現するムカシエビ類、テルモスバエ

ナ類、スペレオグリフス類などまで幅広い分類群でなる。

隠れて生息している上に、隠蔽環境に生息する動物の多

くは、体長が数 mm と小さいため、ますます見つけづら

い。 

 それぞれの隠蔽環境に適応した動物が生息している。

このような特殊な環境に適応した動物の形態を観察する

と、進化を考える上で大きなヒントを与えてくれる（塚

越、2010b）。海底洞窟性甲殻類全般については大塚他

（1999）、カイアシ類は長澤編著（2005）、大塚（2006）、

大塚他（2010）、貝形虫類は塚越（2010a）に詳しい。 

 本稿では著者が分類学的研究を手がけた日本の水圏の

隠蔽環境に生息する小型甲殻類の分類学的研究の成果に

ついて紹介する。 

 

２．隠蔽環境とは 

 隠蔽環境（cryptic environment）とは可視光の届かない

環境を指し、洞窟、深海、地下水、氷床下等が該当する

（塚越, 2010a）。砂漠、森林、海、湖沼まで様々な環境に

隠蔽環境は存在する。また、隠蔽環境の一つとして砂の

隙間、岩の割れ目、死サンゴなどの多孔質な基質の小孔

中のように表面から隠れたマイクロハビタットを指し、

そ こ に 棲 む 動 物 相 を 称 し て ク リ プ ト フ ァ ウ ナ

（cryptofauna）と呼ぶ。サンゴ礁の生物多様性の研究で

は、基質中の穿孔性動物や間隙性動物などのクリプトフ

ァウナに着目したものも多い（Reaka-Kudla, 1997; Enochs 

and Manzello, 2012）。また、分類群を問わず間隙に生息す

る動物の研究史、分類、生態、系統については伊藤（1985）

に詳しい。 

 地下水や洞窟の地底湖などの環境には季節性はあるが、

水温は比較的周年で安定している。洞窟の出入り口から

の近さにより薄暗い環境から暗黒環境まであり、それぞ

れの環境に出現する分類群がある。深海の環境にも季節

性はあるが、低温の水温は周年で比較的安定している。

一般的に水深が浅い程、変動は激しい。深海は水深 200m

以深の海中と海底を指すが、数 100m から 1000m 程度ま

では減衰しながらも可視光が届く。それより深い水深で

は完全な暗黒となる。地下水、洞窟、深海ではいずれも

餌資源となる有機物は少ない。砂粒間隙水の環境は沿岸

や河口からの距離、水深、砂の粒度、砂の層の深さなど

様々な要因により一定でない。粒度が異なれば出現する

種は異なるし、汽水域か海水域かでも出現する種は異な

る。間隙水の環境については伊藤（1985）を参照にされ

たい。 

 

３．隠蔽環境に出現する分類群 

 隠蔽環境には様々な甲殻類の分類群が出現する。これ

らは様々なサイズであり、形態も多様である。形態はそ

れぞれの隠蔽環境に適応的である。間隙性の甲殻類に関

しては１mm の目合いの篩を通過して 32µm 前後の篩に

捕らえられるメイオベントスの範疇に入るものが多く、

間隙の生活に適応的で、眼が無く、微小で細長い体型の
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ものが多い。また、一部の群ではある分類群の中で祖先

的な形質を持つものがおり、隠蔽環境にしか出現しない

分類群も多い。深海の甲殻類では眼の欠失、色素の欠失

などの深海適応がみられる。生息水深によっても出現す

る分類群、適応的な形態の傾向は異なる。 

 

カシラエビ綱 Cephalocarida 

 カシラエビ綱は体長約 3mm の原始的な体制をもつ小

型甲殻類である。頭部には第 1 触角、第 2 触角、大顎、

第 1 小顎の 4 対の付属肢を持つことが特徴である。世界

の温帯・熱帯域の潮間帯から水深 1500m までの砂質ある

いは泥質の深海底に生息し、これまでに 2 科 5 属 11 種

が知られる。数例の生きたカシラエビ類の観察例では底

質の表面を泳ぐように這うことが知られている。眼が確

認されていない種から退化的な複眼をもつ種まである。 

 日本沿岸からは Sandersiella の 2 種が知られる。カシ

ラエビ Sandersiella acuminata Shiino, 1965（図１Ａ）は有

明海、熊本県富岡湾（タイプ産地）や瀬戸内海の浅海域

より知られている。本種は 2012 年の日本ベントス学会

編の海岸ベントスのレッドデータブックでは準絶滅危惧

と評価されている。また、房総半島沖水深 248〜316m の

海 底 か ら Sndersiella kikuchii Shimomura and Akiyama,  

2008（図１Ｂ）が知られる。 

 

軟甲綱 Malacostraca 

フクロエビ上目 Peracarida 

ボクサセア目 Bochusacea 

 ボクサセア目は海底洞窟や深海の砂泥底に生息する小

型（体長 1〜3mm）の甲殻類である。背腹にやや扁平で

眼は無く、体色は白色透明である。甲殻類の中で最も新

しく創設された目であり、現在までに世界から 1 科 3 属

6 種が知られる。従来はバミューダ諸島の海底洞窟から

知られる Mictocaris halope Bowman et al., 1985 と共にミ

クトカリス目 Mictacea の一員とされていたが、ルーマニ

アの Gutu らにより独立の目とされた。同時に Gutu らは

ミクトカリス目を南半球の洞窟中の淡水から知られるス

ペレオグリフス目 Speleogriphacea と共に Cosinzeneacea

にまとめた（Gutu and Iliffe, 1998）。当初、この体系は多

くの研究者に受け入れられなかったが、Gutu の再検討や

Jaume らの研究の末、ボクサセア目と Cosinzeneacea は受

け入れられている（Gutu, 2001; Jaume et al., 2006）。ボク

サセア目の特徴は遊泳機能を持つ 2 叉型の胸肢を第 2〜

8 胸節に持つ点、退化的な腹肢を持つ点、円筒形の複数

の節からなる尾肢を持つ点、雌では第 2〜7 胸節底節の

一部に覆卵葉を持つ点などである。 

 ボクサセア目は Hirsutia sandersetalia Just and Poore,  

1988 がオーストラリア南東沖の水深 1,500m の海底、

Hirsutia bathyalis Sanders, 1985 が南米北東岸沖のギアナ

海 盆 の 水 深 1000m か ら 、 Montucaris distincta Jaume,  

Boxshall and Bamber, 2006 がブラジル沖南大西洋の陸棚

上水深 619〜778m から知られる。のこりはいずれも

Thetispelecaris であり、3 種が海底洞窟から知られている。 

 日本からは海底洞窟調査により初めて Thetispelecaris 

kumejimensis Shimomura, Fujita and Naruse, 2012（図１Ｃ）

が得られた。久米島の水深 39m に開口する海底洞窟を奥

に 35m 進んだ地点の海底から砂を採取し、貝形虫類、ア

ミ 類 、 カ イ ア シ 類 な ど と 共 に 得 た 。 こ れ ま で

Thetispelecaris はバハマの海底洞窟とグランドケイマン

島の海底洞窟からの 2 種が知られていた。本種の発見は

太平洋からの本属の初めての発見であり地史的にも興味

深いものである。 

 

テルモスバエナ目 Thermosbaenacea 

 テルモスバエナ目は世界の温泉、洞穴、地下水、浅海

域などから 4 科 7 属 34 種が知られる体長 4mm 程度の微

小な甲殻類である。最初の種は Thermosbaena mirabilis 

Monod, 1927 が北アフリカのチュニジアの温泉から見つ

かった。温泉は人口浴槽で水温は 37℃であった。本種以

外の種は温泉ではなく、洞穴、地下水、浅海域の砂中に

生息している。テルモスバエナ目はフクロエビ上目の一

目であるが、等脚目やアミ目などの他の目と異なり、胸

部に覆卵葉を持たず、背甲と胸節背側との間で卵を保育

する点が特徴である。 

 日 本 で は 南 大 東 島 の 洞 穴 地 下 水 域 に Halosbaena 

daitoensis Shimomura and Fujita, 2009（図１Ｄ）が知られ

る。生息地では遊泳中のものをプランクトンネットで採

集したが、飼育下では水槽の壁面をよく歩く様子が観察

された。本属は他に 3 種がカリブ海、カナリア諸島、オ
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ーストラリア西部から知られている。日本産の種と他の

3 種は互いに良く似ており、外形にほとんど違いは無い。

触角の節数、胸脚の剛毛数、眼葉の形態などで区別され

る。本種は特にオーストラリア西部の洞穴地下水域から

知られる Halosbaena tulki Poore and Humphreys, 1992 に眼

葉の内側の角が尖らずに丸いという点などで似ている。 

 南大東島を含む大東諸島は、約 4800 万年前に現在の

ニューギニア近海で誕生し、島の沈降とサンゴ礁の隆起

を経ながら移動してきたとされる。テルモスバエナ目は

直達発生で浮遊幼生を持たないことが知られている。今

回発見された種は、形態的にはオーストラリア産の種に

最も類似していることもあり、大東諸島移動説を裏付け

る“歴史の生き証人”となる可能性も考えられる。今後、本

種の生活史研究や分子遺伝学研究の進展が待たれる（下

村・藤田, 2008）。 

 

等脚目 Isopoda 

 等脚目は砂漠や森林などの陸上から、河川、湖沼、地

下水、潮間帯から深海まで幅広い水圏環境に生息する。

ここでは隠蔽環境に限定し、その中でも間隙水に生息す

るスナナナフシ亜目と間隙水、死サンゴ等の基質中、深

海で繁栄しているミズムシ亜目について解説する。 

 

スナナナフシ亜目 Microcerberidea 

 スナナナフシ亜目（図１Ｅ）は地下水や潮間帯から浅

海の砂粒間隙水中に見いだされる小型（体長約 1mm）の

等脚類である。体型は細長く円筒形で、体色は白色透明

で、眼は無い。体制はミズムシ亜目によく似るが本亜目

では雌の左右の第 2 腹肢が互いに癒合しない点、第 3 腹

肢が二葉に分かれない点などで区別できる。種間では交

尾器等を除けば外形にほとんど形態差が無く、剛毛数や

それらの生える位置で種の違いを認識できる。 

 世界からこれまで 2 科 8 属 46 種が知られている。日

本 か ら は Coxicerberus kiiensis （ Nunomura, 1973 ）、 C. 

fukudai（Itô, 1974）、C. boninensis（Itô, 1975）の 3 種が知

られている。非常に小さいこと、採集時に壊れやすく完

全な標本を得にくいことなどから研究が遅れており、日

本沿岸には多くの未知の種が生息しているものと思われ

る。 

ミズムシ亜目 Asellota 

 ミズムシ亜目は腹尾節の末端に糸状か円筒状の尾肢を

持つことで特徴付けられる小型の等脚類である。表層水、

地下水、潮間帯の砂粒間隙水、転石、海藻、他の動物の

体表上、深海など様々な環境に生息している。ミズムシ

亜目全体については下村・布村（2013）に詳しい。隠蔽

環境では、地下水、洞窟中の湖や河川、砂粒間隙水、他

の動物の棲管中、死サンゴの骨格の小孔中、カイメン類

の水孔系、深海などが挙げられる。扁平なあるいは細長

い体型であらゆる隙間に生息している。 

 世界から 31 科 268 属 2,200 種以上が知られている。日

本では淡水から深海まで多くの種が報告されており、淡

水からはミズムシ科 Asellidae の 4 属 21 種とウミミズム

シ科 Janiridae の 1 属 3 種が知られている。淡水のミズム

シ Asellus hilgendorfii Bovallius, 1886 が河川や湖沼などに

知られ、同種や近縁種は地下水や洞窟中の淡水中にも生

息している。また、地下水にはメクラミズムシモドキ属

Mackinia が生息する。 

 海産種は日本近海から約 100 種が知られている。砂粒

間隙性、浅海、深海と分けて紹介する。砂粒間隙に生息

する種ではいずれも体に色素や眼は無く、微小であり、

体型は円筒形かやや背腹に扁平で細長く、間隙の生活に

適応的である。日本沿岸の砂浜や浅海からホソミズムシ

科 Gnathostenetroidae のニッポンメナシホソミズムシ

Caecostenetroides nipponicum Nunomura, 1975（図１Ｆ）や 

ウミミズムシ科 Janiridae の Microjaera morii Shimomura, 

2005（図１Ｇ）などの他、Microcharon（図１Ｈ）の種未

同定のものが知られる。浅海からは多孔質の死サンゴな

どの基質や海綿動物の水孔中からも多くの個体を採集し

ている。これらの種は常時、隠蔽環境に留まっているの

ではなく、表面と隠蔽環境を行き来しながら生活してい

る可能性がある。サイズは微小で体長 1mm 以下である

ことも珍しくない。体に色素を持つ種が多く、眼は退化

的か発達する。例えば、2012 年の西表島の調査では死サ

ンゴ中から多数の所属不明のミズムシ亜目が得られた

（図２Ａ、Ｂ）。また海綿動物より Halacarsantia ovata 

Shimomura and Ariyama, 2004 を得ている（図２Ｃ）。しか

し、日本沿岸のクリプトファウナの研究はほとんど進ん

でおらず、分類学的研究が急務である。深海はミズムシ

29 
 



亜目の主要な分布域である。これまでに知られる海産種

の内、およそ 3 分の 1 の種は深海性である。眼は無く、

白色であり、体中に刺や突起を持つ種が多い（図２Ｄ－

Ｆ）。体型は体高のある種が多いが、細長い種、扁平な種

もある。千島・カムチャツカ海溝の水深 7080〜7139m か

ら得られた Rectisura herculea （Birstein, 1957） （図２Ｆ）

は世界最大のミズムシ類の一つで体長は 4cm を超える。

深海のミズムシ類では水深が深くなればそこに生息する

近縁の種の体サイズが浅海種より大きくなるギガンティ

ズムの傾向がみられる。 

 

ヨコエビ目 Amphipoda 

インゴルフィエラ亜目 Ingolfiellidea 

 インゴルフィエラ亜目は陸水、汽水、海水に生息する

小型（体長約 1〜2.5mm）の甲殻類であり、地下水や砂粒

間の間隙水中よりしばしば見いだされる。体形は細長く、

やや左右に扁平で、体色は白色透明である。眼葉は存在

するが個眼や眼色素は無い。間隙の生活に適応的な形態

をしている。インゴルフィエラ亜目は腹肢が三角形状の

小板型であること、第 3 尾肢が疣状であることなどが特

徴である。 

 世界からこれまでに 2 科 6 属の約 41 種が知られる。

日本からは沖縄県慶良間諸島嘉比島の砂浜の間隙水中か

ら Ingolfiella inermis Shimomura, Ohtsuka and Tomikawa,  

2006（図２Ｇ）が、小笠原諸島の水深 172m の海底から

Ingolfiella ogasawarensis Shimomura and Kakui, 2012（図２

Ｈ）が知られる（Shimomura et al., 2006; Shimomura and 

Kakui, 2012）。これらの 2 種の他に沖縄県本部町塩川と西

表島から種未同定の Ingolfiella sp.の記録がある（諸喜田・

西島, 1976; 上野, 1973）。塩川は国指定の天然記念物であ

り、塩分を含んだ水が流れる特異な川として知られてい

る。諸喜田・西島（1976）は水源の湧水口に仕掛けたプ

ランクトンネットにより Ingolfiella sp.をムカシエビ類、

カイアシ類、ヨコエビ類などと共に得ている。 

 

４．隠蔽環境の小型甲殻類の採集方法 

 採集方法はそれぞれの環境によって様々である。地下

水性のものは井戸にプランクトンネットを投げ入れて採

集する。また汲み上げポンプ付きの井戸であれば出水口

にネットを仕掛けるか、何度も水を汲み上げた後に小型

甲殻類を濾しとる。地下水および間隙性の小型甲殻類を

採集する方法として河川敷に金属性の円柱形の管を打ち

込み、滲み出してきた水をポンプで吸い上げるという方

法もある。洞窟性のものは地底湖であればプランクトン

ネットを投げ入れて曳くことを繰り返す。地下水や洞窟

性の種は個体数が少ないことが多いので何度も作業を繰

り返す必要がある。 

 砂浜の間隙水中の小型甲殻類の採集では砂を掘ってバ

ケツに入れ、海水と共にかき混ぜてプランクトンネット

や篩で上澄みを濾しとる“洗い出し法”が用いられる（伊

藤, 1985）。死サンゴや海綿動物の小孔や水孔中から採集

する時は数時間淡水に浸け置き、出てきたところをネッ

トで濾しとる。海底洞窟のものは例えばボクサセア目の

１ 種 は 2009 年 11 月 に 行 わ れ た 久 米 島 合 同 調 査

KUMEJIMA2009 で採集されたが、SCUBA で潜水しビニ

ル袋で砂を持ち帰り、“洗い出し法”により抽出された。深

海性の小型甲殻類の採集方法については秋山他（2008）

で詳しく解説したのでここでは割愛した。微小な種が多

いのでソーティングは実体顕微鏡を用いて行う必要があ

る。その後のサンプル処理、分類学的研究の方法につい

ては下村・布村（2010）を参考にされたい。 
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図１ 隠蔽環境の小型甲殻類１ 
 
A：熊本県産カシラエビ Sandersiella acuminata Shiino, 1965,体長 2mm，B：房総半島沖産 Sndersiella kikuchii Shimomura and 
Akiyama, 2008, 体長 2.5mm，C：久米島産 Thetispelecaris kumejimensis Shimomura, Fujita and Naruse, 2012,体長 1.1mm，D：南大
東島産 Halosbaena daitoensis Shimomura and Fujita, 2009, 2.2mm，E：白浜産 Coxicerberus sp.,体長 1mm，F：和歌山市田倉崎産
ニッポンメナシホソミズムシ Caecostenetroides nipponicum Nunomura, 1975, 体長 1.2mm，G：白浜産 Microjaera morii 
Shimomura, 2005, 体長 1.8mm，H：和歌山市田倉崎産 Microcharon sp., 体長 1mm 
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図２ 隠蔽環境の小型甲殻類２ 
 
A,B：西表島死サンゴ中より得られた不明のミズムシ類, いずれも体長 0.9mm，C：和歌山県産 Halacarsantia ovata Shimomura and 
Ariyama, 2004, 体長 0.8mm，D：千島・カムチャツカ海溝産 Janirella verrucosa Birstein, 1971,体長 7.7mm，E：千島・カムチャツ
カ海溝産 Vanhoeffenura chelata (Birstein, 1957), 3.5cm，F：千島・カムチャツカ海溝産 Rectisura herculea (Birstein, 1957),体長 4.1cm， 
G：嘉比島産 Ingolfiella inermis Shimomura, Ohtsuka and Tomikawa, 2006,体長 1.6mm，H：笠原諸島産 Ingolfiella ogasawarensis 
Shimomura and Kakui, 2012, 体長 1.6mm 
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５．おわりに 

本稿で紹介したのは水圏の隠蔽環境に生息する小型

甲殻類の中の著者自身が研究を手がけた一握りの分類群

に過ぎない。隠蔽環境はここでは紹介していないカイア

シ類や貝形虫類の主要な生息場所であり、また環形動物、

動吻動物、輪虫類、イタチムシ類など甲殻類以外の無脊

椎動物の生息場所でもある。また、これから調査が進め

ばまだ多くの未知の動物が発見されるかもしれない。近

年、生物学は進化発生生物学や分子生物学の分野が隆盛

で、いわゆる分類学のさらに基礎を成す、タクサの発見

の部分については見向きもされなくなってきている。し

かし、ある動物の研究はその動物を最初に誰かがどこか

で発見し、分類学的研究の末、科学の土台の上に乗せた

からこそ、進めることができたわけである。これからも

多くの若い研究者が隠蔽環境の動物の分類学的研究を進

め、分子生物学や古生物学などの成果と共に総合的な解

釈を目標とする研究を行うと共に“発見の科学”の醍醐味

を味わって欲しいと願う。 
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博多湾における栄養塩流入負荷の適正化の検討 
 

（一財）九州環境管理協会 環境部 後藤 祐哉・横山 佳裕  

 
 

１．はじめに 

博多湾（福岡市）は、玄界灘に生息する魚の稚仔等、多

くの生物が生まれ育つ「ゆりかご」機能を持っており、漁

業も盛んである。河口部には干潟が残存し、多くの野鳥が

飛来するなど、多様な生物の生息空間となっている 1, 2)。

閉鎖度が高いため良港ではあるが、富栄養化や有機汚濁が

進行しやすいという一面も有している 1)。 

湾流域では、福岡市をはじめとする流域市町の都市化に

伴い、人口増加の傾向が著しく、流域人口は約 200 万人に

達している 1)。人口の増加に伴う発生負荷量は年々増加し

ており、湾流入負荷量の削減のために下水道整備が急速に

進められている 3, 4)。 

福岡市では、1993 年度から 1999 年度にかけて市内 6 か

所の下水処理場での高度処理によるリン除去を導入して

いる 5, 6)。福岡県では、流域下水処理場（御笠、多々良浄

化センター）で 2004 年度以降、高度処理設備が一部導入

されている 4)。その後、福岡市は窒素の高度処理も一部、

導入しており 7)、人口増加の傾向にはあるものの、博多湾

の T-N 濃度はほぼ横ばいで推移している（図１）9)。 

2002～2011年度の環境基準の達成状況をみると（図２）、

T-N、T-P は概ね全ての海域で環境基準を達成しているも

のの、COD は、西部海域の湾口部を除くほとんどの地点

で未達成の割合が 50%以上 9)となっている。また、冬季に

おけるリン不足によるノリ・ワカメ養殖の色落ち 10)や栄

養塩類の組成比変化に伴う植物プランクトン種の変化 11)

