
 
 

＿＿＿＿ 目 次 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_     

巻 頭 言 

 福岡工業大学における環境問題への取組み ･････････････････････････････････ 下村 輝夫 ･･････ 1 

論  説 

 赤潮被害軽減策と発生のシナリオ ･････････････････････････････････････････ 本城 凡夫 ･･････ 4 

 鍾乳石からひとと自然の関わりを紐解く ････････････････････････････････ 吉村 和久 ･･････     16 

特別寄稿論文  

 テンの糞を用いた大規模工事の影響評価 ･･････････ 荒井 秋晴・田悟 和巳・足立 高行 ･･････     29 

 小学校室内の大気およびダストを介した児童の化学物質暴露  

 ････････････････ 上野 大介・溝内 重和・市場 正良 ･･････     39 

理事長退任挨拶 

 理事長退任にあたって～協会の将来展望への期待～ ････････････････････････ 持田  勲 ･･････     47 

理事長就任挨拶 

 環境問題の雑感 ････････････････････････････････････････････････････････ 百島 則幸 ･･････     50 

研究報告 

 福島県における大気水蒸気と雨水のトリチウム濃度（2013・2014年）  

････････････････ 田籠 久也・玉利 俊哉・川村 秀久 ･･････     52 

野外の高温暴露験によるアサリ稚貝の高温耐性の検証 ･･････････････････････ 道山 晶子 ･･････     55 

 環境 DNA 分析におけるプライマー設計 ･･･････････････････････････････････ 大井 和之 ･･････     60 

 アオコ原因生物の生態と対策技術の現状 

 ････････････････ 高比良 光治・城内 智行・柳 健太郎・末津 和典 ･･････     67 

 水生昆虫の生息場としての湿地の評価 ････････････････････････････････････ 城島  健 ･･････     77 

 油試料における MALDI-TOF-MS法による分子組成の解析 

 ････････････････ 山中 潤二・上田 守男・天日 美薫 ･･････     82 

 ストロンチウム 90分析法の改善に向けた検討～水酸化物沈殿分離法とチェレンコフ光測定法について 

 ････････････････ 川崎 伸夫・玉利 俊哉 ･･････     87 



 
 

業務報告 

 エコアクション２１地域事務局・ECO-KEEA（エコケア）九環協の取組 ･･･････ 永津 龍一 ･･････     93 

 福岡県地球温暖化防止活動推進センターの主な活動実績と活動方針について ･･･ 松崎 良勇 ･･････     95 

 エネルギー・環境情報センターの現状と今後の活動 ･････････････････････････ 大平  裕 ･･････     98 

役員名簿 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････    101 

編集後記 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････    102 

 



 

1 
 

＿＿＿＿ 巻 頭 言 ＿   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

 

福岡工業大学における環境問題への取組み 

  