などの問題も生じている。 

そこで、本研究では博多湾における既存の調査結果 9)を

用い、「冬季のノリ・ワカメ養殖の生産力の向上」と、「COD

の環境基準の達成」の 2 つの課題に対し、湾へ流入する窒

素やリン負荷量の変動に伴う COD の変化を試算し、窒素

 

図１ T-N、T-P の年平均値の経年変化 9)より作成 
 

 

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1
98

9
1
99

0
1
99

1
1
99

2
1
99

3
1
99

4
1
99

5
1
99

6
1
99

7
1
99

8
1
99

9
2
00

0
2
00

1
2
00

2
2
00

3
2
00

4
2
00

5
2
00

6
2
00

7
2
00

8
2
00

9
2
01

0
2
01

1

T
-
P
[m

g
/L

]

T
-
N
 [

m
g/

L
]

T-N T-P

 
図３ 環境基準点の位置 

  
図２ COD、T-N、T-P の環境基準の達成状況 
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やリンの流入負荷量のあり方について考察した。 

２．解析方法 

解析対象の地点は、図３に示す博多湾内の環境基準点 8

地点のうち、外海の影響を受けやすい湾口部の W-3 を除

く 7 地点とした。解析対象期間は 1989～2009 年度とした。 

まず、博多湾への流入負荷量 12)と T-N、T-P の海域平均

値の関係を西部・中部・東部海域のそれぞれで求めた。既

存資料 1)に示されている 1992、1997、2000、2002 年度の

負荷量算定結果 1)をもとに、「下水処理場からの負荷」、「合

流式下水処理場からの負荷」、「その他の負荷」の 3 つの流

入負荷要因別に 4, 6, 13)、下水放流量、放流水質、降水量 14)、

流域土地面積 15)から 1989～2009 年度のそれぞれの年平均

負荷量を試算した。次に、「下水処理場からの負荷」、「合

流式下水処理場からの負荷」は毎月一定と仮定した上で、

月別の流入負荷量を試算し、「その他の負荷」は年平均降

水量 14)に対する月平均降水量 14)の比を乗じて月別流入負

荷量を求めた。以上で求めた 3 つの負荷量の合計値を博多

湾へ流入する月別流入負荷量とした。 

T-N、T-P 濃度には、各地点における表層（海面下 0.5m）、

中層（海面下 2.5m）、底層（海底上 1.0m）の実測濃度 9)の

層平均の年平均値を海域別に平均したものを用いた。 

次に、懸濁態 COD（P-COD）を内部生産由来の COD と

見立てた上で、以下の中西ら（1994）のΔCOD 法 16)によ

り内部生産効率αpを季節別（春季：3～5 月、夏季：6～8

月、秋季：9～11 月、冬季：12 月～翌 2 月）に算出し、T-

N/T-P 比と内部生産効率の関係を求めた。 

 COD ＝ D-COD+P-COD ＝ D-COD+αp×CODpn 

ここで、COD、D-COD、P-COD には T-N、T-P と同様に、

各地点における表層、中層、底層の実測濃度 9)の層平均の

季節別・海域別平均値を用いた。CODpn はリン・窒素よ

り内部生産可能な COD の理論的最大濃度であり、 

 CODpn ＝ 143×min(T-P, T-N／7.24)／2.26 

より求めた 16)。 

これらの値を用いて、流入負荷量と海域水質の関係、T-

N/T-P 比と内部生産効率αpの関係を用いて、窒素・リンの

流入負荷量を変動させた場合の、COD 濃度の値を季節別

に試算した。この試算結果から、COD の環境基準を満た

しながら、生物生産を向上させる窒素・リンの流入負荷量

の管理方法を考察した。 

３．結果及び考察 

３．１ 流入負荷量と水質の関係 

博多湾への T-P、T-N の流入負荷量と海域別 T-P、T-N 濃

度の関係を図４に示す。なお、海域の T-P、T-N 濃度は、

陸域等からの流入負荷が無ければ、外海水の濃度と同じと

なることを想定し、ここでは各回帰式の切片に湾口部 W-

3 の T-P、T-N の同期間の層別平均濃度を与えた。 

T-P は、各海域ともに流入負荷量に比例して変動してい

る。また、湾への負荷は、全体の約 7 割が東部海域に流入

することから、東部海域での水質は流入負荷の変動に対す

る応答性が高く、回帰式の傾きは最も大きい。一方、外海

水による希釈を受けやすく、湾に直接流入する負荷の割合

が小さい西部海域では、傾きは最も小さい。T-N は、流入

負荷に対する変動傾向は、概ね T-P と同様であったが、水

温の変化に伴う底泥からの脱窒能の変動を含むため、T-P

に比べるとややばらつきがあり、特に底泥の脱窒等の影響

を受けやすい東部海域で変動が大きい。 

３．２ 内部生産特性の算出 

次に、ΔCOD 法により求めた内部生産効率αpと T-N/T-

P 比の季節別の関係を図５に示す。 

春季、夏季、秋季は、T-N/T-P 比の上昇とともにαpも上

昇する傾向にあった。この要因には、次の 2 点が考えられ

る。 

・栄養塩類の濃度やバランス（T-N/T-P 比）の変化に伴い

植物プランクトンの種組成が変化し、T-N/T-P 比の増加

とともに内部生産効率αpも増加した。 

 ・栄養塩類濃度やその組成比によって生長の制限を受け

る植物プランクトンでは、供給が限定されているリン

の細胞内含量に対して、炭素量が大きくなる 18)。これ

は、プランクトンの炭素／窒素比は生理学的に決まっ

ているため、窒素が豊富にある場合には窒素をより多

く取り込む“ぜいたく消費”を起こし 17)、窒素を多く取

り込んだ分だけ炭素も多くなるためである。これによ
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り、植物プランクトンの一細胞あたりの炭素量、つま

り COD 量が増えて、内部生産効率αpが上昇した。 

冬季は、T-N/T-P 比に対する内部生産効率αpの変動が小

さかった。これは、気温の低下、全天日射量の減少により、

植物プランクトンの活動が鈍化し、必ずしも栄養塩類の量

や組成比の増減に伴い内部生産量が変動するわけではな

いためと考えられる。 

３．３ 流入負荷量の変動に伴う COD や N/P 比

の変動 

T-N、T-P 負荷量と水質の関係、及び内部生産効率αp と

T-N/T-P 比の関係を用いて、T-P、T-N 負荷量を変動させた

場合の COD 濃度を試算し、負荷量と COD の関係を整理

した結果を図６に示す。横軸は、2005～2009 年度の季節

別 T-P、T-N 負荷量に対する試算に与えた負荷量の比であ

る。なお、COD 環境基準値は、西部海域と中部海域が 2mg/L、

東部海域が 3mg/L である。 

T-P 負荷量と COD の関係をみると、T-P 負荷量を半分

（負荷量比 0.5）にした場合でも環境基準を超過するケー

スは、西部海域で夏季、秋季、中部海域で春季、夏季、秋

 
図５ 内部生産効率αp と T-N/T-P 比の関係 

y = 0.7864x + 38.748

0 15 30 45 60 75

変
換
率
α
p
 
[
%
]

T-N/T-P比（モル比）

夏季

y = 0.4349x + 39.204
0

20

40

60

80

100

0 15 30 45 60 75

変
換
率
α
p
 
[
%
]

T-N/T-P比（モル比）

春季

y = 1.2866x + 9.8023
0

20

40

60

80

100

0 15 30 45 60 75

変
換
率
α
p
 
[
%
]

T-N/T-P比（モル比）

秋季

y = 0.0205x + 35.612

0 15 30 45 60 75

T-N/T-P比（モル比）

冬季

西部 中部 東部

 
図４ 流入負荷量と海域別水質濃度の関係 
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季、東部海域で夏季、秋季であった。一方、冬季は負荷量

を現状の 1.5 倍（負荷量比 1.5）にした場合でも、西部海

域、東部海域では環境基準値を下回る結果となった。 

T-N 負荷量と COD の関係をみると、T-N 負荷量を半分

（負荷量比 0.5）にした場合でも環境基準を超過するケー

スは、西部海域で夏季、秋季、中部海域で春季、夏季、秋

季、東部海域で夏季であった。一方、冬季は負荷量を現状

の 1.5 倍（負荷量比 1.5）にした場合でも、全海域で環境

基準値を下回る結果となった。 

現状の T-N、T-P 負荷量の変動に対して、各海域におい

て環境基準値の超過の有無を整理した結果を図７に示す。

春季、夏季、秋季には T-N、T-P 負荷量を減らしても、全

海域で環境基準値を上回ると試算された。これは、5 カ年

の季節別 D-COD 平均濃度（溶存態 COD）が西部海域で

1.2～1.5mg/L、中部海域で 1.4～1.8mg/L、東部海域で 1.7～

2.1mg/L であり 9)、西部・中部海域では環境基準値（2mg/L）

の 3/4 前後、東部海域が環境基準値（3mg/L）の半分前後

に相当する濃度となっており、植物プランクトンの光合成

により生産される P-COD がわずかであっても、環境基準

値を上回りやすくなっているためである。 

そこで、湾口部 W-3 における D-COD の濃度（季節別平

均濃度：1.0～1.3mg/L）を外海水の濃度と仮定し、各海域

でその濃度を上回る分が陸域からの寄与分と仮定すると、

陸域からの寄与分は、西部海域が 0.2～0.3mg/L、中部海域

が 0.4～0.6mg/L、東部海域が 0.6～0.9mg/L と試算される。

この寄与濃度が半分となった場合の、現状の T-N、T-P 負

 
図６ T-N、T-P 負荷量と COD の関係 
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※図中の空白は 3 海域ともに基準値超過を示す。 

図７ T-N、T-P 負荷量の変動と COD 基準超過の有無 
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荷量の変動に対して、環境基準値の超過の有無を整理した

結果を図８に示す。これをみると、春季では T-P 負荷量が

半分以下にすると全ての海域で、夏季は T-P 負荷量を半分

以下にすると 1 海域（東部海域）で、秋季は T-N 負荷量を

半分以下にすると 2 海域（西部海域・東部海域）で環境基

準値を下回ると試算された。このように、植物プランクト

ンの増殖を抑制し、植物プランクトンにより生産される P-

COD を減少させるだけでなく、D-COD も抑制・減少させ

ると環境基準値を下回ることができることが示された。た

だし、D-COD 流入負荷の削減にあたっては、陸域からの

D-COD 流入負荷の起源等の実態把握と、その D-COD を

削減させるための技術開発が課題に挙げられる。 

一方、ノリやワカメの色落ちが生じやすい冬季（12 月

～翌 2 月）の状況は、T-P 負荷を現状の約 1.2 倍（負荷量

比約 1.2）まで増やしても、いずれの海域も環境基準値を

下回ると推測された。 

そこで、T-P 負荷量を現状の 1.2 倍（負荷量比 1.2）に増

やした場合、図９より、各海域の T-P 濃度は現状（負荷量

比 1.0）と比較して、西部海域で約 0.001mg/L、中部海域で

約 0.002mg/L、中部海域で約 0.003mg/L の増加と予測され

る。冬季における海域別の T-P 及びノリやワカメなどの栄

養源となると PO4-P（無機態リン）の平均濃度は表１に示

すとおりである。これに前述の T-P 濃度増分が、PO4-P/T-

P 比に比例して PO4-P 濃度も増加すると仮定すると、海域

別の PO4-P 濃度の増分は表１に示すとおりとなる。これに

よると、T-P 負荷量を約 1.2 倍に増やしても、西部海域に

おける PO4-P 濃度はほとんど増加しないが、中部・東部海

域ではわずかに増加すると予測された。水産用水基準によ

ると、ノリの生長に必要なリン濃度は 0.007～0.014mg/L と

いわれており 19)、現状の中部海域の濃度は必要濃度の下

限値付近である。気象状況等により下限値を下回る可能性

があるが、T-P 負荷量を約 1.2 倍とすることで、必要なリ

ン濃度を確保しやすくなると考えられる。 

４．おわりに 

本研究では、夏季の海域の COD の改善、冬季のノリ、

ワカメ養殖の改善に着目し、窒素、リン負荷量の削減量、

増加量について考察を行った。 

春季、夏季、秋季にはリン負荷量を削減だけでなく、D-

COD を削減することで、COD が環境基準値を下回りやす

くなると試算された。一方で、冬季にリン負荷量をやや増

やしても、COD の環境基準値は下回るものであり、ノリ

やワカメの色落ち等の軽減に対して、わずかに効果が期待

できると予測された。 

 

 
※図中の空白は 3 海域ともに基準値超過を示す。 

図８ 陸域からの D-COD 負荷の寄与を半分にした場合の 
 T-N、T-P 負荷量の変動と COD 基準超過の有無 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

T-P負荷量比[－]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

T
-N
負
荷
量
比
[－

]

T-P負荷量比[－]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

T
-N
負
荷
量
比
[－

]

３海域で基準値以下

２海域で基準値以下

１海域で基準値以下

【春季】 【夏季】

【秋季】 【冬季】

表 1 T-P 濃度の増分から推測される PO4-P 濃度の増分 

 

西部 中部 東部

T-P [mg/L] 0.018 0.024 0.033

PO4-P [mg/L] 0.006 0.007 0.012

PO4-P/T-P比 [-] 0.333 0.292 0.364

T-P増分 [mg/L] 0.001 0.002 0.003

PO4-P増分 [mg/L] 0.000 0.001 0.001

項目
海域

 
図 9 T-P 負荷量の変動と T-P の関係 
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今回の検討結果は、湾全体の水質改善を目的とした検討

であるが、湾内に局所的に位置するノリ、ワカメの養殖場

水質の改善には、対象近傍での負荷量配分の検討や養殖場

での施肥の投入等も対策として検討する必要がある。さら

に、T-N/T-P 比の増加に伴う植物プランクトンの種の変

化 11)などの問題解決にあたっても、水域の生態系や漁業

資源の保全のための、季節や水域利用に応じた栄養塩類の

要求量を検討する必要がある。 

今後は、本研究で得られた結果を用いて数値モデル化を

試み、COD などの環境基準の達成とノリやワカメの色落

ち軽減とのバランスについて、検討を進めていきたい。 
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環境 DNA を用いた生物調査方法の検討 
 

 （一財）九州環境管理協会 環境部陸生生物調査課 大城戸 博文   
環境技術課 大井   和之  

水生生物調査課 柴田   幸次  
 

１． はじめに 

フィールドで動物を調査する場合、対象とする種類によ

って調査方法や調査時期、時間帯などを適切に設定しなけ

ればならないため、そこにどのような種類が生息している

かを事前に予測する必要がある。この予測は、対象地域や

近隣地域で過去に実施された調査結果や地形、河川形態、

現地の踏査結果を元に行い、生息が予測される種類に応じ

て現地調査を計画する。 

水生動物調査を例に挙げると、実際の現地調査では投網

や手網など生息する魚の種類に対応した様々な漁具を使

用し、採集する。採集した生物の中には、成体の他十分に

成長していない仔魚や稚魚も含まれ、外見では種類の判別

が困難な場合もある。卵であれば種類を特定することがさ

らに難しくなる。これまでの環境調査では、種まで判別で

きない場合は、“○○科（属）の一種”と記録することが多々

あった。 

一方、生物は、体内に遺伝情報を記録した DNA（デオ

キシリボ核酸（Deoxyribo-nucleic Acid））を持っており、そ

の遺伝情報は種類により異なっている。近年は、分析キッ

トの普及や分析器の進歩により、DNA 分析手法が一般的

に浸透してきており、これを活用することにより、仔魚や

稚魚、卵などのように外見では種類の判別が困難な場合で

も、種類を判別することが可能となってきた。当協会でも

DNA 分析を行い、種類を特定する機会が増えているが、

分析にあたっては、まだ技術上の課題も多く、精度の高い

同定技術の必要性を感じているところである。 

生物が生息している環境中には、その生物から剥がれ落

ちた皮膚の細胞や腸の粘膜を含む糞が漂っている。この浮

遊物に DNA が含まれていれば、採集、分析して、そこに

どのような生物が生息しているか調べることが可能とな

る。環境中に漂っている DNA は“環境 DNA”と呼ばれ、水

や土壌などの試料から抽出される。このように対象となる

生物を採集するのではなく、採取した水や土壌の分析から

調査地に調査対象生物が生息しているかどうかを特定す

る”環境 DNA 分析”が新しい方法として注目されている 1)。 

生物調査に環境 DNA 分析を活用すると、①現地では試

料となる水や土壌の採取作業を行うだけでよいので、サン

プリングにかかるコストが小さい、多数の地点で試料を採

取して分布を把握することができる、②生息個体を採集す

る必要がないため、希少種を含む生息種を傷つけない、な

どの利点が考えられる。その一方で、環境 DNA 分析は発

展途上の技術であり、試料の分析コスト，検出力や定量性

等，検証しなければならない課題も多い。 

当協会ではこれまでも生物の糞や魚のヒレ等からの

DNA 分析にあたり、効率的なプライマーの設計や実験手

順の構築により DNA 分析のコスト削減や検出力の検証を

行ってきた。環境 DNA 分析は短時間・少人数による試料

採取のみで広範囲の生息種を把握できるなど優れた部分

があることから、我々もこの分析に取り組み、環境調査へ

適用できるか検討を行った。 

 

 
図１ ヒナモロコ 
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２．材料と方法 

２．１ 研究対象種 

研究対象種はヒナモロコ( Aphyocypris chinensis )とした

（図１）。本種は、コイ目コイ科の淡水魚で、環境省・福

岡県のレッドデータブックでいずれも絶滅危惧 IA 類、佐

賀県のレッドデータブックで絶滅危惧 I 類とされている

希少種である。その生息は、博多湾流入河川と有明海流入

河川で記録されているが、現在では生息地は極めて限定的

となっている。水中に生息しており採取が難しいため、生

息調査に環境 DNA 分析を適用する意義がある種と判断し

て研究対象とした。 

２．２ 試料の採取と保存 

環境 DNA を採取する試料は、水試料 3 検体と土（底泥）

試料 1 検体とした。水試料は、平成 26 年 1 月 11 日に対象

種が生息している人工池、生息していないと考えられる河

川、および対象種が飼育されている水槽から、それぞれ濁

っていない箇所の上澄み液 3L をポリ瓶に採取した。土試

料は、同日に人工池の底泥（池泥）約 10g を薬さじを用い

てポリ袋に採取した。採取した試料は、クーラーボックス

で保冷して持ち帰った。 

水試料は、採取当日に 1μm ガラス繊維フィルターで濾

過し、DNA を含んだ浮遊物をフィルター上に捕集した。

捕集した浮遊物が他のものと混ざらないようにフィルタ

ーを 1 つずつチャック付きポリ袋に入れ、DNA が分解せ

ず長期間の保存に適しているとされる－20℃で DNA 分析

を行うまで保存した。土試料はそのまま－20℃で保存した。 

このほか、分析対照として用いるため、飼育しているヒ

ナモロコのヒレの一部を切り取り、アルコールに浸漬し保

存した。 

２．３ DNA 分析 

２．３．１ DNA 抽出と電気泳動 

水試料は、浮遊物を捕集したフィルターを約 5mm 四方

に切り取ったものを、標本切片は約 5mg を切除したもの

を、QIAGEN 社の DNeasy Blood & Tissue kit を用いて、マ

※ DNA 複製反応の起点となる 20 塩基程度の合成一本鎖 DNA 断片。 

ニュアルに従って DNA を抽出した。また、土試料は約

200mg を QIAGEN 社の QIAamp DNA Stool mini kit を用い

て同様に行った。 

DNA 抽出の過程の概略を以下に示す。 

（1）フィルター上の懸濁粒子、標本切片や土を界面活性

剤とタンパク質分解酵素によって溶かし、DNA を含

む溶液を調製した。 

（2）この溶液にアルコールなどを混ぜ、シリカメンブレ

ンフィルターに通すことで DNA を捕捉し、不純物

を除去した。 

（3）シリカメンブレンフィルターに吸着した DNA をバ

ッファー溶液で洗浄したのち、アルコールを含まな

い水で溶出させ分析溶液とした。 

次に、得られた分析溶液に DNA が含まれているか検証

するため、DNA 濃度マーカーとともに 2%LO3 アガロース

ゲルを用いて 100V で 20 分間電気泳動を行い、エチジウ

ムブロマイドで染色したのち、写真撮影した。 

２．３．２ ヒナモロコに特異的なプライマーの
設計 

 研究対象としたヒナモロコのミトコンドリア DNA は、

全配列が決定されている 2）。これらを参考に、ヒナモロコ

として判別可能な DNA の一部を特異的に増幅できるプラ

イマー※を設計することとし、プライマー設計用 web プロ

グラム「Primer3plus」を用いてヒナモロコのミトコンドリ

ア DNA 配列の中からプライマー候補配列を探した。探す

際の留意点としては、プライマー候補配列が近縁の別種の

DNA を増幅しないよう、ヒナモロコと同じ DNA 配列を

有するコイ科のニッポンバラタナゴ、オイカワの DNA を

比較し、ヒナモロコに特有の配列をプライマーとして採用

した。チトクローム b 遺伝子領域(cytb)と制御領域(CR)か

ら合計 3 組のヒナモロコのプライマーを設計した。プライ

マーの配列を表１に示す。 

２．３．３ PCR 

PCR（Polymerase Chain Reaction：ポリメラーゼ連鎖反応）
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とは、プライマーと DNA、耐熱性 DNA 合成酵素などを混

ぜた溶液を周期的に加熱・減熱し温度を変えることで、図

２に示すように DNA の解離→プライマーの結合→相補鎖

の伸長反応を繰り返して DNA の 1 対のプライマー配列に

はさまれた特定の部位を増幅する方法である。今回は

94℃30 秒→57℃45 秒→72℃1 分を 1 サイクルとして、そ

れを 35 回繰り返し、対象とする部位を増幅させた。反応

終了後、増幅された DNA を含む溶液の一部を取ってアガ

ロースゲル電気泳動を行い、目的の DNA 断片の増幅の有

無を確認した。 

３．結果 

３．１ 分析溶液の電気泳動 

分析溶液の電気泳動の結果、図３に示すように、濃度が

薄いものの、人工池の水試料（池水）、飼育水槽の水試料

（水槽）、人工池の土試料（池泥）のいずれからも DNA が

抽出されたことが確認できた。河川の浮遊物からは目視確

認できる濃度の DNA が得られなかったが、PCR では微量

の DNA から目的配列を大量に増幅できる可能性があった

ため、他の試料同様に河川試料も PCR の対象とした。 

３．２ PCR による増幅結果 

今回作成したヒナモロコに特異的なプライマー3 組を

用いて PCR 法で増幅した結果、飼育水槽の環境 DNA か

らヒナモロコの DNA が検出でき、その塩基長は標本切片

と同じであった。その結果を図４に示す。一方、ヒナモロ

コが放流されている人工池の水と池泥の環境 DNA からは、

いずれのプライマー組においてもヒナモロコの DNA は検

出できなかった。ヒナモロコが生息していないと考えられ

ていた河川の環境 DNA からも PCR で増幅は認められな

かった。 

また、図４に示す 3 つのプライマー間で輝度の違いはほ

とんどなく、今回作成したヒナモロコに特異的なプライマ

ー3 組の検出力は同等であった。 

４．考察 

飼育水槽の環境 DNA からヒナモロコ DNA が検出（増

幅）できたことから、生体を捕獲・観察しなくても DNA

分析によって特定の生物の生息を確認できることがわか

った。しかし、ヒナモロコが放流されている人工池の環境

DNA では、電気泳動により DNA の存在が認められたも

のの、PCR による増幅ではヒナモロコ DNA は検出されず、

現時点ではプライマー設計が妥当であったかを含め、環境

DNA 分析の検出力が十分とはいえないことがわかった。

ヒナモロコ DNA が検出された飼育水槽の環境 DNA 中の

DNA 濃度は、人工池の水や泥から得た DNA 濃度よりも

低く（図３）、藻類など他の生物の DNA が混入しているこ

とが PCR 反応に悪影響を及ぼしている可能性がある。そ

のため、採水量の不足や PCR 反応最適条件の未解明が課

題となった。今後、微量 DNA から確実に増幅が行われる

ように適切な採水量や PCR 反応条件の検討を進めていき

表１ 設計したプライマーの塩基配列 
名称 配列 向き 

Ac_cytb_1F CGGATTTTAACCGAGACCAA 順方向 

Ac_cytb_1R CCTCACGGAAGAACATAGCC 逆方向 

Ac_cytb_2F CCAAACTTATTAGGAGACCCAGA 順方向 

Ac_cytb_2R TCAGAACAAGAATTGAGTGATGG 逆方向 

Ac_CR_F TTTGCCCTATTCCTCATCCTT 順方向 

Ac_CR_R GGGATTAATCTATTTCCCAGGTC 逆方向 

 

 

図２ PCR のしくみ 

 
図３ 分析試料（左側）と濃度マーカー（右側） 
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たい。一方、他のコイ科魚類が生息すると推定される河川

の環境 DNA からも PCR 増幅がみられなかったことは、

他のコイ科魚類に反応して誤判定する可能性は低いこと

を示している。 

今回、分析に用いた水試料は 3L で、1 枚のフィルター

で浮遊物を捕集して分析に供したが得られた DNA の濃度

はかなり薄いものであった。分析の精度をあげるためには、

1 地点の試料から複数回の分析を行う必要があるが、その

ためにはろ過量を増やさなければならない。また、DNA 抽

出のコスト削減と効率化のためには、キットを使わずにフ

ィルターから効率的に DNA 抽出を行う方法の確立が必要

である。このように今後、環境 DNA からの対象種 DNA の

検出効率を上げるために、サンプル量を増やして反復分析

を行うこと、DNA 抽出および PCR 反応の方法を改良する

ことや定量 PCR（ごく少量の DNA でも定量的に増幅でき

る PCR 法）を導入することを検討する。 

今回試みた特定の水生生物の検出を目的とした環境

DNA 分析では、サンプリングは 1 地点あたり十数分で済

み、多くの地点での調査を効率的に進めることができた。

また、DNA 分析は同時に複数検体を処理することで効率

的に進めることができ、20 検体程度であれば、DNA 抽出、

PCR 反応と電気泳動によるチェックまで全て行って約 1.5

日の工程であった。1 河川の上流から下流まで、目視観察

で 15 地点の調査を行うと少なくとも 10 人日以上の工程

になることを考えると、環境 DNA 分析によって非常に効

率的に分布調査を行うことができる。特に、捕獲すること

が環境攪乱につながる希少種調査においては、生体を傷つ

けることなく生息確認できることは大きなメリットであ

る。 

なお、生物相を把握するためにその場に生息する魚類全

ての DNA を分析するには、魚類一般に同じ塩基配列にな

る領域をプライマーとして PCR を行い、その PCR 産物を

次世代 DNA シーケンサーで分析してどの種の塩基配列が

何%含まれるか明らかにする、という方法が考えられるが、

現時点ではコストや分析精度の点で環境調査での実用に

は至っていない。 

広島大学や神戸大学などの研究者によって、環境 DNA

を用いた生物調査手法の確立に向けた研究が積極的に行

われ、例えばため池の水中の DNA による外来種（ブルー

ギル）の分布調査では目視観察よりも効率的に把握するこ

とができている 3）。このことは、捕獲が難しい水生動物の

分布を把握する上で、環境 DNA を用いた分析が有望な技

術であることを示している。当協会でも希少種や外来種の

動物調査における手法として、新しい技術の獲得や調査精

度の向上に努めていきたい。 
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図 4 PCR で増幅された DNA 
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     河川生態系における食物連鎖を介した 

     放射性セシウムの移行過程の研究 
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１． はじめに 

2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震で発生した津

波による電源喪失を原因として起こった東京電力福島第

一原子力発電所（以下、「福島第一原発」という）の水素

爆発事故によって大量の放射性物質が大気中に放出され、

福島県を中心とする周辺地域に拡散した。その直後の降水

によってこれらの放射性物質は、地上に降り注ぎ、周辺各

地の山林や河川、田畑、市街地、海域等の広い範囲が汚染

された。 

水生生物への汚染も危惧され、環境省が 2012 年春期及

び夏期に実施した調査によると、地点によるバラツキが大

きいものの、放射性セシウム Cs-134、Cs-137 の合計値（以

下、「放射性セシウム」という）は夏期の最大で植物が

570Bq/kg（コケ類）、水生昆虫（10 種混合）が 460 Bq/kg、

甲殻類（アメリカザリガニ）が 660Bq/kg、貝類（カワニナ）

が 480Bq/kg、魚類（コクチバス）が 4300 Bq/kg と放射性

セシウムの暫定規制値 500Bq/kg を超えるものが確認され、

海産生物に比べて高いことが指摘された 1)。 

水産資源として重要な魚種のうち、藻食性のアユについ

ては、事故後の 2011 年 10 月頃まで一般食品の新基準値

100Bq/kg を超える高い放射性セシウムが東北・北関東の

河川で確認されたが、その後は低下する傾向がみられた 2)。

一方、イワナ・ヤマメなどの動物食で食物連鎖の上位種で

あるサケ科魚類やウグイ・フナなど雑食性のコイ科魚類で

は、原発事故から 2 年経過した 2013 年 3 月時点において

※ Aa 型とは、一つの蛇行区間に多くの瀬と淵が連続して出現し、瀬から淵へ滝のように激しく流れ込む河川形態をいう 5),6)。 

も場所によっては基準値を超える放射性セシウムが確認

され 3)、福島県を初め岩手・宮城・茨木・栃木・群馬・千

葉県の広い範囲の河川・湖沼で、ヤマメ・ウグイ・ウナギ・

アユ・イワナ・コイ・フナの 7 種の出荷制限が行われた 4) 。 

淡水魚への放射性セシウムの取り込みは、食物連鎖を介

して起こることが推察されており 2)、我々は内水面漁業の

早期復興を実現する上で、河川生態系における食物連鎖を

介した放射性セシウムの移行過程の解明が急務と考えた。 

そこで、本研究では、放射能汚染地域の河川の底泥や生

物の放射性セシウムの分析、及び食物連鎖網を把握する手

法として近年広く使われるようになった安定同位体比の

分析を行い、数年をかけて河川生態系での放射性セシウム

の移行過程を解析することとした。調査初年の 2013 年度

は、本研究手法の適用性や課題を把握することを目的に、

放射能汚染地域内の河川の 2 地点で底泥、付着藻類、河床

堆積有機物、水生昆虫類を採取し、分析を試みた。以下に

その概要を報告する。 

 

２．調査地点 

調査地点は、図１に示す福島第一原発から南西に約 9～

14km に位置する福島県内の居住制限区域内の境橋地点と

諸沢橋地点の 2 点とした。 

境橋地点は、富岡川支流境川下流端の川幅約 1～3ｍの

渓流部に位置し（写真１）、周辺は山林に囲まれ、河川形

態は Aa 型 ※に分類される。 
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諸沢橋地点は、境川が流れ込む富岡川の中流域に位置す

る。川幅約 10ｍで、周辺には水田が広がり、河畔林が点在

している（写真２）。本地点の河川形態は、Bb 型 ※に分類

される。 

 

※ Bb 型とは、一つの蛇行区間に瀬と淵が一つずつ出現し、瀬から淵へ比較的静かに流れ込むが、水面が波立つ河川形態をいう 5),6)。 

３．調査方法 

 2013 年 5 月 2 日に放射性セシウム分析用の試料を採取

し、採取箇所の空間線量率を測定した。以下にその詳細を

示す。 

３．１ 空間線量率の測定方法 

空間線量率は、地面の状態（土、アスファルト等）によ

って値が変動する 7)ことから、水面、河川敷、近傍の道路

部の環境別に GM サーベイメータ（ALOKA γSURVEY 

METER TSC-172）を用いて測定した。測定は、放射能濃

度等測定方法ガイドライン 7)に則り、可能な限り周囲 1ｍ

以内に木、建築物がない場所の地上 1ｍで行った。また、

検出器は地面と水平にし、なるべく体から離した。 

３．２ 分析試料の採取方法 

分析対象試料は、河床の底泥、石の表面の付着藻類、河

床に堆積した落葉・落枝などの河床堆積有機物、石礫につ

いた水生昆虫類の 4 種類とした。 

底泥は、内径 5cm のコアを河床に刺し込み、表層 5cm

を境橋地点では瀬・淵各 4 カ所、諸沢橋地点では水際の淀

み 4 か所で採取し、各地点の瀬・淵・よどみ別に混合した。 

河床堆積有機物は、50×50cm の方形枠内の落葉・落枝

等を境橋地点では淵 13 カ所、諸沢橋地点では水際の淀み

の 14 カ所で採取し、混合した。 

付着藻類は、各地点の瀬の石の表面に付着する緑藻また

は珪藻と思われる藻類を歯ブラシで容器上に刮ぎ落とし

て集めた。採集面積は境橋地点が約 140cm2、諸沢橋地点

が 120 cm2である。 

水生昆虫は、50×50cm の方形枠を各地点の瀬に設置し、

枠内の石礫に付着した水生昆虫を素手で洗い流して下流

のサーバーネット（網目 0.5×0.5mm）に流し込んで採取

し、篩（網目 5×5mm）で砂と選別して大型の個体を集め

た。採集箇所数は境橋地点が 13、諸沢橋地点が 14 である。 

何れの試料も保冷して持ち帰り、分析に供するまで冷蔵

または冷凍して保存した。 

 

 
写真１ 境橋地点 

 
写真２ 諸沢橋地点 

 
図１ 調査地点 
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３．３ 放射性セシウム・安定同位体の分析方法 

放射性セシウム（Cs-134、Cs-137）の測定は、ゲルマニ

ウム半導体検出器（CANBERRA GX40）によるガンマ線ス

ペクトロメトリーによった。安定同位体比の測定は、ガス

クロマトグラフ燃焼質量分析計（Finngan Mat Delta Plus XL）

を用いた質量分析法によった。 

 

４．調査結果 

４．１ 空間線量率 

空間線量率は、表１に示すように 1.2～6.6μSv/h の範囲

にあり、両地点とも河川敷上が最も高く、次いで道路上、

水面上の順となっていた。この場所別空間線量率の最大値

を地点間で比較すると、道路上では上流の境橋地点と下流

の諸沢橋地点の比が 1.1 と地点間にほとんど差はみられな

かった。これに対し、水面上と河川敷では、その比がそれ

ぞれ 1.4、1.8 で、上流の境橋地点が下流の諸沢橋地点に比

べて高かった。 

４．２ 放射性セシウム・安定同位体 

（１）採取した分析試料の種類・量 

分析試料の種類・量を表２に示す。水生昆虫類は、採集

量（湿重量）の多かったものを対象に、分類学上から、大

きくカワゲラ目（以下、「カワゲラ」という）、トビケラ目

（以下、「トビケラ」という）、カゲロウ目（以下、「カゲ

ロウ」という）、ヘビトンボ目（以下、「ヘビトンボ」とい

う）、ハエ目のガガンボ科（以下、「ガガンボ」という）の

5 種類に分けて分析した。なお、各水生昆虫類はすべて幼

虫である。 

  

表１ 各調査地点の空間線量率 
調  査  日 2013 年 5 月 2 日 

地  点  名 境 橋 諸沢橋 

緯 度（北緯）   37°21’06.1"   37°20’52.0" 

経 度（東経） 140°54’25.7" 140°59’36.5" 

空  間 

線量率 

水 面 上 1.40～2.10μSv/h 1.18μSv/h 

河川敷上 1.68～6.56μSv/h 1.25～4.55μSv/h 

道 路 上 1.93～3.68μSv/h 3.30μSv/h 

 

表２ 分析試料の種類・量 
   単位：個体数（湿重量） 

分析試料 境橋地点 諸沢橋地点 

 底  泥 
瀬 ○ － 

淵・よどみ ○ ○ 

河床堆積有機物   
（落葉等） 

淵・よどみ ○ ○ 

 付着藻類 淵・よどみ ○ ○ 

水
生
昆
虫(

瀬
） 

カワゲラ目 

クラカケカワゲラ属の一種 
14 

(1.7) 
54 

(14.4) 
オオヤマカワゲラ 

クロヒゲカミムラカワゲラ 

トビケラ目 
ヒゲナガカワトビケラ 26 

(11.5） 
9 

(1.59） チャバネヒゲナガカワトビケラ 

カゲロウ目 オオマダラカゲロウ 
22 

(2.0） 
－ 

ヘビトンボ目 ヘビトンボ 
7 

(3.9) 
26 

(15.6) 

ハエ目 ガガンボ科の一種 
13 

(17.1） 
－ 

表中の「○」、「数値」が入った試料は分析対象、「－」は分析対象外。 

 

 

 

写真４ 水生昆虫類の分析試料（諸沢橋地点） 

カワゲラ 

ヘビトンボ 

トビケラ 

分析対象外 
（ガガンボ、トンボ類） 

 

写真３ 水生昆虫類の分析試料（境橋地点） 

ヘビトンボ ガガンボ 

トビケラ カワゲラ 

升目は 5×5mm 

＊カゲロウを除く 
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（２）分析結果 

付着藻類、底泥及び河床堆積有機物の放射性セシウムの

分析結果を図２に示す。これによると、河床堆積有機物の

放射性セシウムは 11,000～27,000Bq/kg で、両地点とも放

射性物質汚染対策特別措置法に基づく指定基準 ※ の

8,000Bq/kg を超えており、廃棄物であれば指定廃棄物とし

て国が処理する必要のある高い値であった。付着藻類や底

泥についても 550～6,700Bq/kg と高い値を示したが、河床

堆積有機物には及ばなかった。放射性セシウムの量を地点

間で比較すると、河床堆積有機物は境橋地点が諸沢橋地点

より高かったが、付着藻類や底泥は逆に諸沢橋地点が境橋

地点より高かった。 

水生昆虫類の放射性セシウムの分析結果を図３に示す。

これによると、両地点で分析対象としたトビケラ、カワゲ

ラの放射性セシウムは、境橋地点が諸沢橋地点に比べて高

く、境橋地点のトビケラは分析した水生昆虫の中で最も高

い 1,160Bq/kg を示した。種類別の放射性セシウムをみる

と、境橋地点で最も高かったのはトビケラ、次いでガガン

ボ、カワゲラ、ヘビトンボ、カゲロウの順であった。諸沢

橋で最も高かったのは、境橋と同様にトビケラで、次いで

ヘビトンボ、カワゲラの順であったが、これらの差は境橋

地点に比べると小さかった。 

安定同位体比の分析結果を図４に示す。河床堆積有機物

は、炭素安定同位体比（δ13C）が境橋地点及び諸沢橋地点

が-30～-29‰の狭い範囲にあったのに対し、窒素安定同位

体比（δ15N）は境橋地点が約-2‰、諸沢橋地点が約 4‰と

大きく異なった。 

水生昆虫類は、トビケラの諸沢橋地点のδ13C が約-21‰、

δ15N が約 2.5‰で、他の水生昆虫類のδ13C-27～-23‰、

δ15N5～9‰から大きく外れていた。 

付着藻類は、δ13C が-19～-21‰、δ15N が 4～6‰の範囲

にあり、諸沢橋地点のトビケラを除くと、δ13C が他の水

生昆虫類や河床堆積有機物に比べて高いのが特徴であっ

た。 

 

※ 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太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施行規則（平成 23 年 12 月 14 日環境省令第 33 号）第 14 条 