福岡工業大学長 下村 輝夫  
 

はじめに 

 気候変動に関する政府間パネル（ IPCC : Intergovern- 

mental Panel on Climate Change）第 5次評価報告書（2013

年、文部科学省他）によると、地球温暖化、異常気象な

どに対する人為的影響は、大気と海洋の温暖化、世界の

水資源の変化、雪氷の減少、世界平均海面水位の上昇、

及びいくつかの気候の極端な変化において検出されてい

る。人間活動による影響が 20世紀半ば以降に観測された

温暖化の支配的な原因であった可能性が極めて高い。そ

れゆえに人類が自然と人間の関係はどうあるべきかにつ

いて問い直さなければならない時期が到来している。21

世紀は正しくこのような時期であり、「環境の世紀」と唱

えられている。 

社会環境学部の設置 

 環境問題はその原因や影響が広範にわたり、複雑な利

害関係を内包していることから、その解決にあたっては、

従来の自然科学的アプローチだけではなく、人の価値観

や企業活動のパラダイムの転換、さらにそれを可能にす

る経済社会システムの構築といった人文・社会科学的な

アプローチが欠かせない。 

 本学ではいち早くそのことを認識し、2001年 4月に人

文・社会科学の立場から環境問題を主要なテーマとする

文系学部として社会環境学部を開設した。当初このよう

な名称の学部は全国的にみても福岡工業大学以外にはな

く、類似の名称の学部の先駆けとなった。社会環境学部

では設立当初から教員と学生が共同で環境活動に取り組

んでいる。 

 本学では、従来から教育目標として、工学部では「こ

れからの“ものづくり”を担う創造力優れた技術者」の育

成、情報工学部では「高度情報社会を担う問題解決力に

優れた技術者」の育成を掲げてきており、社会環境学部

が「環境問題の解決に貢献できる実践型の人材」の育成

を掲げることにより、「モノづくり、環境、情報」という

トライアングルを構築し、便利で豊かな、しかも地球に

優しい環境調和型社会を目指している。 

環境方針 

 社会環境学部では、2003年度に ISO14001環境マネジ

メントシステムの認証を取得し、そのシステムに則って

定めた「環境方針」の下で、教職員の環境教育、環境研

究、学生による環境活動などの環境活動が行われてきた。

具体的には教員等が行う文具等の購入に際してのグリー

ン購入、レジ袋削減を目的とした学内リユースバッグ（通

称 ISOバッグ、学生が回収）の導入、学生発案によるス

ケルトンゴミ箱（中が見えることによる分別徹底ゴミ箱）、

省エネリサイクルキャンペーン、学内キャンパスクリー

ンディへの参加、大学間の環境交流活動、地域貢献活動、

等々が盛んに行われた。それらの活動は一部全学的にも

展開されている。 
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 2015年には、ISO14001環境マネジメントシステムか

ら離れて新たな環境活動を取り組むために、次のように

環境方針を改訂し公表した。 

 この方針に則って、今後更に環境活動を展開していく

こととしている。 

1．福岡工業大学社会環境学部は、地球環境の保全が

21世紀の最重要課題の一つであるという認識のも

とに、キャンパス内のすべての活動が環境と調和

するように十分配慮し、環境への意識・思考力・

実践力を高めるための環境教育・研究を推進する。 

2．学部教職員は、学生および他学部教職員・学内の

関連企業の協力を得て環境負荷を低減し、持続可

能な社会の実現に貢献する。また、地域や他大学

等との協働作業を含む実践活動を積極的に展開し

社会への貢献を図る。 

3．研究・教育の成果を含むこれら諸活動の成果を定

期的に公表する。 

環境科学研究所と社会環境学研究科の設立 

 一方、持続可能な循環型社会を構築するため、温室効

果ガス排出削減、省エネ技術の開発や、バイオマスエネ

ルギーの利用など、先進的な環境保全技術があるにもか

かわらず、その普及と推進が容易ではない。環境に関わ

る諸問題は利害関係者として国、自治体、学校、企業、

NPO、地域住民などがあり、人々や団体は各自の立場か

ら環境問題に対して行動しているからである。それらの

問題の解決に向けては多様な研究分野からのアプローチ

が必要であり、その解明のために、2005年に学内に環境

科学研究所を設立した。研究課題としては地球環境、自

然環境、社会環境、地域環境、人間環境などの領域に渡

って、幅広く行われてきた。 

 しかし、これらの環境問題に対して社会に貢献できる

環境感性の高い人材育成は十分ではない。この問題を解

決する道の一つとして、専門の大学院を設置し、学生に

高度な知識を身に付けさせ、実際の環境問題に対して、

検討し、調査で明らかにして最適な解決案を見いだすプ

ロセス、つまり、実践を通して問題の解決能力を養うこ

とが考えられる。このことから、本学は、既設の社会環

境学部における教育研究の成果を基に、より高度で専門

的な内容の教育・研究を行うことによって、理論的な知

識、能力に加え実務応用能力を兼ね備えたハイレベルな

職業人養成を目的として、2007年 4月に大学院社会環境

学研究科修士課程を開設した。2010年には、環境・新資

源・新エネルギーをテーマとした課題が文部科学省の「平

成 20年度戦略的大学連携支援事業」に採択され、４大学

（福岡工業大学（代表校）、九州大学、西南学院大学、福

岡女子大学）は「国公私立大コンソーシアム・福岡」を

結成し、共同大学院研究科が設置され、環境・新資源の

分野における教育水準の更なる高度化及び教育活動の質

保証に貢献してきた。 

社会環境学部の新たな環境活動 

 新たな環境活動は、環境教育活動、環境研究活動、社

会貢献活動の 3つに分けられる。学部の社会的責任とし

ては環境活動に限らず、社会に役に立つ人材の育成、学

生のキャリア形成、就職率の向上、地域貢献などの取組

を重点に置く。組織的には、教育の面では学部の FDを

推進する部会の PDCAサイクルを用いて、運営の面では

学内のマスタープランによる PDCAサイクル、及び大学

第三者評価機構による PDCAサイクルを用いて運用して

いく。 

 具体的な活動として、 

1．学生に対する環境教育及び学生の環境意識の向上 

環境活動学生組織「えこ FIT」 
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2．教職員の環境に関する意識改革と具体的行動の進