 
  図２ 付着藻類、底泥及び河床堆積有機物の 

      放射性セシウム（Cs-134＋Cs137） 
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５．考察 

図２に示したように、河床堆積有機物の放射性セシウム

は、底泥、付着藻類、水生昆虫類に比べて高かった。また、

水面上や河川敷上の空間線量率の高かった境橋地点が諸

沢橋地点に比べて高く、調査地点周辺の放射線量を反映し

ている可能性がある。しかし、次の理由から、諸沢橋地点

の河床堆積有機物の試料は、河床堆積有機物に比べて放射

性セシウムの濃度の低い土壌を多く含んでいた可能性も

あり、結論づけるのは早々と考えられる。 

両地点の河床堆積有機物の安定同位体比をみると、図４

に示したようにδ13C は-30～-29‰で、一般的な木本類（C3

植物）が示すδ13C-35～-25‰ 8) に概ね一致していた。しか

し、δ15N は諸沢橋地点が境橋地点に比べて約 6‰高かっ

た。土壌中の窒素の大部分は植物由来の有機態窒素で、

δ15N は-3～7‰の範囲にあり、分解が進行すると上昇する

ことが知られている 9)。このことから、諸沢橋地点の河床

堆積有機物は、植物体の分解が進み、放射性セシウムの濃

度の低い土壌を多く含んでいた可能性がある。 

底泥の放射性セシウムは、図２に示したように、境橋地

点に比べて下流の諸沢橋地点が高く、河床堆積有機物と異

なる傾向を示した。福島第一原発の北側に位置する新田川

では、河川水の放射性セシウムの濃度が 2013 年 8 月の洪

水後に顕著に増加しており、洪水に伴う河川の土砂運搬機

能によって懸濁物に付着した放射性セシウムが上流から

供給されたことが理由と推察されている 10)。放射性セシ

ウムは、土壌中のシルトや粘土粒子に吸着されやすいとさ

れており 10),11）、今回調査した富岡川の場合も放射性セシ

ウムが出水等により土壌とともに下流に運ばれ、下流の数

値が高くなったものと推察される。また、底泥と同様に諸

沢橋地点の付着藻類の放射性セシウムの濃度が、境橋地点

に比べて高かった。これは、放射性セシウムが吸着した土

粒子が、付着藻類のもつ粘着性 12)により、その細胞または

細胞が集まった群体の表面に濃密に沈着していた可能性

を示唆する。この解明には、付着藻類と沈着したシルトを

分離して放射性セシウムを分析する技術の確立が必要で

ある。 

次に放射性セシウムの食物連鎖を介した水生昆虫類へ

の移行過程について考察する。まず、安定同位体比から水

生昆虫類の食性をみる。安定同位体比は、食物連鎖の栄養

段階が１つ上がるごとに、δ13C が-1～2‰（水系の生物で

は平均で 0.8）、δ15N が 2～5‰（同平均で 3.3‰）上がる

ことが経験則として知られている 13) ,14),15)。「食う－食われ

る」の関係が１：１で成立しているとすれば、例えば一次

生産者である植物プランクトンを起点とすると、それを食

べる一次消費者の動物プランクトンのδ15N は植物プラン

クトンのδ15N に 3.3‰を加えた値となる。動物ブランク

トンを食べる二次消費者を魚類とすると、魚類のδ15N は

植物プランクトンのδ15N に 6.6‰を加えた値となる。こ

れらの群集を図４上にプロットすれば、傾き 4.1（=3.3/0.8）

のラインに配置されることになり 16) , 17), 18)、食物網を把握

する上での目安となる。 

水生昆虫類の放射性セシウムの分析結果をみると、図３

に示したようにトビケラ、カワゲラは境橋地点が諸沢橋地

点に比べて高かった。両種の安定同位体比をみると、図４

に示したように、諸沢橋地点のトビケラを除くと、他の水

生昆虫類と同様に河床堆積有機物を食物連鎖の起点とす

る直線状に概ねあり、これら水生昆虫類の餌生物が今回採

取した落葉・落枝からなる河床堆積有機物に由来すること

が推察される。ただし、食物連鎖の基準となる傾き 4.1 に

比べて、本調査で得られた傾きは 1.8 と小さかった。これ

は、安定同位体比が環境変化に敏感に反応するため、試料

の採取時期や地点による変動が大きいと考えられている

こと 16)、雑食性の生物ではライン上にきれいにプロット

されないこと 17)などが要因と考えられる。 

したがって、今回の調査では、河床堆積有機物や水生昆

虫類の種類別サンプル数が 1 地点あたり 1 つと少なかっ

たため、生物間の関係を十分に捉えきれず、傾きが一致し

なかったと考えられる。今後、1 地点あたりのサンプル数、

調査時期を増やし、検証する必要がある。 

既存文献によると、今回分析したヒゲナガカワトビケラ

及びチャバネヒゲナガカワトビケラは、落葉・落枝が堆積

した粗粒状有機物（CPOM：coarse particulate organic matter、

直径 1mm 以上の有機物）を直接、または CPOM が破砕さ

れた微粒状有機物（FPOM：fine particulate organic matter、

直径 1mm 以下～0.5μm 以上）が上流から流れてくるもの

をろ過して集めて食べるデトリタス食である  19)。カワゲ

ラの中でも今回分析に供した大型のものは、カゲロウなど

49 
 



のほかの水生昆虫類を食べる肉食性と考えられている 20)。

カゲロウ目は河床に堆積したデトリタスや石に付着した

藻類を剥ぎ取って食べるものが多いが、今回分析に供した

オオマダラカゲロウは肉食者とされている  21)。ヘビトン

ボは他の水生昆虫を食べる肉食者である 20)。ガガンボの

幼虫は、水生植物の根や茎を食べる植物食である 22)。 

本調査では、図４に示したように、境橋地点ではデトリ

タス食のトビケラのδ15N が肉食性のカワゲラやヘビトン

ボと同等かそれ以上の値を示しており、主食が動物性であ

った可能性もある。平林は、ヒゲナガカワトビケラが 5 齢

幼虫の生息密度の高い、流速の早い環境では大型の餌（動

物質）が多く得る傾向にあることを確認している 23)。また、

片山らは、発育段階の高い本種の幼虫が栄養価の高い動物

質の餌を好んで食べることを示唆する研究を報告してい

る 24)。このことから、境橋で採取したトビケラが食物連鎖

の上位にある肉食性であった可能性は否定できないが、前

述した既存文献による食性と異なる点、分析サンプルによ

る誤差、後述する水生昆虫類の食性と放射性セシウムとの

関連性の面から、今後十分な検証が必要である。 

一方、諸沢橋地点のトビケラについては、図４に示した

ように食物連鎖の起点を河床堆積有機物とする直線上か

ら大きく外れており、餌生物の起源が落葉・落枝とは異な

ると考えられる。また、同時に調査した付着藻類のδ15N

がトビケラより高いことから、採集した付着藻類が諸沢橋

地点のトビケラの食物連鎖の起点となっていた可能性も

低い。しかし、（独）水産総合研究センター等が中禅寺湖

の流入河川である外山沢の藻類の安定同位体比を調査し

た結果によると、δ13C が-30～-25‰、δ15N が-5 程度と、

本調査における付着藻類の安定同位体比に比べて低いこ

とから 24)、上流から流れてきた植物プランクトンや藻類、

または季節的に異なった別種の藻類が食物連鎖の起点と

なっていた可能がある。この検証には、上流域から下流域

にかけて複数点、四季を通した調査が必要である。 

水生昆虫類の既知の食性別に放射性セシウムの濃度を

みると、図３に示したように両地点ともデトリタス食のト

ビケラが最も高く、次いで境橋地点では植物食のガガンボ、

肉食性のカワゲラの順であった。トビケラより食物連鎖の

栄養段階が高いと考えられる肉食性のカワゲラやヘビト

ンボはトビケラに比べて放射性セシウムの濃度は低かっ

た。これは、トビケラが高濃度の放射性セシウムをもつ落

葉・落枝またはこれらが破砕されたものを直接採餌するこ

とに起因する可能性がある。植物食のガガンボの値が高い

のも、このことを支持する結果と考えられる。 

以上のように、放射性セシウム濃度の高い河床堆積有機

物から、水生昆虫類への放射性セシウムの移行、特にデト

リタスや植物食の水生昆虫類で放射性セシウムの濃度が

高い可能性を示唆する結果が得られた。 

 

６．おわりに 

本調査の結果、河床堆積有機物の放射性セシウムは、底

泥、付着藻類、水生昆虫類に比べて高く、周辺環境の空間

線量率を反映している可能性が示唆された。 

底泥の放射性セシウムは高濃度に汚染された粘土やシ

ルトの出水等による流下・堆積状況、付着藻類はその泥粒

子の付着状況を反映している可能性が示唆された。 

水生昆虫類の放射性セシウムは、河床堆積有機物やその

破砕物を直接食べるデトリタス食のトビケラや植物食の

ガガンボの値が、肉食性のヘビトンボやカワゲラに比べて

高いという興味深い結果が得られた。 

しかし、安定同位体比によるトビケラの食性解析では、

これら既知の食性と一致しない結果が得られており、今回、

調査を実施していない魚類と併せて、今後十分な検討が必

要と考えられる。 

本研究の開始当初は、他研究者の情報が少なく、独創的

な研究になると考えていたが、我々と同様の視点に立った

より詳細な研究が、（独）水産総合研究センターほか 25) 、

東京農工大学及び北海道大学 26)、などによって既に行わ

れ、優れた成果も上げられてきている。今後は、これらの

研究成果を踏まえ、当研究手法の技術的な改善と放射性セ

シウムの食物連鎖の移行過程の解明に取り組みたいと考

えている。 

最後に、本調査の試料採取を快く引き受けていただいた

（一財）九州環境管理協会陸生生物調査課長藤井暁彦氏に

心より御礼申し上げる。 
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            温室効果ガス排出量現況計算手法の 

            妥当性検証に関する研究 
 

 （一財）九州環境管理協会 環境部計画課 保田 武彦    

 
 

１． はじめに 

地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、「温対法」

とする）第 20 条第 2 項には地方公共団体が地球温暖化対

策実行計画（区域施策編）（以下、「実行計画（区域施策）」

とする）を定めることを努力義務として規定している。

都道府県、政令市、中核市、特例市には、同法第 20 条の

3 第 3 項において、区域全体の施策の策定義務が課され

ており、これらの計画の策定が進められている。 

環境省は、実行計画（区域施策）の策定マニュアル（以

下、「マニュアル（詳細版）」とする）を平成 21 年 9 月に

作成した。その後、策定が努力義務となる市区町村向け

に実行計画（区域施策）の簡易的なマニュアル（以下、

「マニュアル（簡易版）」とする）を作成している。 

当協会が業務を受注した場合は、地方公共団体の規模

や実情に合わせてマニュアル（詳細版）もしくはマニュ

アル（簡易版）のいずれかを採用し、当該地方公共団体

用の計算シート（モデル）を作成して温室効果ガス排出

量の現況計算を行っている。 

なお、マニュアル（詳細版）は、平成 24 年度に「地球

温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定マ

ニュアル改定検討会」で見直しの検討を進められ、平成

24 年 12 月の時点で改定案（以下、「マニュアル改定案（詳

細版）」とする）として公開されている。 

マニュアル改定案（詳細版）の使用にあたっては、あ

くまでも改定案であり、当協会では、そこに示された複

数ケースの検討によるモデルの妥当性の検証を実施して

いない。 

そこで、本研究では、モデル地方公共団体においてマ

ニュアル改定案（詳細版）に示された複数の手法による

現況計算を行い、その妥当性を検証し、最適な現況計算

モデルを構築することを目的に実施した。 

 

２．研究方法 

本研究は、①温室効果ガス排出量算定事例の類型化→

②モデル地方公共団体での複数ケースによる温室効果ガ

ス排出量の算定→③算定方法の妥当性の検証→④最適な

現況計算モデルの構築という手順で実施した（図１）。 

また、人為起源の温室効果ガス排出量のおよそ 9 割を

二酸化炭素が占めていることから、本研究では二酸化炭

素を対象ガスとした。 

 

３．研究の結果 

３．１ 温室効果ガス排出量算定事例の類型化 

マニュアル改定案（詳細版）では、地方公共団体の規

模に応じて温室効果ガス排出量の把握対象を表１のとお

り整理している。 

  

 
図１ 研究の手順 

温室効果ガス排出量算定事例の類型化

モデル地方公共団体での複数ケースによる

温室効果ガス排出量の算定

最適な現況計算モデルの構築

算定方法の妥当性の検証
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都道府県・政令市と中核市・特例市の把握対象の違い

は、運輸（航空）のみであるため、本研究では、都道府

県及びその他の市（以下、「一般市」とする）の二つに区

分することとした。また、当協会が策定支援した実行計

画（区域施策）やその他の全国の事例において、総排出

量に占める割合が高い部門が産業部門（製造業）、民生部

門（家庭）、民生部門（業務）、運輸部門（自動車）を現

況推計方法の検討対象とした。 

地方公共団体のホームページから平成 22 年度から 24

年度にかけて策定された都道府県及び一般市の実行計画

（区域施策）の事例を収集した。 

 
収集した事例 

＜県＞ 

青森県、秋田県、栃木県、群馬県、高知県、 

長崎県、大分県、鹿児島県、沖縄県 

＜一般市＞ 

伊賀市、糸島市、長浜市、府中市、新城市 

 

収集した資料を①採用したマニュアル（詳細版 or 簡易

版）②推計方法（按分法 or 積み上げ法）③活用資料（統

計資料 or アンケートなどの独自データ）という 3 つの視

点で整理した。 

県では、いずれもマニュアル（詳細版）をもとに統計

資料を用いて二酸化炭素排出量を推計している。青森県

はすべて按分法で推計しているのに対して、沖縄県はす

べて積み上げ法で推計している（表２）。 

一方、一般市では、マニュアル（詳細版）とマニュア

ル（簡易版）に分かれている。ほとんどの市が統計資料

を用いた按分法で推計している（表３）。 

特徴的なのは府中市で、東京都内の市町村が温室効果

ガス排出量を算出する際の標準な手法として策定された

「標準算定手法（（財）東京市町村自治調査会）」を基本

に推計している。 

 

３．２ モデル地方公共団体での複数ケースに
よる温室効果ガス排出量の算定と妥当
性の検証 

福岡県と福津市をモデル地方公共団体に選び、マニュ

アル改定案（詳細版）に示す複数の算定方法で 2008～

2010 年度の 3 か年分の二酸化炭素排出量を推計した。 

算定方法の妥当性は、①推計方法の容易さ②データ入

手の容易さ③排出量の精度の高さ④削減行動との関連性

の高さという 4 つの視点で評価した（表４）。 

本報告では、誌面の都合上、福津市の検討結果のみを

示す。 

表２ 現況推計のタイプ（都道府県） 

 

表３ 現況推計のタイプ（一般市） 

  

青森県 秋田県 栃木県 群馬県 高知県 長崎県 大分県 鹿児島県 沖縄県

H23.3 H23.4 H23.3 H23.3 H23.3 H25.4 H23.7 H23.3 H23.3

詳細版 詳細版 詳細版 詳細版 詳細版 詳細版 詳細版 詳細版 詳細版

推計方法 A A A B B B A A B

活用資料 ア ア ア ア ア ア ア ア ア

推計方法 A B B B B B B B B

活用資料 ア ア ア ア ア ア ア ア ア

推計方法 A A A B B B A A B

活用資料 ア ア ア ア ア ア ア ア ア

推計方法 A A A A A A B B B

活用資料 ア ア ア ア ア ア ア ア ア

推計方法　A：按分法、B:積み上げ法
活用資料　ア：統計資料、イ：アンケートなどの独自データ

部門・分野 類型化の視点

産業部門（製造業）

民生部門（家庭）

民生部門（業務）

運輸部門（自動車）

伊賀市 糸島市 長浜市 府中市 新城市

H23.3 H23.3 H23.3 H23.3 H24.4

詳細版 簡易版 簡易版 標準算定手法 詳細版

推計方法 A A A B B

活用資料 ア ア ア イ ア

推計方法 B A A A A

活用資料 ア ア ア イ イ

推計方法 A A A A A

活用資料 ア ア ア イ イ

推計方法 A A A A A

活用資料 ア ア ア イ ア

推計方法　A：按分法、B:積み上げ法
活用資料　ア：統計資料、イ：アンケートなどの独自データ

部門・分野 類型化の視点

産業部門（製造業）

民生部門（家庭）

民生部門（業務）

運輸部門（自動車）

表４ 妥当性評価の視点 

 

視点 評価 内容
○ 単純な計算式で算定可能、計算システムがある
△ 複雑な計算を伴う
○ web上または冊子で公表されているデータを活用
△ ヒアリングなど独自の調査が必要
○ 対象地域の実績データを活用
△ より規模の大きい地域のデータを活用
○ エネルギー種別の使用量に分解して数値化できる
△ 直接には、エネルギー種別の使用量に分解できない

排出量の精度
の高さ

推計方法の
容易さ
データ入手の
容易さ

削減行動との
関連の高さ

表１ 地方公共団体の規模に応じた把握対象の整理 

 

ガス種 部門・分野
都道府県

政令市

中核市

特例市

その他の

市区町村

産業（製造業、建設業、

鉱業、農林水産業）
● ● ●

民生（家庭、業務） ● ● ●

運輸（自動車、鉄道、

船舶）
● ● ●

運輸（航空） ● - -

工業プロセス ● ● ▲

廃棄物（一般廃棄物、

産業廃棄物）
● ● ●

●：原則として把握対象とすべき

▲：可能な範囲があれば把握対象とすることを推奨

エネルギー

起源CO2

非エネル

ギー起源

CO2
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（１）産業部門（製造業） 

 １）算定方法 

ａ）Ａ法①（按分法） 

＜計算式＞ 

①産業部門（製造業）二酸化炭素排出量（福岡県）/

②製造品出荷額等合計値（福岡県）×③製造品出荷

額等合計値（福津市）×44/12 

＜使用資料＞ 

①「都道府県別エネルギー消費統計」（経済産業省） 

②③「工業統計調査」（経済産業省） 

ｂ）Ａ法②（按分法） 

＜計算式＞ 

①製造業全体エネルギー種別総量（福岡県）×②製

造品出荷額合計値（福津市）/③製造品出荷額合計値

（福岡県） 

＜使用資料＞ 

①「都道府県別エネルギー消費統計」（経済産業省） 

②③「工業統計調査」（経済産業省） 

ｃ）Ｂ法（積み上げ法） 

＜計算式＞ 

①製造業業種別エネルギー種別エネルギー消費量

（福岡県）×②製造品出荷額合計値（福津市）/③製

造品出荷額合計値（福岡県） 

＜使用資料＞ 

①「石油等消費構造統計」（経済産業省） 

②③「工業統計調査」（経済産業省） 

 ２）妥当性の検証 

Ａ法①（按分法）やＡ法②（按分法）では、推計方法

やデータ入手が容易であるが、排出量の精度や削減行動

との関連性が低い。これに対して積み上げ法では、やや

複雑な計算を伴うものの、データ入手は容易であり、対

象地域の実績データを用いるため、排出量の精度や削減

行動との関連性が高い（表５）。 

（２）民生部門（家庭） 

 １）算定方法 

ａ）Ａ法①（按分法） 

＜計算式＞ 

①民生部門（家庭）炭素排出量（福岡県）/②世帯数

（福岡県）×③世帯数（福津市）×44/12 

＜使用資料＞ 

①「都道府県別エネルギー消費統計」（経済産業省） 

②③「福岡県統計年鑑」（福岡県） 

ｂ）Ａ法②（按分法） 

＜計算式＞ 

・灯油、ＬＰＧ 

①家庭の年間購入量（所在県庁所在地）×②世帯

数（福津市） 

・都市ガス 

③ガス事業者家庭用販売量×④世帯数（福津市）/

⑤世帯数（全供給地域） 

・電力 

⑥家庭用販売量（福岡県）×⑦世帯数（福津市）/

⑧世帯数（福岡県） 

＜使用資料＞ 

①「家計調査年報」（総務省） 

②④⑤⑦⑧「福岡県統計年鑑」（福岡県） 

③「ガス事業年報」（経済産業省） 

⑥九州電力（株）提供データ 

ｃ）Ｂ法（積み上げ法） 

＜計算式＞ 

・灯油・LPG 

①家庭の年間購入量（所在県庁所在地）×②世帯

数（福津市） 

※③都市ガス普及率、及び④単身世帯分で補正 

・都市ガス 

⑤ガス事業者家庭用販売量 
表５ 産業部門（製造業）の妥当性評価 

 

部門 視点
Ａ法①

（按分法）
Ａ法②

（按分法）
Ｂ法

（積み上げ法）
推計方法の容易さ ○ ○ △
データ入手の容易さ ○ ○ ○
排出量の精度の高さ △ △ ○
削減行動との関連の高さ △ △ ○

Ａ法①
（按分法）

Ａ法②
（按分法）

Ｂ法
（積み上げ法）

2008 1,687 1,999 1,273
2009 1,573 1,860 1,345
2010 1,975 2,288 1,401

年度
排出量（万t-CO2）産業部門（製造業）
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・電力 

⑥電気事業者の家庭用販売量 

＜使用資料＞ 

①「家計調査年報」（総務省） 

②「福岡県統計年鑑」（福岡県） 

④「国勢調査」（総務省） 

③⑤「ガス事業年報」（経済産業省） 

⑥九州電力（株）提供データ 

２）妥当性の検証 

Ａ法①（按分法）やＡ法②（按分法）では、推計方法

やデータ入手が容易であるが、より規模の大きい地域デ

ータを活用するため、排出量の精度や削減行動との関連

性が低い。これに対して積み上げ法では、やや複雑な計

算を伴うものの、データ入手は容易であり、対象地域の

実績データを用いるため、排出量の精度や削減行動との

関連性が高い（表６）。 

（３）民生部門（業務） 

 １）算定方法 

ａ）Ａ法①（按分法） 

＜計算式＞ 

①民生部門（業務）炭素排出量（福岡県）/②業務用

延床面積（福岡県）×③業務用延床面積（福津市）

×44/12 

＜使用資料＞ 

①「都道府県別エネルギー消費統計」（経済産業省） 

  ②③「福岡県統計年鑑」（福岡県）、「市町村税課税状  

況等の調」（福岡県）、「公共施設状況調」（総務省）、

「医療施設病院報告」（厚生労働省）、福津市資料 

ｂ）Ａ法②（按分法） 

＜計算式＞ 

・電力、石油製品 

①業務用エネルギー種別総量（福岡県）×②業務

用延床面積（福津市）/③業務用延床面積（福岡県） 

・都市ガス 

④ガス事業者販売量×⑤延床面積（福津市）/⑥延

床面積（全供給区域） 

＜使用資料＞ 

①「都道府県別エネルギー消費統計」（経済産業省） 

②③⑤⑥「福岡県統計年鑑」及び「市町村税課税状

況等の調」（福岡県）、「公共施設状況調」（総務省）、

「医療施設病院報告」（厚生労働省）、福津市資料 

④「ガス事業年報」（経済産業省） 

ｃ）Ｂ法（積み上げ法） 

＜計算式＞ 

①業種別エネルギー消費原単位（全国）×②延床面

積（福津市） 

・既存統計から福津市の業種別延床面積を推計 

・電力、都市ガスを供給事業者の販売量実績値で 

補正 

＜使用資料＞ 

①「民生部門エネルギー消費実態調査」（（財）日本

エネルギー経済研究所） 

②「福岡県統計年鑑」（福岡県）、「市町村税課税状況

等の調」（福岡県）、「公共施設状況調」（総務省）、「医

療施設病院報告」（厚生労働省）、福津市資料 

補正：九州電力（株）提供データ、「ガス事業年報」

（経済産業省） 

２）妥当性の検証 

いずれも、推計方法やデータ入手は容易であるが、延

床面積データを多数の統計資料ないし独自資料で整理し

なければならない。また、より規模の大きい地域データ

を活用するため、排出量の精度や削減行動との関連性が

低い（表７）。 

 

表７ 民生部門（業務）の妥当性評価 

 

部門 視点 按分法1 按分法2 積み上げ法
推計方法の容易さ ○ ○ ○
データ入手の容易さ △ △ △
排出量の精度の高さ △ △ △
削減行動との関連の高さ △ △ △

Ａ法①
（按分法）

Ａ法②
（按分法）

Ｂ法
（積み上げ法）

2008 60,333 140,601 40,392
2009 58,653 135,051 41,812
2010 63,437 148,639 43,683

排出量（t-CO2）民生部門（業務）
年度

表６ 民生部門（家庭）の妥当性評価 

 

部門 視点
Ａ法①

（按分法）
Ａ法②

（按分法）
Ｂ法

（積み上げ法）
推計方法の容易さ ○ ○ △
データ入手の容易さ ○ ○ △
排出量の精度の高さ △ △ ○
削減行動との関連の高さ △ △ ○

Ａ法①
（按分法）

Ａ法②
（按分法）

Ｂ法
（積み上げ法）

2008 61,567 46,923 46,567
2009 60,147 46,363 46,507
2010 64,858 51,001 51,834

年度
民生部門（家庭）

排出量（t-CO2）
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（４）運輸部門（自動車） 

 １）算定方法 

ａ）Ａ法①（按分法） 

＜計算式＞ 

①全国自動車車種別炭素排出量/②全国自動車車種

別保有台数×③車種別自動車保有台数（福津市）×

44/12 

＜使用資料＞ 

①「総合エネルギー統計」（経済産業省） 

②「自動車保有車両数」（（財）自動車検査登録情報

協会） 

③「福岡県警交通年鑑」（福岡県） 

ｂ）Ａ法②（按分法） 

＜計算式＞ 

①車種別エネルギー消費原単位（全国または所在地

域）×②車種別自動車保有台数（福津市） 

＜使用資料＞ 

①「総合エネルギー統計」（経済産業省）、「福岡県統

計年鑑」福岡県）、「自動車輸送統計年報」（国土交通

省）、「自動車保有車両数」（（財）自動車検査登録情

報協会）、「LP ガス府県別販売」（日本 LP ガス協会） 

②「福岡県警交通年鑑」（福岡県） 

ｃ）Ｂ法（積み上げ法） 

＜計算式＞ 

①人口あたり自動車保有台数×②車両の運行率(平

均の稼働率)×③実働台数あたりトリップ数(1 日あ

たり)＝④人口あたりトリップ数(1 日あたり) 

これを用いて 

④人口あたりトリップ数(1 日あたり)×⑤1 トリップ

あたりの走行距離×⑥排出係数(走行距離あたりの

二酸化炭素排出量,いわゆる「燃費」より決まる数値)

×⑦年間日数×⑧人口＝年間排出量 

＜使用資料＞ 

「全国市区町村自動車 CO2表示システム」（環境省）

の福岡県自動車分 CO2排出量データ 

①⑧「福岡県統計年鑑」（福岡県）、「自動車保有車両

数」（（財）自動車検査登録情報協会）、「福岡県警交

通年鑑」（福岡県） 

※福岡都市圏の 1 人あたり排出量を使って推計 

 ２）妥当性の検証 

Ａ法①（按分法）では、推計方法やデータ入手が容易

であるが、より規模の大きい地域データを活用するため、

排出量の精度や削減行動との関連性が低い。Ａ法②（按

分法）では、データ入手は容易であるが、2010 年度に出

典資料の統計区分見直しが行われたため、推計方法が複

雑になり、排出量の精度や削減行動との関連性も低い。 

Ｂ法（積み上げ法）では、環境省により計算システム

が準備されており、データ入手は容易であり、本来は削

減行動との関連性も高いが、福津市の場合はデータの信

頼性が不足するため、福岡都市圏のデータで補正しなけ

ればならない。 

また、計算システムで準備されているデータが 1999

年度と 2005 年度のみであるため、別途補正が必要である

ことと、エネルギー種別の積み上げになっていないため、

自動車単体対策（燃費の改善）等の対策効果が算定結果

に現れにくい（表８）。 

 

４．最適な現況計算モデルの構築 

以上の検討の結果、各部門の最適な現況計算モデルを

下記のとおり提案する。 

（１）産業部門（製造業） 

Ｂ法（積み上げ法）を改良 

＜計算式＞ 

・石油系燃料 

①製造業業種別エネルギー種別エネルギー消費量

（福岡県）×②製造品出荷額合計値（福津市）/③製

造品出荷額合計値（福岡県） 

・電力、都市ガス 

エネルギー供給事業者の製造業用販売量 

表８ 運輸部門（自動車）の妥当性評価 

 

部門 視点
Ａ法①

（按分法）
Ａ法②

（按分法）
Ｂ法

（積み上げ法）
推計方法の容易さ ○ △ ○
データ入手の容易さ ○ △ ○
排出量の精度の高さ △ ○ △
削減行動との関連の高さ △ △ △

Ａ法①
（按分法）

Ａ法②
（按分法）

Ｂ法
（積み上げ法）

2008 88,735 50,140 81,717
2009 93,317 54,533 81,924
2010 95,082 58,414 82,056

年度
排出量（t-CO2）運輸部門（自動車）
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（２）民生部門（家庭） 

Ｂ法（積み上げ法）を採用 

＜計算式＞ 

・灯油・LPG 

①家庭の年間購入量（所在県庁所在地）×②世帯

数（福津市） 

※都市ガス普及率、及び単身世帯分で補正 

・電力、都市ガス 

エネルギー供給事業者の家庭用販売量 

（３）民生部門（業務） 

Ｂ法（積み上げ法）を改良 

＜計算式＞ 

・石油系燃料 

①業種別エネルギー消費原単位（全国）×②地域

の冷暖房度日による補正 ×③延床面積（福津市） 

・電力、都市ガス 

エネルギー供給事業者の業務用販売量 

（４）運輸部門（自動車） 

Ｂ法（積み上げ法）を改良 

＜計算式＞ 

①人口あたり自動車保有台数×②車両の運行率 ×

九州運輸局の運行率の比（当該年度/2005 年度）×

③実働台数あたりトリップ数(1 日あたり)＝④人口

あたりトリップ数(1 日あたり) 

これを用いて、 

  ④人口あたりトリップ数(1 日あたり)×⑤1 トリップ

あたりの走行距離×⑥排出係数×⑦年間日数×⑧

人口＝年間排出量 

 

５．おわりに 

地方公共団体により差異はあるものの、温室効果ガス

排出量をエネルギー種別にみると、電力消費に伴う二酸

化炭素排出量が大きな割合を占めている。 

しかし、電力小売りを 2016 年に全面自由化する電気事

業法改正案が 2014 年 5 月 20 日の衆議院本会議で可決し

たことにより、特定規模電気事業者や異業種から電力事

業に参入する事業者が増え、その割合が高まることが予

想される。このため、電気事業者ごとに二酸化炭素排出

係数が異なることから、温室効果ガス排出量の推計結果

に大きく影響することが考えられる。 

今後、温室効果ガス排出量の現況計算を行う場合は、

特定規模電気事業者へのデータ提供依頼や算定・報告・

公表制度の開示データの活用も視野に入れながら、可能

な限り地域データを用いた精度の高い現況計算モデルの

構築に努めていきたい。 
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ダム工事中の個体群保全としての湿地の造成方法 

  およびその効果 
 （一財）九州環境管理協会 環境部 陸生生物調査課 泉 佑樹  

 
 

１． はじめに 

ダム建設事業では、道路工事や堤体工事などの土木工

事やダム完成後の湛水（ダムに水を貯めること）によっ

て広範囲に環境が消失・改変され、動植物の生息・生育

場がまとまって消失・縮小する。建設工事やダムの運用

にあたっては、動植物を保全するために、着工前に環境

調査を行って動植物の生息・生育に対する影響を予測し、

工事中や工事完了後の生物に対する影響を軽減するた

めの保全措置を計画することが多い。 

五ヶ山ダム（福岡県）では、工事施工者による環境配

慮対策として「工事区域内における動植物の生息・生育

場所の整備」や、「環境パトロールによる保全対策の維持

管理」、工事関係者に対する「環境教育の実施」等の取り

組みを行うことで環境に対する工事影響の軽減を目指し

ている。このうち、「工事区域内における動植物の生息・

生育場所の整備」のひとつとして湿地型ビオトープの整

備を行っている。このビオトープ整備は、世代交代のサ

イクルが短いために複数年に渡る工事期間中に個体群の

消滅が懸念されているカエル類やトンボ類の保全を図る

ものである。 

近年、各種の公共事業における代償措置として多くの

実施事例がある湿地型ビオトープ整備は、遮水シートや

コンクリートなどを用いた防水対策を施して湿地を整備

していることが多く、コスト負担が大きいほか、現状の

環境に生息・生育している動植物の生息・生育場を撹乱

することも懸念されている。そこで、五ヶ山ダムの場合、

水田跡地を活用することにより環境変化による生物への

影響を最小化し、また、コストを抑えるために簡便な湿

地造成方法を考案することとした。 

本研究では、二つの簡便な工法で造成した湿地を対象

として、湿地の状況と植物・動物（カエル類、トンボ類）

の調査を行い、工法の適用性を比較検討した。なお、本

研究は、鹿島・飛島・松本特定建設工事共同企業体 五ヶ

山ダム堤体建設 JV 工事事務所からの依頼により実施し

たものである。 

 

２．湿地ビオトープの整備方法 

ダム工事の着工に合わせ、2012 年 11 月に貯水予定地

内に二つの整備方法により湿地を造成した。一つは、コ

ルゲート管を用いて、周辺を流れる沢から水田跡地に導

水し、水を溜めただけの湿地（以下、「導水のみ」型）で

ある。もう一つは上記と同様に沢から導水したほかに、

湿地の底を重機で掘り込み水深を深くし、底土を転圧し

た湿地（以下、「導水＋掘込」型）である。前者は、水田

跡地そのままの地形により水位とその安定性を確保した

場合であり、後者は、水位を深くし、水位の安定性を高

めた場合である。現地では、いずれかの整備方法により

計 9 ヶ所で湿地を整備しており、このうち調査の対象と

した湿地は、造成面積の大きい 2 カ所（造成面積は、「導

水のみ」型が約 1500m2、「導水＋堀込」型が約 900m2）

とした。 

３．調査方法 

３．１ 湿地の状況 
湿地造成後の 2013 年 1 月から 2014 年 3 月まで毎月 1

回、水深を測定した。測定地点は、各湿地内に小区画と

して成立している各湛水部の中心部とし、「導水のみ」型

で 6 カ所、「導水＋堀込」型で 4 カ所の水深を 1cm 刻み

で測定した。 
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３．２ 生物調査 
湿地に生育・生息する生物として、植物、カエル類、

トンボ類の調査を行った。調査方法は以下のとおりであ

る。 

（１）植物 

植物が繁茂する 7 月に、各湿地の範囲をそれぞれ 4 区

分し、各区画の植生を代表する場所に 1～2ｍ四方の方形

枠を置き、枠内の植物の出現種と被度を調べた。出現種

の生態から「湿生・陸生」を区分し、湿生の種は「多年

草・一年草」に区別して植物の生育状況を把握した。 

（２）カエル類・トンボ類 

五ヶ山ダム周辺でみられるカエル類の産卵期は、アカ

ガエル類が 1～2 月、ヒキガエルが 3 月、トノサマガエル

が 5～7 月といわれている。産卵、および産卵後に幼体が

湿地から山へ移動し始める期間にあたる 1 月から 10 月

まで毎月 1 回、湿地内でみられる卵塊や幼体、成体の種

類を調べた。このほかに、7 月には、ルートセンサス法

による調査と手網を用いた試料採取調査を行い、調査時

間あたり（調査努力量あたり）の生息量を求め、定量化

した（表１）。 

トンボ類の調査は、成虫の飛翔・産卵が顕著となる 7

月に、湿地内でみられる種類を調べた。成虫の採取には

捕虫網を用いた。冠水部にみられる幼虫の採取には、手

網を用いた。採取した試料を持ち帰り、顕微鏡を用いて

種類を同定した。カエル類調査と同様に、調査時間あた

りの生息量を求め、定量化した（表１）。 

これらカエル類・トンボ類の出現種は、工事前（1994

年、1998 年～2004 年）に実施した調査により出現した種

と比べることにより、整備した湿地が当該地域に生息す

る種に対して、どの程度の効果があるかを明らかにした。 

４．結果と考察 

４．１ 湿地の湛水状況 
 各湿地の各湛水部における水深は、「導水のみ」型で

概ね 0～5cm と浅く、「導水＋堀込」型で概ね 10～20 ㎝

となっていた（図 1）。 

「導水のみ」型は施工直後から水深は安定せず、2013

年 4 月には多くの湛水部で水深が浅くなり、1 つの湛水

部では翌 2 月までの間、湛水部がみられない、水深 0cm

の状況が続いた。これは降雨時に導水量が増加した際に

運ばれた土砂が湿地に堆積し、湛水部の窪みが埋もれた

ためである。「導水＋堀込」型は施工後の約 1 年間、水深

が浅くなることはなく、2013 年 11 月には 2 つの湛水部

で土砂の堆積により水深が浅くなったが、その後もほぼ

10cm の水深を維持した。なお、2013 年 5 月から 7 月に

かけての水深の増加は雨期の水量増加に伴い導水経路が

変わり、湿地への導水量が増えたことによるものである。

このように「導水のみ」では湛水が概ね維持されたが水

位の安定性は低く、「導水＋堀込」型では土砂の堆積があ

りながらも湛水部を維持し、水位の安定性が高かった。 

表１ 調査の手法および調査時間(単位:人分) 

 

手法 対象 導水のみ 導水+掘込

ルートセンサス
カエル類

（成体・幼体・卵塊）
20 30

カエル類（幼生）

トンボ類（幼虫）

捕虫網 トンボ類（成虫） 20 30

6020手網

 
 

 
 

図１ 湿地の各湛水部における水深の経月変化 
（上：「導水のみ」型、下：「導水＋堀込」型） 
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４．２ 出現種からみた整備手法の違いによる 
    湿地機能の差 

（１）植物の出現種（表２） 

「導水のみ」・「導水＋掘込」型のいずれの場所におい

ても湿生植物が分布しており、土地の改変をしていない

「導水のみ」型では多年草が、土地を改変した「導水＋

掘込」型では一年草が主に優占するという違いがみられ

たが、既に「導水＋掘込」型にも多年草は生育し始めて

おり、数年の時間経過で多年草の被度が上がっていく可

能性がある。 

掘り込むことにより、常に水深 10cm 程度の湛水域が

確保される「導水＋掘込」型では、抽水性（水中から茎

葉を伸ばす種）のヒメガマやコナギがみられ、これらは

水深が数 cm と浅く、干出することもある「導水のみ」

型では生育していなかった。湿地における植物の多様性

の観点から、「導水＋掘込」型は、より多くの湿生植物が

生育できる環境にあると判断された。 

このほか、湿地全体での植物の繁茂状況をみると、写

真１に示すとおり、水深のごく浅い「導水のみ」型は湿

地全体を植物が覆っているが、水深の深い「導水＋掘込」

型は開放水域が広がるという違いもみられた。 

（２）動物（カエル類・トンボ類）の出現種 

本調査で確認されたカエル類およびトンボ類の種を、

ダム工事の事前調査結果とともに表３に示す。 

カエル類では事前調査でみられた 9 種のうち 6 種が造

成した湿地に生息していた。アマガエルを除く 5 種が両

湿地で繫殖しており、両湿地を繁殖地として利用するカ

エル類の組成に違いはなかった。造成後に生息が確認さ

れなった 3 種のうち、ウシガエルは特定外来生物に指定

され、本来、生息が望まれない種である。ニホンヒキガ

エルは自分の生まれた場所に戻り産卵を行う種であるた

め、整備後間もない湿地では産卵を行わないものと考え

表２ 湿地でみられた植物 

 

チゴザサ 5 2 5

イ 3 1 2 1

セリ 1 1

ヤノネグサ 1 4

キシュウスズメノヒエ 2 2

ヘラオモダカ + 1

キカシグサ +

ウリカワ 1

ヒメガマ 3

アキノウナギツカミ 1 1 1

ミゾソバ 3 +

シャジクモ属の一種 1 2 1

イヌホタルイ +

コナギ 3 3

ミゾハコベ 1 1

イボクサ +

アオウキクサ 1 2

セイタカアワダチソウ 1 1 2

イネ科の一種 2 1

ヤナギ属の一種 1

センダングサ属の一種 1

スギナ 1

タデ科の一種 1 1

１）表中の数字は被度を示す。

　 被度：１種の植物の枝葉がコドラート内を被覆している割合を、５，４，３，２，１，＋の6階級に区分したもの。

　 被度「５」：植物の被覆率100～75％，「４」：75～50％，「３」：50～25％，「２」：25～10％，「１」：10～1％，「＋」：1％未満。

２）表の着色部は、各地点での優先種の被度・群度を示す。

導水のみ 導水＋掘込種名

1
年
草

陸
生
植
物

多
年
草

湿
生
・
水
生
植
物
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られる。今後、長期にわたって湛水状態を維持すること

で、周辺のニホンヒキガエルが産卵場として本湿地を利

用することが期待され、安定した湿地の維持が必要とな

る。ツチガエルは一生を通じてほとんど水場から離れな

い種であり、工事によって耕作を放棄した水田跡地から

離れた沢や河川周辺で生息していると推定されるが、ニ

ホンヒキガエル同様、安定して湛水状態が維持される湿

地が整備されたことで、今後の利用が期待される。 

7 月に実施した定量調査では、イモリ、トノサマガエ

ル、シュレーゲルアオガエルの 3 種の幼生が、「導水＋堀

込」型で数多く生息していた。これは、安定して湛水が

維持され、「導水のみ」型より深い水深となることで、産

卵場として利用しやすく、幼生（オタマジャクシ）が成

長しやすい環境が形成されていたためと考えられる。 

このように「導水のみ」型と「導水＋堀込」型との間

でカエル類の組成に違いはなく、両湿地とも工事中のカ

エル類の生息場として機能していたが、水位の安定する

「導水＋堀込」型ではより多くの個体数を収容できるこ

とがわかった。 

トンボ類は事前調査でみられた 14 種のうち 7 種と、

新たに 3 種の生息が確認された。「導水のみ」型と「導水

＋堀込」型の出現種を比較すると、「導水＋堀込」型で出

現種が多かった。これは、「導水＋堀込」型では、開放水

域が広く、水際や水中にも植物があることで、トンボが

産卵場として利用しやすいためと考えられる。そのほか、

安定して湛水状態である「導水＋堀込」型は、両生類の

幼生などヤゴの餌となる生物が多く生息していることも

考えられる。春から秋の季節調査を行った事前調査と比

べて、7 月のみを調べた本調査での種類（数）は少ない

が、水深が安定している「導水＋堀込」型の湿地を中心

に多くのトンボ類の利用がみられており、ダム工事期間

中に世代を維持する場として本湿地は十分に機能してい

ると考えられる。 

 

 

 
写真１ 整備後半年が経過した湿地の状況 

（上：「導水のみ」型 下：「導水＋堀込」型） 

 

 

表 3 湿地でみられたカエル類、トンボ類 

 

導水のみ 導水+掘込 事前調査※2

幼生・幼体 ○ ◎

成体 ○ ○

○

アマガエル 成体 ○ ○

卵塊 ○ ○

幼生・幼体 ○ ○

成体 ○ ○

卵塊 ○ ○

幼生・幼体 ○ ○

成体 ○ ○

卵塊 ○ ○

幼生・幼体 ○ ◎

成体 ○ ○

○

○

シュレーゲルアオガエル 幼生・幼体 ○ ◎ ○

アジアイトトンボ 成虫 ○

アオモンイトトンボ 成虫 ○

オオアオイトトンボ 成虫 ○

幼虫 ○ ○

成虫 ○

ギンヤンマ 幼虫 ○ ○

カトリヤンマ 成虫 ○

タカネトンボ 成虫 ○

ハラビロトンボ 成虫 ○ ○

幼虫 ○ ○ ○

成虫 ○

シオヤトンボ 成虫 ○

オオシオカラトンボ 幼虫 ○ ◎ ○

ウスバキトンボ 成虫 ○ ◎ ○

チョウトンボ 成虫 ○

ナツアカネ 成虫 ○

幼虫 ○ ○ ○

成虫 ○ ○

アキアカネ 成虫 ○

ヒメアカネ 成虫 ○ ○ ○

※1　湿地を利用する種のみを抽出。

※2　1994年、1998～2000年の4ヵ年（2月～11月に実施）

カエル類

トンボ類

出現種※1

ニホンヒキガエル

○

トノサマガエル

ヤマアカガエル

ニホンアカガエル

○

○

イモリ

○

※3　表中の○は出現の有無を表し、 ◎は7月の定量調査において他区画の倍以上の個体数が生息し

　　　ていたことを表す。

ツチガエル

ウシガエル

オニヤンマ

シオカラトンボ

マユタテアカネ
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（３）整備方法の違いと生物への効果の程度 

二つの整備方法による湿地はいずれも簡便な手法によ

るものであるが、「導水＋堀込」型は重機を用いた掘り込

み作業を必要とするため、初期整備においては労力が大

きくなる。本調査においても掘り込み作業ではバックホ

ウを数日稼動している。しかし、湿生植物やトンボ類の

出現種を両湿地で比べると「導水＋堀込」型の方が、よ

り多くの種がみられており、地域の生物多様性の維持に

はより効果が大きいことが明らかとなり、整備コスト増

に見合う効果があったと評価される。 

今後、他地域へと本湿地の整備方法を適用する場合に

は、従来の環境と出現種の特性、周辺域との環境の連続

性を考慮しながら、コスト負担の程度を勘案して簡便な

湿地整備により、生物多様性の保全を図っていくことが

必要と考えられる。 

 

５．まとめ 

二つの整備方法によって湿地を造成し、その環境の成

立状況と、動植物に対する効果を検証した。 

・導水のみを行った湿地（「導水のみ」型湿地）では、流

入した土砂で湛水部が埋もれるなど水位の安定性は低

かった。導水とともに掘り込みを行った湿地（「導水＋

掘込」型湿地）では、土砂の堆積がありながらも湛水状

態を維持し、水位の安定性が高かった。 

・「導水＋掘込」型の湿地では、水中深くに生育する抽水

性植物が分布し、より多くの湿生植物が生育できる環

境にあった。 

・二つの湿地ともにカエル類の生息場として機能してい

たが、水位が安定する「導水＋掘込」型ではより多くの

個体数を収容できることがわかった。 

・「導水＋掘込」型の湿地では、湛水部に開放水域が広が

り、水際や水中に植物があるため、トンボ類が産卵し

やすいと考えられ、より多くの種類のトンボ類が利用

していた。 

 

 

 

６．おわりに 

本湿地では、今後、数年間のモニタリング調査を継続

して出現種の推移・変動を把握し、効果の程度を明らか

にする予定である。また、ダム事業等の長期間に渡る工

事現場での湿地整備に対しては、本検証結果を積極的に

活用し、地域の生物多様性の維持に貢献していきたいと

考えている。 

湿地で確認されたカエル類・トンボ類 

参考文献 

1）那珂川水系五ヶ山ダム建設事業環境影響評価書（福岡

県 平成 15 年 7 月） 

 

 

 

 

アカハライモリ 

トノサマガエル 

アオモンイトトンボ 
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火災原因調査における新たなサンプリング手法の検討 
 

（一財）九州環境管理協会 調査分析部分析課 福田 真博・細川 歩・山下 ひろえ  

   猪口 直子・上田 守男        
 

１． はじめに 

消防白書によると、平成 24 年の火災原因は放火が最

も多く、全火災の 12.2％（5370 件）であり、放火の疑い

も含めると 19.4％（8950 件）になる。放火による出火件

数は減少傾向にあるものの、16 年連続して火災原因の第

1 位である 1）。放火の際にはガソリンや灯油等を助燃剤

として使用する場合も見られ、これらの助燃剤の有無を

確認することは失火か放火を判定する上で有力な情報の

一つになる。 

 助燃剤の存在を確認する方法として、焼残物中に含ま

れる助燃剤を直接ジエチルエーテルや n-ペンタンなどの

有機溶媒で抽出し（以下、直接抽出法）、ガスクロマトグ

ラフ（以下、GC）やガスクロマトグラフ質量分析計（以

下、GC/MS）での測定が一般的に行われている 2）～4）。

しかし、直接抽出法では焼残物に含まれる様々な成分が

有機溶媒により抽出されるため、測定時や解析時に妨害

となることがある。そのため、妨害成分の影響の少ない

サンプリングおよび分析手法の確立は、助燃剤成分の定

性分析を行う上で重要な課題である。 

そこで、本研究では、助燃剤に含まれる揮発性成分の

みをサンプリングすることができる捕集剤を用いて、そ

のサンプリング・分析手法（以下、捕集抽出法）を検討

した。 

まず、灯油と軽油を用いて、捕集抽出法により助燃剤

の識別が可能であるか確認するとともに、助燃剤の捕集

能力の確認を行った。次に、助燃剤は加熱により組成が

変化することが知られているため 4）、組成変化した助燃

剤に対しても捕集抽出が可能であるか検討した。さらに、

実試料として火災現場で採取した焼残物を用いて直接抽

出法と捕集抽出法の比較を行った。 

２．実験 

２．１ 試薬等 

捕集剤には、シリカモノリス構造をもつ MonoTrap 

DCC18（ジーエルサイエンス社製）を用いた（図１）。助

燃剤試料として、灯油と軽油を用いた。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）を用いた。 

２．２ 捕集抽出法による助燃剤の識別の検討
実験 

捕集剤と木材試料（灯油または軽油を 1ml 塗布した木

材）を密閉容器に入れ、常温で 24 時間静置した。24 時

間後、捕集剤を取り出して試験管に入れ、ジエチルエー

テルを 5ml 加えた後、超音波抽出器で 15 分間抽出した。

抽出を 2 回繰り返した後、抽出液を硫酸ナトリウムで脱

水し、窒素気流下で 1ml に濃縮後、GC/MS で測定した

（図２）。また、ジエチルエーテルで 5000 倍希釈した灯

油と軽油の直接測定を行い、組成を比較した。 

２．３ 捕集剤の捕集能力の検討実験 

捕集抽出法により助燃剤の捕集能力を確認するために、

木材試料（灯油または軽油を 0.1、1、10、100μl 塗布し

た木材）と捕集剤を密閉容器に入れ、常温で 24 時間静置

 
図１ 捕集抽出法で利用する捕集剤 

捕集剤（MonoTrap） 
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した。その後、２．２と同様の方法で測定試料を調製し、

GC/MS で測定した。 

２．４ 組成変化した助燃剤を用いた直接抽出
法と捕集抽出法の比較実験 

 ビーカーに軽油 1ml をいれ、230℃のホットプレート

上で加熱した。加熱時間は、10 分、60 分、120 分とした。

加熱した軽油の入ったビーカーと捕集剤を密閉容器に入

れ 24 時間静置したものを捕集抽出法の試料とした。捕

集抽出法では２．２と同様の方法で測定試料を調製し、

GC/MS で測定した。 

また、ビーカー中に残った残渣を直接抽出法の試料と

した。直接抽出法では、回収した残渣試料とジエチルエ

ーテル 30ml を蓋付きガラス製フラスコに入れ振とう器

で 30 分間抽出した。抽出液を回収後、再度、ジエチルエ

ーテル 30ml を入れ超音波抽出器で 30 分抽出した。抽出

液を混合後、硫酸ナトリウムで脱水し、窒素気流下で 1ml

に濃縮後、GC/MS で測定した（図３）。 

２．５ 実試料（焼残物）を用いた直接抽出法と
捕集抽出法の比較実験 

火災現場から採取したじゅうたんと発泡ウレタンをそ

れぞれ 1~3g 程度分取して捕集抽出法と直接抽出法の試

料とした。捕集抽出法では２．２と同様の方法で、直接

抽出法では２．４と同様の方法で測定試料を調製し、

GC/MS で測定した。 

２．６ GC/MS 測定条件 

GC/MS の構成と分析条件は次のとおりである。 

【測定機器】 

ガスクロマトグラフ：6890（Agilent 社製） 

質量分析計：5973N（Agilent 社製） 

【測定条件】 

使用カラム：DB-5MS（J&W 社製） 

 （内径 0.25mm 長さ 30m 膜厚 0.25mm） 

昇温条件 開始温度：40℃（3 分間） 

     昇温速度：20℃/分 

     終了温度：300℃（20 分間） 

注入口温度：280℃ 

インターフェイス温度：280℃ 

イオン源温度：230℃ 

キャリアーガス： ヘリウム 

注入量：1μl 

イオン化方法：EI（+）法 

スキャンモード：m/z50～450 

３．結果と考察 

３．１ 捕集抽出法による助燃剤の識別結果 

まず、捕集抽出法を用いて灯油と軽油の識別が可能で

あるか確認した。トータルイオンクロマトグラム（以下、

TIC）で検出された化合物の傾向を把握し、マスクロマト 

 

図３ 直接抽出法 

　　　　ジエチルエーテル30ml

　　　　　・振とう抽出　30分

　　　　ジエチルエーテル30ml

　　　　　・超音波抽出　30分

　　　　・無水硫酸ナトリウム

　　　　・窒素気流下で1mlまで濃縮

試料

抽出液

脱水

濃縮

GC/MS測定

 
図２ 捕集抽出法 

　　　
　　　　・捕集剤と密閉用気に入れ24時間静置

　　　　ジエチルエーテル5ml

　　　　・超音波抽出　15分　×　2回

　　　・無水硫酸ナトリウム　

　　　・窒素気流下で1mlまで濃縮

捕集剤に捕集

抽出液

脱水

濃縮

測定

試料
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（ａ）灯油そのものの TIC          （ｂ）軽油そのものの TIC 

     
 
（ｃ）灯油を捕集抽出法によりサンプリング・         （ｄ）軽油を捕集抽出法によりサンプリング・ 

 分析したときの TIC                      分析したときの TIC 

      

図４ 助燃剤のトータルイオンクロマトグラム 

 

（ａ）灯油                       （ｂ）軽油 

      

図５ 塗布量を変えた木材から助燃剤を捕集抽出したトータルイオンクロマトグラム 

 

100μl

10μl

1μl

0.1μl

100μl

10μl

1μl

0.1μl
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グラム（以下、MC）でより詳細に解析を行った。 

灯油や軽油などの助燃剤は、様々な炭化水素を含んで

いることから直鎖型脂肪族炭化水素や芳香族炭化水素に

助燃剤特有の特徴が反映されている。直鎖型脂肪族炭化

水素は CH2 の脱離に由来するフラグメントイオン m/z71

と m/z85 をモニターした。また、芳香族炭化水素はベン

ゼン環にアルキル基（-CH2）を持ったフラグメントイオ

ン m/z92 と m/z106 をモニターイオンとした 5)～6）。 

捕集抽出法による灯油と軽油の分析結果を図４に示す。

灯油については、灯油そのものを直接測定した場合と同

様に、直鎖型脂肪族炭化水素の炭素数 C9～C16 のピーク

が等間隔に検出され、そのピークの間に分岐型脂肪族炭

化水素を確認することができた。 

軽油についても軽油そのものを直接測定した場合と同

様に、直鎖型脂肪族炭化水素の炭素数 C9～C26 のピーク

が等間隔に検出され、そのピークの間に分岐型脂肪族炭

化水素を確認することができた。捕集抽出法でも直接抽

出法と同様に、灯油と軽油の識別が可能であることが分

かった。 

３．２ 捕集抽出法の捕集能力の実験結果 

 捕集剤による捕集能力を確認するために、木材に塗布

する助燃剤量を変化させ、捕集抽出法により測定した。

結果を図５に示す。灯油の場合、塗布量が 100μl、10μ

l、１μl 及び 0.1μl すべてにおいて灯油にみられる直鎖

型脂肪族炭化水素の炭素数 C9～C16 のピークパターン

を示し、灯油の存在を確認することが可能であった。一

方、軽油の場合も塗布量が 100μl、10μl、１μl 及び 0.1

μl すべてにおいて軽油にみられる直鎖型脂肪族炭化水

素の炭素数 C9~C26 のピークパターンを示し、軽油の存

在を確認することが可能であった。 

３．３ 組成変化した助燃剤を用いた直接抽出
法と捕集抽出法の比較結果 

 加熱して組成の変化した軽油を用いて直接抽出法と捕

集抽出法を比較した。結果を図６に示す。直接抽出法の

場合、加熱時間に伴い、低沸点成分が消失し、高沸点成

分が検出された。 

一方、捕集抽出法の場合も、加熱時間とともに、低沸

 

（ａ）直接抽出法                      （ｂ）捕集抽出法 

 

図６ 加熱時間の異なる軽油のトータルオンクロマトグラム（直接抽出法と捕集抽出法の比較） 

未加熱

10分加熱

120分加熱

未加熱

10分加熱

120分加熱
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点成分が消失し、高沸点成分が検出される傾向がみられ

た。捕集抽出法でも直接抽出法と同様に、加熱により組

成の変化した助燃剤の捕集が可能であることが分かった。 

３．４ 実試料の実験結果 

（１）じゅうたん 

じゅうたんの焼残物の測定結果を図７に示す。じゅう

たん焼残物に含まれる助燃剤成分を直接抽出法で分析し

た結果、MC（m/z71，85）において、保持時間の 10～20

分に灯油の直鎖型脂肪族炭化水素成分、保持時間 20～29

分に助燃剤に類似した直鎖型脂肪族炭化水素成分のピー

クが確認された。一方、捕集剤を用いた捕集抽出法では、

MC（m/z75，85）においては保持時間 10～20 分に灯油の

直鎖型脂肪族炭化水素成分のピークは確認できるものの、

保持時間 20～29 分に確認された直鎖型脂肪族炭化水素

成分のピークは確認できなかった。 

製品として販売されているじゅうたんをジエチルエー

テルで抽出した結果、直鎖型脂肪族炭化水素成分のピー

クが検出された。じゅうたんの焼残物に見られた保持時

間 20～29 分に検出された直鎖型脂肪族炭化水素のピー

クは、ジエチルエーテルにより抽出されたじゅうたん由

来の成分の可能性が高いことが分かった。 

（２）発泡ウレタン 

 発泡ウレタンの焼残物の測定結果を図８に示す。焼残

物を直接抽出法で分析した結果、保持時間 18～26 分に

軽油の成分と一致する直鎖型脂肪族炭化水素成分のピー

クが確認され、保持時間 26～34 分にベースラインの上

昇がみられた。捕集剤を用いた捕集抽出法で分析した結

 

（ａ）直接抽出法                     （ｂ）捕集抽出法   

   

図７ じゅうたん焼残物のマスクロマトグラム 

 

（ａ）直接抽出法                     （ｂ）捕集抽出法     

図８ 発砲ウレタン焼残物のマスクロマトグラム 

10～20分 20～29分

m/z 71

m/z 85

m/z 92

m/z 106

10～20分 20～29分

m/z 71

m/z 85

m/z 92

m/z 106

16～26分 26～34分

m/z 71

m/z 85

m/z 92

m/z 106

16～26分 26～34分

m/z 71

m/z 85

m/z 92

m/z 106
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果、直接抽出法と同様に保持時間 16～24 分に軽油の成

分がみられるものの、保持時間 26 分以降に見られたベ

ースラインの上昇は確認できなかった。ベースラインの

上昇はジエチルエーテルによって抽出された発泡ウレタ

ンの成分の影響である可能性が高いことが分かった。 

 捕集抽出法は、これらの実試料について助燃剤の捕集

が可能であるだけでなく、解析時に妨害成分となる助燃

剤類似成分や夾雑物の影響を軽減できることが分かった。 

４．おわりに 

捕集抽出法は、灯油及び軽油の識別が可能であり、そ

れぞれに特徴的なピークパターンを確認することが可能

であった。また、測定時に妨害成分となりうる夾雑物の

軽減も可能であった。捕集抽出法は、助燃剤の有無を判

定する有効な手法として期待される。 

今後は、この捕集抽出法がどのような助燃剤に有効で

あるかを検討する必要がある。また、直接抽出法と比較

すると感度的に劣ることから、より効率よく捕集抽出が

できる条件等を検討する必要がある。 
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オオルリ 

日本に数種類いる青い鳥のひと

つ。繁殖期には山の渓流沿いでし

かみられないが、渡りの季節には

身近な公園でもみられる。 
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  包括的二次元ガスクロマトグラフ飛行時間型高分解能質量分析計   

  (GC×GC HRTOF/MS)を用いた軽油中の有機硫黄化合物の測定 
 

              （一財）九州環境管理協会 調査分析部分析課 細川 歩・山下 ひろえ・上田 守男  
 

1．はじめに 

 ガソリン、軽油、Ａ重油などの石油製品は、原油を蒸留

や分解などの精製工程の処理を経て生産される。各工程で

精製の効果を確認するため、含有される成分を化合物毎に

定性のみならず定量することは精製工程の効率向上のた

め必要とされている 1)～3）。その中でもベンゾチオフェン

類やジベンゾチオフェン類などの有機硫黄化合物は、硫処

理過程での精製効果を確認するため化合物毎に評価する

ことが望ましい。しかし、現在、主に測定に使用されてい

るガスクロマトグラフ質量分析計（GC/MS）やガスクロマ

トグラフ原子発光検出計（GC/AED）では、含有量の少な

く多様な同族体及び異性体を含む有機硫黄化合物を同定・

定量することは非常に困難である。近年では、多様なイオ

ン化法や前処理分離手法を用いた方法、フーリエ変換イオ

ンサイクロトロン共鳴質量分析計（FT-ICR-MS）を採用し

た測定方法などを用いて、石油製品に含まれる有機硫黄化

合物などの同定・定量を行った報告 4)～5)がなされているが、

操作や解析が複雑で再現性の確保が必要であり、測定機器

が非常に高価なためその実用性は乏しいのが現状である。 

 そこで、本研究では、それらの問題を解決するため、包

括的二次元ガスクロマトグラフ飛行時間型高分解能質量

分析計（GC×GC HRTOF/MS）を用いた測定方法を検討し

た。GC×GC は、高い分離能を有しているため、測定試料

の前処理等を必要とせず混在する成分を詳細に分離する

ことができる。また、HRTOF/MS は、高感度及び高分解能

の性能を持ち検出成分の精密質量情報が入手できること

から、その情報を元に組成式さらに構造も推定が可能であ

ることが特徴である。そこでこれらを組み合わせた GC×

GC HRTOFMS を用いて、軽油試料中の有機硫黄化合物さ

らにその他の化合物の構造推定（同定）を試みた。さらに

同一軽油について原料軽油および水素化脱硫した軽油を

比較し、処理工程毎に含有される化合物がどのように変化

するかとともに、ベンゾチオフェン類及びジベンゾチオフ

ェン類などの有機硫黄化合物について量的評価を行い、脱

硫反応について反応過程の知見を得た。 

２．GC×GC HRTOF/MS について 

 GC×GC HRTOFMS を図１に示した。また、その概要図

を図２に示した。 

 GC×GC は、極性の異なる 2 種類のカラムを用いて、1st

キャピラリーカラムで溶出した成分をモジュレーターに

常時トラップし、一定間隔毎にトラップされた成分を加熱

脱着によって 2nd キャピラリーカラム導入しもう一度分

離する装置である。このように 1 回の測定で 2 度のキャピ

ラリー分離するため、通常の GC システムでは一次元（キ

ャピラリーカラムへの保持能力）では分離できない成分を、

沸点及び極性の二次元で分離することができる。 

 測定クロマトグラムは、強度を加えた三次元で描写する

ことができるため、測定した数千分子種を一斉に表示させ、

確認することが可能となる。加えて、高速分析するハート

カットシステムを有し、高感度分析及びグループタイプ分

析が出来るため、現時点では他に類のない究極のキャピラ

リーGC 手法であると言える。ただし、その反面、通常の

 
図１ GC×GC HRTOFMS 
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GC 法に比べ得られるクロマトグラムのピーク幅が非常に

シャープなため、高速取り込みが可能な検出器が不可欠で

あ る 。 そ こ で 検 出 器 に は 、 近 年 性 能 向 上 が 著 し い

HRTOF/MS に着目した。HRTOF/MS は、従来の質量分析

計より高速のデータ取込が可能で、それらデータを高速積

算することにより、磁場型質量分析計に匹敵する高感度ス

ペクトル分析を行うことができる。さらに、常時高分解能

条件下（R≧5,000）での測定が可能で、精密質量分析を行

うことができる。検出した各成分のフラグメントイオンの

精密質量を取得することで、それらの情報に基づく組成式

から、今までライブラリー検索では明らかにできなかった

化合物についても、容易に構造が推定でき、成分を同定で

きることが GC×GC HRTOFMS の大きな特徴と言える。 

 

３．実験方法 

３．１ 試薬類 

（１）標準物質 

4,6-ジエチルジベンゾチオフェン：ACROS 社製 

 4,6-ジメチルジベンゾチオフェン：ACROS 社製 

（２）分析試薬 

 アセトン：関東化学社製、残留農薬試験用 

 ヘキサン：関東化学社製，残留農薬試験用 

 

３．２ 分析試料 

 分析試料を表１に示す。試料としてライトガスオイル 

(LGO：軽油)を選定し、脱硫処理前及び脱硫処理後の 2 種

類の試料を測定に供した。 

３．３ 測定条件 

 試料の測定条件を表２に示した。測定は、日本電子㈱社

製の高分解能飛行時間型質量分析計｢JMS-T100GCV 4G｣

に、ゾエックス社製の GC×GC システム｢KT2006」及びア

ジレント社製のガスクロマトグラフ「7890A」を装着して

行った。 

３．４ 試料の調整 

 標準物質は、アセトン及びヘキサンで段階的に希釈し 1

～100mg/L の溶液を作成した。分析試料はヘキサンで 1000

倍に希釈して測定に供した。 

 

  

 

図２ GC×GC HRTOF/MS 概要図 

表１ 分析試料リスト 

試料名 性状

LGO ① 脱硫処理前：原料

LGO ② 脱硫処理後：2時間反応生成物（触媒：ＤＸ-420）
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４．結果及び考察 

４．１ 同定結果 

 LGO①および LGO②の測定クロマトグラムをそれぞれ

図３及び図４に示した。また、検出化合物をライブラリー

検索し、構造推定できた化合物数を表３に示した。LGO①

は、沸点及び極性ともに高い化合物群が多く検出されたの

に対して、LGO②は沸点および極性が低い化合物群が検出

され、明瞭な相違を示した。有機硫黄化合物でもその傾向

は同じで、LGO①は 79 化合物が検出されたのに対して、

LGO②では、11 化合物とその検出数は激減した。脱硫処

理によってこれら有機硫黄化合物が効率良く除去された

ことが確認できた。また、LGO②では、3-メチル-1,1‘-ビフ

ェニル、2,3-ジヒドロ-5-メチル-1Ｈ-インデン、1,2,3,4-テト

ラヒドロ-2,6-ジメチルナフタレン、1,3-ジメチルブチルベ

ンゼン及び 1,3-ジメチルベンゼンなどの化合物が増加し

ており、脱硫処理過程により、ベンゼン環が壊れ、生成し

た可能性を示すものであった。 

その他の化合物についても構造解析した結果、LGO①で

は、窒素含有化合物 25 種、酸素含有化合物 81 種、フッ素

含有化合物 11 種等、総数で 413 化合物、LGO②では、窒

素含有化合物 10 種、酸素含有化合物 64 種、フッ素含有化

合物 7 種等、総数で 335 化合物の存在を確認することがで

きた。また、通常の GC 分析では検出されなかった、7-エ

チル-2-プロピル-ベンゾ[b]チオフェン、5-メチル-2-フェニ

ル-チアゾールそして 5－エチル-3-ニトロ-チエノ[2,3-b]ピ

リジン等も検出できた。 

４．２ 量的評価 

 一般的に TOF/MS は、構造解析の測定に使用されるた

め、定量性は求めないが、脱硫効果を量的に評価するため

硫黄化合物の定量を試みた。検討対象は有機硫黄化合物の

ベンゾチオフェン類及びジベンゾチオフェン類である。 

 LGO①及び LGO②のベンゾチオフェン類のクロマトグ

ラムを図５に、また、ジベンゾチオフェン類の測定クロマ

トグラムを図６にそれぞれ示した。また、定量結果を表４

に示した。検量線の作成は、4,6-ジエチルジベンゾチオフ

ェン及び 4,6-ジメチルジベンゾチオフェン等量混合し、0.1

～1.0ppm の濃度範囲の溶液を用いて行った。なお、上記 2

成分で検量線を作成しているため、他の有機硫黄化合物間

の相対感度の差は無視されている。  

 これによると、脱硫処理により約 97％の硫黄成分が除

去されていた。検出化合物数でもその傾向は明らかで、

LGO①がベンゾチオフェン類を 49 化合物、ジベンゾチオ

フェン類を 20 化合物検出したのに対して、LGO②ではベ

ンゾチオフェン類が 20 化合物、ジベンゾチオフェン類は 

表２ 測定条件 

GC×GC 仕様 HRTOFMS 仕様

機器 機器
GC×GC system : KT 2006　ゾエックス社製 HRTOFMS system : AccuTOF GCv4G  日本電子社製

GC system 7890A  アジレント社製

測定条件 測定条件
1st カラム : BPX5   (30m×0.25mm，0.25μm） イオン化モード : EI+
2st カラム : BPX50 (2m×0.10mm，0.10μm） イオン化 (EI+) : 70V-300μA
オーブン温度 : 50℃（1分) - 3℃/分 - 320℃（3分) ITF温度 : 350℃

注入口温度 : 280℃ イオン化温度 : 300℃

注入モード : スプリットレスモード 記録条件 : 50Hz（0.02秒/スペクトル)
カラム流速 : 1.54ml/min [const.flow] (387kPa-50C) 質量幅 : m/z 30-500
振幅変調 : 6秒 ドリフト補正 : m/z 281.0517(C7H21O4Si4:Column bleading)
注入量 : 0.2μl  

表３ 含有成分の構造推定結果 

化合物種 LGO　① LGO　②

硫黄含有化合物種 79 11

窒素含有化合物種 25 10

酸素含有化合物種 81 64

フッ素含有化合物種 11 7

臭素含有化合物種 5 98

塩素含有化合物種 8 3

インデン含有化合物類 3 12

ケイ素含有化合物類 10 2

その他検出化合物類 189 225

全検出化合物 411 343
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図３ ＬＧＯ① ２次元測定クロマトグラム 

 

 

図４ ＬＧＯ② ２次元測定クロマトグラム 
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7 化合物といずれの検出数も減少した。有機硫黄化合物の

濃度低下は、測定クロマトグラムをみても顕著で、LGO②

は表示強度(High end of vertical axis)を LGO①1/100 にして

も、処理後の試料の存在は確認できないほど少量であり、

大きな減少率を確認できた。 

５．まとめ 

・包括的二次元ガスクロマトグラフ（GC×GC）により成

分を分離し、飛行型高分解能質量分析計(HRTOFMS)で

検出化合物の精密質量を計算することにより、燃料油な

どのマトリックスが多く測定が困難な試料も、前処理に

無しに含有される検出化合物の構造推定が可能である

ことが明らかになった。 

・指標となる標準溶液を同時に測定すれば、目的物質の量 

 的評価も行えることが確認できた。 
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表４ ＬＦ-ＬＧＯ①及び②に含まれる有機硫黄化合物

残存率

ベンゾチオフェン類 ジベンゾチオフェン類 ベンゾチオフェン類 ジベンゾチオフェン類 総数 (%)

　LGO　① 14 2 16000 340 16000

　LGO　② 4 0 540 0.1 540

濃度(ppm)
試料名

検出同族体数

3.3

 

 

 

図５ ＬＧＯ①およびＬＧＯ② ベンゾチオフェン 2Ｄ測定クロマトグラム 

 

図６ ＬＧＯ①およびＬＧＯ② ジベンゾチオフェン 2Ｄ測定クロマトグラム 
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化石燃料油の品質管理手法の検討 

【飛行時間型質量分析法（ＴＯＦ-ＭＳ）の適応について】 
 

 （一財）九州環境管理協会 調査分析部分析課 山中 潤二・上田 守男・天日 美薫  

 
 

１． はじめに 

 化石燃料製品の原料となる原油には、軽油、減圧軽油及

びナフサ等の様々な種類がある。近年は、原油の重質化お

よび軽質化 ※や供給源の多様化が予想されているのに対

して、石油製品の軽質化 ※の需要が増加するという相反す

る現状がある。重質油は、非常に複雑な高分子芳香族構造

を持った超多成分の混合物である。その成分としては、炭

素（C）と水素（H）からなる炭化水素の他にも硫黄（S）、

窒素（N）、酸素（O）を含む化合物が含まれており、金属

成分も微量であるが、無視できない存在である。これらの

化合物は、表１に示すように原料油によらずその元素組成

※ 重質化・軽質化とは、それぞれ高沸点の成分、低沸点の成分の含有が多くなること。 

はほぼ同じであるとされている。1） 

 これまで原油の精製においては、推定に基づく平均的な

構造式や一般性状等を拠り所として原油を分留し、それぞ

れの留分(バルク)を得てきたが、その組成や構造の詳細が

不明であるため、これを明らかにして精製の高効率化を図

ることが課題となっている。近年、化学機器の進歩も相ま

って、次世代の石油精製基盤技術として、石油成分の組成

と反応性を分子レベルで把握し、超高効率な精製プロセス

の実現等を目標としたペトロリオミクス（Petroleomics）技

術の開発を目指して産学官一体となった取り組みが始ま

っているところである。2) なお、「超高効率」とは、原油

の組成に応じて、水素消費の無駄がゼロ、不要な副反応生

成物がゼロ、エネルギー消費の無駄がゼロ等、理想的な態

の反応プロセスの実現を意味している。2) 

 ペトロリオミクスは、原油や石油製品を分子の集合体と

して捉え、その詳細な化学構造の分布に基づいて物性や反

応性を解析・予測する技術で、詳細組成構造解析、分子反

応モデリング、インフォマティクス（情報科学）の 3 つの

要素技術で研究が進められている。そのひとつである詳細

組成構造解析は、原油の組成や分子構造を明らかにしてい

くことを目的とする。一般的に原油は、ガス成分を除くと、

表１ 原油の平均組成 1） 

 

 

元素名

炭素（C）  83 ～ 87

水素（H）  11 ～ 14

硫黄（S） 0.1 ～   3

窒素（N） 0.1 ～   1

酸素（O） 0.1 ～   1

金属       0.001 ～      0.1

平均組成濃度 (%)

表 2 石油成分の概要 
 

分類 ガス、ナフサ 灯軽油 減圧軽油 減圧残油 

沸点範囲 ～ 200℃ 200 ～ 350℃ 350 ～ 540℃ 540℃ ～ 

推定成分数 200 種類以上 1500 種類以上 10000 種類以上 

分析法 GC-AED 法 等 GC×GC-TOF-MS 法  NMR、FT-ICR-MS 法 
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沸点の低い順から、ナフサ、灯軽油、減圧軽油及び減圧残

油の 4 種類に大きく分類される（表２）。現在、詳細な化

学構造を決定する方法として、比較的沸点の低いナフサ及

び灯軽油では、すべての元素を対象とすることはできない

が、ガスクロマトグラフ原子発光法（GC-AED）法が有効

である。このほか、包括的 2 次元ガスクロマトグラフ飛行

時間型質量分析法（GC×GC-TOF-MS 法）が分子式の同定

に極めて有効とされている。3) それに対して、減圧軽油及

び減圧残油等の重質油は沸点が 350℃以上と高いため、

GC-AED 法等で分析することが困難であり、これまで、核

磁気共鳴（NMR）法等によって化学構造の特定が試みられ

てきた。4) その後、高速液体クロマトグラム（HPLC）と超

高分解能質量分析装置（FT-ICR-MS 法）を組み合わせるこ

とで、高精度・高感度な原油中重質成分（重質油）の構造

式の解析が進められているが 5)、 F T-ICR-MS 法は、高額

な機器のため、簡単に利用できないという制約を持ち合わ

せている。  

そこで、本研究では、沸点の高い重質油の構造解析のた

めの分析方法として、FT-ICR-MS よりも比較的安価なマト

リックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析

器（MALDI-TOF-MS※）を用いる分析手法の適応性を検討

することとした。 

MALDI-TOF-MS 法は、一般的にタンパク質等をはじめ

とする高分子量化学種の分析方法として用いられており、

その開発と実用化は島津製作所の田中耕一氏の研究成果

によるところが大きく、2002 年にノーベル化学賞を受賞

されたことは記憶に新しい。6）測定原理は、以下のとおり

である。 

①試料に紫外レーザー光を照射すると、測定対象物質

が光を吸収して光電子移動が進行し、イオン化される（脱

※ MALDI：Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time Of Flight Mass Spectrometry の略。 

離イオン）（図１）。 

 ②イオン化された物質は、TOF-MS 部に導入される。こ

の TOF-MS 法は質量電荷比 m/z 値の違いでイオンの飛行

時間が異なることを利用して質量分析を行うもので、m/z

値が小さい（軽い）イオンほど高速で飛行し、短時間で検

出器（Detector）に到着する（図２）。この MALDI-TOF-MS

法の大きな特長は、イオン源に高エネルギーであるレーザ

ーを使用していること、また TOF-MS により質量が約 50

万まで測定でき、詳細な構造解析が可能であるという 2 点

にある。したがって、沸点が高く、多くの成分を含む減圧

軽油や減圧残油等の重質油の構造解析にも有効であると

考えられる。 

 

２．試験方法 

測定対象試料は、4 つの地域から産出した原油中の減圧

残油留分（沸点範囲：360℃以上）である。 

使用した分析機器は、日本電子社製 MALDI-TOF-MS で

ある JMS-3000（図３）であり、その測定条件を表３に示

す。測定試料はテトラヒドラフラン（THF）に溶解させた

後、ターゲットプレートと呼ばれる金属板に、0.2μL 滴下

 
図 1 マトリックス支援レーザー脱離イオン化法 

金属プレート

レーザー光
波長：349nm 脱離イオン

高真空下

試料

 
図 2 飛行時間型質量分析計 

 

検出器

飛行距離

イオン源
（ＭＡＬＤＩ）

 
図 3 MALDI-TOF-MS 装置 
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したものを測定に供した。 

 

３．測定結果及び解析 

4 種類の減圧残油の質量スペクトルを図４に示す。図の

横軸は質量数、縦軸はその質量数におけるピーク強度を示

している。4 試料ともに、1,000 本以上のピークが認めら

れ、質量分布が 200～1,100 の範囲と、試料間の組成に大

きな違いはみられなかった。これは、産油地は異なるもの

の産出国が同じであることによるものと考えられた。 

次に、各ピークにおける精密質量数を用いて、分子組成

式の推定を試みた。1,000 本以上のピーク解析は非常に煩

雑であり、また、複数の組成式が候補として挙げられたた

め、各ピークの化合物を個別に同定することは非常に困難

であった。今後は、前処理として、試料をカラムクロマト

等により分画することが重要であろう。 

そこで、比較的強度が大きいピークの精密質量数に着目

して、分子組成式を推測した。各ピークの質量数のパター

ンをみると、図５に示すようにいずれの試料とも組成が既

知の精密質量数 273.1516 を示す化合物（化合物 A とする）

の位置付近から質量数 14.016 ごとの位置に 4 つのピーク

 
図 4 重質油試料の質量スペクトル 

 

図 5 分子式の解析結果 

表 3 測定条件 
 

機種名 JMS-3000 

測定モード ポジティブ・スパイラル 

レーザー強度 40％ 

試料濃度 10mg/ml THF 

校正標準 ペリレン、コロネン 
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が確認された。この質量数の差は、CH2基の質量数に相当

し、試料がレーザーによってイオン化される時にこのアル

キル基 CH2 が一つずつ脱離する過程を示唆している。ま

た、この質量数差で分子種が増大していることから、測定

試料は同一のコア構造に対して CH2 基が増加する一連の

化合物群であると推測される。さらに、試料中には、化合

物 A の質量数位置より CH2基分小さい分子量の位置には

ピークはみられておらず、試料中には少なくとも 4 つの

CH2基が含まれていると推測される。 

以上の結果から、マトリックス支援レーザー脱離イオン

化飛行時間型質量分析器を用いて、沸点が高い減圧残油

（重質油）の質量スペクトルを解析することにより、元素

組成だけではなく、構造式を推定ができる可能性があるこ

とが確認された。 

 

4．おわりに 

本研究では、MALDI-TOF-MS 法の可能性を検討するた

めに、減圧残油試料の測定及びその解析を実施した。その

結果、複雑な組成をもつ重質油の構造を特定するまでには

至らなかったが、構造式を推定することができることが示

唆された。今回は、減圧残油そのものを測定したが、特徴

的な化合物群に分けることができる分画試験等の前処理

をすれば、組成の推定の精度を上げることが期待される。

現在、カラムにより、パラフィン類、芳香族類、レジン類

及びアスファルテン類の 4 種類に分画した重質油の

MALDI-TOF-MS 測定を実施しているところであり、これ

らを併せて、次回報告したいと考えている。 

MALDI-TOF-MS 測定及び解析等をご協力いただきまし

た日本電子株式会社 MS 事業部 MS アプリケーション部 

草井明彦様に深く感謝を申し上げます。 
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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 
 

 （一財）九州環境管理協会 普及啓発部 永津 龍一  

 

１． はじめに 

昨年秋、国連環境計画と世界気象機関が共同で設置した

「気候変動に関する政府間パネル」いわゆる IPCC が、気

候変動に関する第 5 次報告書第１作業部会報告書を公表

しました。この報告書の中で、IPCC は、現在の地球シス

テムの温暖化は疑う余地がないこと、地球温暖化は主に人

間活動による影響である可能性が極めて高いということ

を説明するとともに、このままでは、気温の上昇や海水面

の上昇など、地球の気候システムに重大な影響を与えると

警告しています。まさに、世界中で干ばつ、洪水、寒波の

頻発や、大規模なハリケーンが猛威をふるっている状況に

一致していると思われます。 

地球温暖化問題をはじめ様々な環境問題に対処するた

めには、人々の生活スタイルを環境に配慮したものへとす

ることはもちろん、多量のエネルギーや資源を投入して経

済活動を行っている企業において、環境への負荷をできる

だけ小さなものとなるようにその活動を転換していくこ

とが重要な課題となっています。 

このような中、企業経営と環境対策を統合するための極

めて有効な手法として、エコアクション 21（以下「EA21」

という。）が益々注目を集めています。 

 

２．ＥＡ２１とは 

EA21 とは、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、その結果を評価して見直し、

適切な環境への取組に向け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。また、取組結果に

ついて、環境活動レポートとして作成・公表し、社会との

環境コミュニケーションを行うための方法です。 

特に、この EA21 では、事業者の業種、業態、規模に合

わせ、最も効果的、効率的なマネジメントシステムを構築

することを重視していますので、中小事業者でも無理なく

取り組むことができるという特徴を有しています。更に、

EA21 では、EA21 に適切に取り組む事業者に対し、第三者

がシステムへの適合を認証・登録する仕組みが設けられて

います。 

この EA21 の認証・登録を受けた事業者には、環境への

負荷の削減はもちろん、経営の効率化や企業イメージの向

上、更には公共事業への入札参加資格の要件適合、優良産

廃処理業者の認定基準の１つである「環境配慮の取組」へ

の適合など多くのメリットがあります。 

 

３．九環協の取組 

九環協では、EA21 の普及促進を図るため、平成 17 年 9

月に EA21 地域事務局として、ECO-KEEA（エコケア）九

環協を開設しました。 

地域事務局では、認証・登録を希望する事業者（既に認

証・登録を受けている場合は中間又は更新の審査を希望す

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。次に、受審事業者の業種、

業態及び規模等を考慮し、最も適切と考えられる審査人を

選定します。そして、審査が終了し審査人から審査報告書

を受領した後に、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より認証・登録の可否を判定

します。 

このようにして ECO-KEEA 九環協を通じて認証・登録

を行った事業者数は、関係者のご理解とご支援により、毎

年度着実に増加しており、平成 25 年度末現在で 284 事業

所となっております。 
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平成 25 年度は、以上の地域事務局の業務に加え、次の

ような取組を行いました。 

（１）自治体イニシアティブ・プログラム 

九環協では、自治体と連携して EA21 導入セミナー

（EA21 ガイドライン要求事項の解説など）と集合コンサ

ルティング（全 5 回による段階的なシステム構築への支

援）をセットにした自治体イニシアティブ・プログラムを

推進しています（写真１）。 

平成 25 年度は、昨年同様、福岡県・福岡市と連携した 

プログラムを実施したところ 11 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、関係企業向

けに導入セミナーと集合コンサルティングをセットにし

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（写真２）。平成 25 年度は、あいおいニッセイ同和損害

保険（株）によるグリーン化プログラムを実施しました。 

（３）フォローアップセミナー 

EA21 の継続的な取組と企業価値の一層の向上を目指し、

昨年度に引き続き、認証・登録事業者を対象としたフォロ

ーアップセミナーを開催しました。セミナーでは、EA21

による環境経営をテーマとした講演などのほか、EA21 に

先進的に取り組む事例の紹介が行われました。セミナーに

は 20 社が参加されました。 

（４）制度改革モデル事業の実施 

EA21 認証・登録制度は、発足から 10 年程が経過する一

方、近年、様々な課題に直面しています。このため、現在、

EA21 中央事務局（東京）にワーキンググループが設置さ

れ、制度の安定運営の確保や審査の質の向上等の観点から、

制度改革に向けて検討が進められています。この検討の一

環として、平成 25 年 7 月、中央事務局から九州・沖縄ブ

ロックの地域事務局に対してモデル事業実施の要請があ

ったことから、九州・沖縄ブロックでは、平成 26 年 1 月

と 2 月に 2 回に亘って合同判定委員会を開催し、この合同

判定委員会の開催・運営を通じて、審査人の力量評価や判

定委員会のあり方等について検討を行いました。 

４．今後の取組 

（１）EA21 制度の改善 

EA21 制度は、九州・沖縄ブロックモデル事業の成果な

ども踏まえ、中央事務局において今後更に本格的な検討が

進められると考えられます。ECO-KEEA 九環協では、引き

続き、中央事務局及び九州・沖縄の各地域事務局と連携し

ながら、EA21 制度の一層の発展が図られるよう、積極的

に協力していきたいと考えています。 

（２）地域判定委員会における中間審査の取扱 

 ECO-KEEA 九環協では、これまで全ての中間審査につ

いて、地域判定委員会の審議に付していましたが、継続し

てガイドラインの要求を満たしているなど、地域事務局に

より審議の必要がないと判断されるものは、平成 26 年 4

月から、地域判定委員会及び中央事務局への審査結果報告

にとどめ、手続きの迅速化を図ることとしました。 

今後も、EA21 の普及促進はもちろん、事務処理の一層

の改善やフォローアップセミナーの開催などを通じて、事

業者の認証・登録の手続きや認証・登録を継続している事

業者への支援に努めていく考えです。 

 
写真１ 自治体イニシアティブ・プログラムによる 
    導入セミナー風景 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真２ 関係企業グリーン化プログラムによる 
    集合コンサルティング風景 
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        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 
 

 （一財）九州環境管理協会 普及啓発部  松崎 良勇  
 

１． はじめに 

 平成 15 年 12 月に（一財）九州環境管理協会は、福岡県

知事より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。）の最初の指定を受け、翌年 4 月

から推進活動拠点として地球温暖化防止対策の普及に努

めてきました。今年度は、三期目の指定（平成 25 年 4 月

1 日～平成 30 年 3 月 31 日の 5 年間）を受け、これまでに

引き続き、温室効果ガス排出量の把握、県民による省エネ・

節電運動の推進、地球温暖化防止活動推進委員の育成など

を行いました。 

２. 平成２５年度の活動実績 

（１）温室効果ガス排出量の推計 

県センターでは、毎年、前々年度を対象に福岡県内の温

※ 代替フロンの HFC、PFC 及び SF6 は平成 7 年度を基準年度とする。 

室効果ガス排出量を推計しています。平成 23 年度の総排

出量は 6,210 万トンと見積もられ、基準年度である平成 2

年度 ※の排出量に対して 1.4％増、推計年度の前年度に対

しては 3.8％増という結果となりました。この排出量増加

の原因としては、主に同年 3 月に発生した東日本大震災に

伴う東京電力福島第一原子力発電所事故の影響で、九州内

でも原子力発電所の稼働がストップしたままとなり、その

一方で電力不足量を補うために、排出係数の高い火力発電

所を稼働せざるを得なかったことが考えられます。 

また、上記のように事故に伴う電気不足の影響を、温室

効果ガスの変化でみると、民生・家庭部門、民生・業務部

門では、エネルギー使用量は前年度並みでしたが、原発の

停止とそれを補うための火力発電の稼働により、二酸化炭

素排出量は大幅に増加しています（図１）。燃料種別では、

例年減少傾向にあった灯油の使用量が増加しました。これ

 
図１ 部門別二酸化炭素排出量の推移 
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は、冬季の節電要請に応えるため暖房用のエネルギー源を

灯油へと切り替えたためと考えられます。 

（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、電力

不足が懸念される中、県センターでは平成 23、24 年度に

引き続き、電力需要が増える夏と冬に「ふくおか省エネ・

節電県民運動」を推進し、省エネ・節電への取組を広く県

民に呼びかけました。この運動趣旨に賛同し、取組の実施

を宣言した県民は、夏冬合わせて約 7 万 9 千人と前年度並

みで、前々年度（約 5 万人）と比べて、節電に対する県民

の関心の高まりがみられました。 

また、その一方で、県センターでは、県民からの省エネ・

節電に関する相談や報告世帯の節電効果の集計など、取組

の実効性や効果を高めるための事業支援を行いました。取

組結果の評価にあたっては、例年と同様、目標値に対する

達成賞を設け、表彰することとしました。なお、平成 25 年

度は、契約電力ごとに数値目標を設け、その目標値以下で

あれば、電気使用量が昨年と比べ増加した場合でも達成賞

の対象としました。 

本年度の省エネ・節電県民運動の効果は、平成 23、24 年

度と比較すると、宣言者数は増加したものの、取組の報告

数は少なくなり、達成賞の対象となる世帯が減少しました。

これは、25 年度の夏が記録的な猛暑となり、前年と比べ

電気使用量が増加した世帯が多かったためと考えられま

す（図２）。 

※ 福岡県のマスコットキャラクター「エコトン」の母。ちなみに、父は「パパトン」、妹は「ヒメトン」。 
※※ 紙人形のこと。キャラクターの絵などを描いた紙に棒をつけたものを動かして演じる。 

（３）エコ出前授業・地球温暖化防止活動推進員の育成 

県センターでは、25 年度は県内 87 箇所の幼稚園・保育

園などを対象に、環境省事業及び福岡県事業による「エコ

出前授業」を 89 回実施しました。その一方で、これらの

「エコ出前授業」で実際に活躍される福岡県地球温暖化防

止活動推進員（以下、「推進員」）や環境 NPO を中心とす

る、「食育＋エコ子ども向けエコチェックシート検討会（

通称：ママトン ※会議）」を結成し人材育成支援を行いま

した。「ママトン会議」では、講演会などで使用する効果

的な教材のあり方や、活動の進め方などについて活発な意

見交換が行われました。このうち参加者数名は別途グルー

プを結成し、ペープサート（紙人形劇）※※によるエコ出前

授業を行うなど積極的な活動もみられ、「ママトン会議」

による人材育成の効果もみられました。なお、ほかの参加

者にも本会議はスクール形式の研修会と違い刺激を受け

たと好評で、今後も「ママトン会議」を定期的に開催して

いく予定です。 

このほか、今後講師として活動を希望する推進員を対象

に OJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング、現場研修）を

行いました。 

３．平成２６年度の活動方針 

平成 26 年度は、平成 24 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

への環境教育・環境啓発事業を引き続き行います。 

また、IPCC 第 5 次報告書の解説者育成のための研修会

を開催する予定です。 

 
図２ 平成 25 年夏の世帯別、住居形態別電気使用量
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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 
 

 （一財）九州環境管理協会 普及啓発部エネルギー・環境情報センター 大平 裕  

 
 

１．はじめに 

東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故

後、エネルギーや環境に対する関心の高まりとともに、化

石燃料の高い海外依存度や地球温暖化等の課題も共有さ

れて、省エネや節電への取組が定着しつつあります。 

エネルギーや環境は、あらゆる国民生活と産業活動を支

える基礎であり、これらの知識を子供の頃から理解するこ

とは、将来の担い手としての適切な判断を行っていく上で

大いに役立ちます。また、このような取組の結果、エネル

ギーや環境を専門分野として学ぶ人材が増えていくこと

が期待されます。1) このように、エネルギーや環境に関す

る理解を深め取組を実践していくためには、学校や家庭環

境、職場環境での教育は非常に重要です。 

普及啓発部エネルギー・環境情報センターでは、このよ

うに次世代を担う子供たちやその保護者、企業で働く人々

に学びの場を提供することを目的として、平成 25 年度は

以下の活動を実施しました。 

 

①環境学習施設での展示案内・実験指導 

福岡市環境局の委託により、福岡市保健環境学習室まも

るーむ福岡（福岡市中央区地行浜 2 丁目 1-34、以下、「ま

もるーむ福岡」という。）で、カブトガニやヒナモロコ等

の生体展示、エコキッズスクールや工作教室の学習イベン

トの開催等、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の場や情報を提供しました。「まも

るーむ福岡」には、平成 24 年度末のリニューアルの効果

もあり、平成 25 年度は約 12,000 人に来館いただきました

（写真１）。 

 
②科学実験講座等のエネルギー・環境教育 

九州エネルギー館主催の「おもしろサイエンス」、読売

新聞西部本社主催の「青空の教室による小学校理科実験

講座」、NPO等活動整備事業による科学実験出前講座を学

識経験者の協力を得て実施しました。このほか、九州電

力株式会社熊本支社の委託により、熊本県立大学寄附講

座へ放射線測定の指導員派遣を行いました。 

 

③事業者の省エネルギー活動の支援 

福岡県環境部環境保全課の委託により、福岡県内の中小

企業を主な対象とした福岡県省エネルギー相談事業を行

いました。相談にあたっては、エネルギー管理士等の専門

家とともに、企業が抱える問題点を把握し、それぞれの事

業内容に見合った効果的な電力使用量削減法や空調の省

エネ運用法及び適切な設備更新の時期などをアドバイス

しました。 

 

④市民活動の支援 

福岡県宗像・遠賀保健環境事務所や地元有志と連携し、

休耕田や小中学校の校庭を活用したビオトープづくりの

技術支援を行いました。福津市に造成した休耕田ビオトー

プには、ドジョウ、カスミサンショウウオなど多くの生き

物がみられるようになり、造成後の市民や子供たちによる

管理・観察方法についても指導しました。 

 
写真１ 福岡市保健環境学習室「まもるーむ福岡」 
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２．活動内容  

２．１ NPO 等活動整備事業による科学実験出前
講座 

１）概要 

NPO 等活動整備事業は、一般財団法人日本原子力文化

振興財団が、経済産業省・資源エネルギー庁の委託事業と

して、地域に根ざしたエネルギー及び放射線等に関する理

解促進活動を行う国内の NPO 等団体へ活動支援を行うも

のです。 

 本事業に、当協会が企画した科学実験出前講座「身近な

放射線」が採択され、福岡都市圏在住の小学生高学年～中

学生とその保護者の計 25 名を対象に、平成 25 年 11 月 2

日（土）に、福岡市保健環境研究所会議室で開催しました。 

 開催の周知にあたっては、小中学校へのチラシ送付のほ

か、フクオカサイエンスマンス 2013 イベントガイド等の

公的なメディアや環境カウンセラー及び福岡県地球温暖

化防止活動推進員等に協力いただきました。 

２）科学実験出前講座 －身近な放射線－ 

出前講座は、「講演 45 分」、「実験 45 分」、「施設見学 20

分」の三部構成としました。 

第一部の講演は、九州大学アイソトープ総合センター杉

原真司准教授に、「身近な放射線」の演題でお話いただき

ました。内容は、正しい放射線の知識、放射線の歴史、放

射線の種類、放射線による人体影響・DNA の損傷と修復、

放射線から身を守るには、等でした。 

第二部の実験では、「ウイルソンの霧箱づくり」、「放射

能測定と遮蔽」の 2 つの課題を選び、杉原真司准教授、柳

哮九州大学名誉教授、有馬立身九州大学工学研究院助教、

大野富生福岡工業大学産学連携コーディネーターをはじ

めとする 6 名と当協会職員 3 名で指導にあたりました。 

ウイルソンの霧箱づくりには、霧箱キット（プラスチッ

クケース、アルミ箔、ガスランプのマントル等）、エタノ

ール、ドライアイスを用いて、受講者のそれぞれが霧箱キ

ットを組み立てました。エタノール蒸気が成層するように、

※ 1903 年（明治 30 年）に発見された日本初の放射性鉱物。 
 

ドライアイスと手の平で温度勾配を作り、放射線の飛跡を

観察しました。 

放射線測定と遮蔽実験では、サーベイメータの仕組みを

説明した後、大口径 GM サーベイメータを用いて、カツレ

ン（褐簾）石 ※、花崗岩、石炭、干し昆布、カリ肥料の放

射線を測定しました。いろいろな物に放射性物質が含まれ

ることや距離減衰があること、また、アルミ板、鉛板等、

金属の違いによる放射線の遮蔽の程度の違いについて体

験していただきました（写真２）。 

講演と実験の後には、「まもるーむ福岡」の施設を見学

し、福岡市が福岡都市圏における保健や環境に関する体験

学習を通じて、理科離れの防止に努めていることを理解し

ていただきました。 

３）アンケートの結果 

参加者のアンケートによると、今回の科学実験出前講座

は非常に好評で、有益であったとの回答が約 8 割を占めま

した。 

杉原九州大学准教授による講演は、わかりやすく、ウィ

ットに富み、かつ福島等の被災地を調査された実体験を含

めた内容が、小中学生だけでなく、保護者の方の興味を引

き、放射線の正しい理解につながったものと思われます。 

放射線の測定・遮蔽実験では、講師の先生方が参加者に

わかりやすく指導していただいたこと、また、ウィルソン

の霧箱づくり実験では全員が自分自身の手で霧箱を作り、

飛跡を観察することができたことが評価されたものと思

 
写真２ 放射線測定実験の様子 

84 
 

                                                                 



われます。 

このように、地域に根ざしたエネルギー及び放射線等に

関する理解促進にあたっては、わかりやすく正しい放射線

の知識を伝えることや実験を通じた体験学習が大切であ

ることを改めて感じました。 

２．２ 福岡県省エネルギー相談事業 

省エネルギー相談事業では、現有設備の運用改善や省エ

ネ型設備への更新を検討している福岡県内の事業所を対

象に、電話対応によりまたは現地へ赴き相談を行いました。

相談事業の活用メリットは、経費削減対策と危機管理方法

の参考となること、地球温暖化防止へ貢献できること、社

員教育へ活用できること、適切な助成援制度を活用できる

ことなどについて、効率的に情報収集できることです。 

平成 25 年度は、建設業、酒類等の製造業、スーパーマ

ーケット等の卸・小売業、信用金庫等の金融業、ビル賃貸

等の不動産業、スポーツジム等のサービス業、幼稚園等の

教育・学習支援業、介護施設等の医療・福祉、図書館等の

66 事業所（未実施分を含む。）に対して相談を行いました。 

事前に所有する設備や具体的な相談内容を記載した現

地相談シートを提出していただき、エネルギーに関する知

識や経験を有する専門家を派遣しました。現地相談は半日

程度で、相談内容や電力使用状況等を確認し、現有設備の

運転状況を点検の上、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の要点を検討しまし

た。後日、次の事項を記載した回答書を交付しました。 

① エネルギーの使用状況及びその分析 

② 現有設備の概要と運用改善及び更新のポイント 

③ エネルギー削減効果の概算 

④ 助成や補助制度の情報 

相談内容の多くは、電力使用量と最大需要電力（デマン

ド）の削減、空調機と照明の省エネルギーに関することで

した。最大需要電力を削減するためのデマンド監視装置の

活用と時間差起動のアドバイス、空調機の省エネルギー運

用のための作業場所での室温設定や室外機周辺の風通し

改善等、経費の掛からない提案を行いました。LED 照明へ

の転換を検討されている事業者も多く、省エネへの関心の

高いことが窺われました。 

３．今後の活動 

平成 26 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目指して、以下の

活動を展開していく予定です。 

 

①「まもるーむ福岡」理科実験講座・学習会 

「まもるーむ福岡」における、小学校高学年を対象とし

た理科実験講座の企画と開催、幼稚園児とその保護者やデ

イサービス利用者を対象とした食品衛生等の学習会の開

催を検討し、当施設への来場者の増加を図ります。 

 
②科学実験講座等のエネルギー・環境教育 

マスコミや企業及び学識経験者と連携し、小中学生と

その保護者を主な対象としたエネルギー・環境に関する

出前講座の企画と運営、次世代層への出前講座の企画開

発を行います。 

 
③事業者の省エネルギー活動の支援 

学識経験者、エコアクション 21 審査人、エネルギー管

理士、行政と連携し、運用改善や設備更新にあたっての適

切なアドバイスを行い、事業者の省エネルギー活動を支援

します。 

 
④市民活動の支援 

福岡県地球温暖化防止活動推進員、ふくおか環境カウン

セラー協会、九州環境カウンセラー協会、日本ビオトープ

管理士会等の環境 NPO、行政等と連携し、エネルギー・環

境教育から生物多様性の保全等の市民活動を支援します。 

エネルギー・環境情報センターでは、今後も引き続き当

協会の公益事業の一環として、小学生等の次世代層を対象

としたエネルギー・環境教育の企画運営、事業者の省エネ

ルギーの支援、地元有志による生態系保全活動の支援等を

行うことにより、市民啓発事業や環境保全等、社会貢献を

推進していく考えです。 

参考文献 

1） エネルギー基本計画 政府原案, 経済産業省資源エ

ネルギー庁ホームページ （2014/2）． 
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役 員 名 簿 
理事・監事                             （平成２６年６月３０日現在） 

役 職 名 氏 名 所 属 
理 事 長 

 

持 田  勲 工学博士 九州大学名誉教授 全国石油協会会長 

 副 理 事 長 川 野  田 實 夫 大分大学名誉教授 
副 理 事 長 橋 本  利 巳 前福岡県福祉労働部理事 
副 理 事 長 

 

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 浅 野  直 人 福岡大学名誉教授 福岡大学法科大学院特任教授 
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 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 野  市 郎 甲野公認会計士事務所（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 北九州市立大学名誉教授 

 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教授 

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（地球環境システム工学部門） 
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編 集 後 記 
 

気象庁によると、6 月初めに九州は梅雨入りしました。

また、今年はエルニーニョ現象の発生も予測されており、

日本では冷夏になるといわれています。海水温の分布変

化は地球全体の大気の流れにも影響を及ぼし、この時期

に日本では大陸からの熱波により北海道で過去最高気温

を記録するなど、今後の異常気象の予感さえします。地

球環境の変化は様々な要因によって引き起こされており、

エルニーニョ現象と地球温暖化の関連性は明確でないも

のの、その可能性は否定できないともされています。 

地球環境や地域環境など人類の活動を取り巻くあら

ゆる環境を昔の状態に戻すことはできませんが、次世代

へ確実に手渡していくためには、今、私たちは正しい環

境への接し方を考えなければなりません。 

当協会会報の環境管理第 43 号では、環境問題へのア

プローチ方法や、環境問題の解決を目指した各分野にお

ける基礎研究や応用研究について、多くの方々にご寄稿

を頂きました。 

本号の「巻頭言」では九州大学総長の有川節夫先生に、

九州大学における環境問題への取り組み内容をご紹介頂

きました。大学では、特に東アジアにおける「越境する

環境問題」に対応して、いち早く国際的な研究活動や交

流を実践されています。また、エネルギー研究において

もカーボンニュートラルの実現へ向けた様々な研究が、

組織的に取り組まれています。産官学共同研究など、当

協会の今後の社会貢献への方向性検討の参考になること

と思います。 

「総説」では、金沢大学・環日本海域環境研究センタ

ーの山本政儀先生にご寄稿いただきました。チェルノブ

イリや福島の原発事故、世界の核実験、燃料再処理など

をテーマとした放射能に関する山本先生のこれまでの研

究内容やそれらにまつわる当時の出来事を総括された、

非常に読み応えのある、また、当協会の放射能測定業務

の参考となる内容をご紹介いただきました。 

「論説」では、九州大学応用力学研究所の柳哲雄先生

にご寄稿いただきました。今後の沿岸海域研究の方向性

を”里海論”として論理立て・体系化され、さらに、”Satoumi

論”として国際的に発信されています。海域環境を単に保

全するだけではなく、人手を加えることにより環境質を

高め、生物多様性と生産性の向上に貢献するという考え

方は、沿岸海洋学をご専門とする柳先生が、シミュレー

ション結果などを示され定量的にわかりやすく「里海論」、

「里海創生論」として著わしておられます。 

「特別寄稿論文」としては、九州大学先導物質研究所

の宮脇仁先生、北九州市立自然史・歴史博物館の下村通

誉先生からご寄稿いただきました。宮脇先生には、生活

環境改善を目的とした活性炭吸着材、活性炭複合材の開

発に係る研究成果を紹介していただきました。ホルムア

ルデヒドによるシックハウス症候群などの汚染物質の除

去は、私たちの生活に最も密着した課題であり、本研究

の成果の実用化が待たれるところです。一方、下村先生

には、私たち人類に対して環境変化の警鐘をならすべく

生息する水圏隠蔽環境の小型甲殻類について、生物分類

学的視点からご紹介いただきました。このような生物は、

環境変化を敏感に感知するバイオセンサーとして、環境

解析を進めるうえで重要な役割を果たすものと考えます。 

 また、当協会では、自主研究として毎年研究課題を設

定し、環境問題解決のための技術開発や解析を進めてお

ります。そのうち、本号では「研究報告」として 8 編を

掲載しました。水域環境問題、エネルギー環境問題、生

物の保全、燃料問題など、いずれも社会的に重要な課題

に対応した研究で、今後は実社会での適用に向けた検討

を進めていく予定です。 

 このほか、「業務報告」として、当協会が行っている普

及啓発を目的とする公益事業の、「地球温暖化防止センタ

ー」、「エコアクション 21 地域事務局」、「エネルギー・環

境情報センター」の活動内容を紹介いたしました。 

 

 最後に、お忙しい中ご寄稿いただいた先生方と職員の

皆様にあらためて感謝申し上げます。 

（編集担当：中嶋） 
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