展 

3．学生による環境活動による、学生のコミュニケーシ

ョン能力の育成 

4．科学研究費の取得をはじめとする環境研究の推進、

環境共生フォーラムへの参加 

5．高大連携活動、地域環境協力 

6．教養ゼミ教材、SPI試験教材、アクティブラーニン

グの導入等の FD推進 

7．環境マインドを持った卒業生の輩出、就職率の向上 

8．年度環境報告書の作成 

 これらの成果は、毎年度社会環境学部の教育・研究・

社会貢献活動を内容とする環境報告書の作成を通して公

開することとしている。 

 

環境分野における国公私立３大学の連携 

 このような環境活動の活発化に伴い、九州地域の環境

活動も活発化されている。長崎大学と福岡工業大学との

間における「大学連携ビオトープ交流会」、長崎大学と熊

本県立大学ほかとの間における「環境科学に関する合同

研究発表会」、熊本県立大学と福岡工業大学間における

「不知火海・球磨川流域圏学会における研究交流」等、3

大学の教員間及び学生の間では個別に交流がなされてい

た。 

 それをより活発化させるために、2014年 12月 4日に

長崎大学、熊本県立大学及び本学の 3大学が環境分野に

おける連携協定締結した。その協定に基づく研究交流の

一環として、2015年 2月には熊本県立大学においてポス

ターセッションによる研究発表及び環境共生フォーラム

が開催された。本学からはポスターセッションやフォー

ラムのパネルディスカッションに研究者が参加し、3大

学連携による環境研究活動の一層の推進に尽力している。 

 以上、本学における環境教育活動、環境研究活動、地

域貢献活動について簡単に紹介したが、大学のメインテ

ーマが教育である以上、地球に優しい環境調和型社会の

構築は何よりも環境意識、環境感性の高い人材を育成す

ることだと考えている。今後も、本学では環境感性の高

い「社会人基礎力（Generic Skills）」を有する人材育成（輩

出）を目指して努力していきたい。  

 

 

「日本生態系協会会長賞」を授与された 
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赤潮被害軽減策と発生のシナリオ 

  

香川大学瀬戸内圏研究センター 特任教授 本城 凡夫  

 
赤潮は主として浮遊性微細藻類による海水の変色現象

である。赤潮は昔から発生していて、最初の記載は、731

年（奈良時代初期）の「紀伊国阿氐郡海水変如血 色経

五日乃復」である。また、1234 年（鎌倉時代後期）の記

録には「海水入淀河色殷黒魚多死、食魚者亦死」とあり、

これは赤潮関係で人が死亡した初見事例である。これら

は大日本史（義公生誕三百年記念会 1928 を参照した）

に昔の珍しい現象として扱われているが、鎌倉時代以降、

赤潮の記録は途絶える。戦乱期に入ったためであろうか。

また、江戸時代になると、大土木工事で東京湾に流れ込

んでいた利根川が外房の銚子の方へ流れるようになり、

かつ江戸は次第に大都市に変貌するので東京湾には栄養

物質が流れ込み、赤潮が発生するようになって、特別に

記録として残すほどの珍しい現象ではなくなったのかも

しれない。しかし、1890 年代（明治中期）に、英虞湾で

真珠養殖が始まり、籠網に入れて沈めていたアコヤガイ

が赤潮によって全滅する事態が生じ、今度は恐怖の現象

として注目されるようになった。 

時代は下がって 1970 年代に瀬戸内海の富栄養化に伴

って有害赤潮が多発し、商業的展開が活発になっていた

魚類養殖に深刻な被害が発生するようになったことは周

知の通りである。この富栄養化も 1980 年代後半に入ると

改善に向かい、現在までに瀬戸内海における赤潮発生件

数は盛期の 1/3 まで減少した。にもかかわらず、豊後水

道海域、九州の北西部海域などで大きな被害が今もなお

続発している。水産分野における赤潮研究の目標は被害

の軽減に資することにある。そこで、これまでに開発さ

れてきた赤潮被害軽減技術を紹介し、その後に、現時点

で構成できる主要な赤潮生物の発生シナリオについて解

説したい。 

 

赤潮被害軽減策 

被害軽減策には発生した赤潮から魚介類を直接的に守

る方法と発生を予察して被害を軽減する方法がある。こ

れらを分けて説明する。 

（発生した赤潮から魚介類を直接的に守る方法） 

我が国で最初に被害防止技術開発までたどり着いたの

は御木本真珠グループである。御木本幸吉は、先述した

ように浜揚げ時期である冬に頻発する Karenia mikimotoi

（カレニア）赤潮の発生に恐怖を抱き、東京大学理学部

から農商務省水産局に就職していた西川藤吉を娘婿に迎

え入れ、東京大学理学部を卒業した甥の尾田方七も加え

て、真珠生産技術向上の他に赤潮被害の原因と防止対策

にも傾注させ、硫酸銅散布の実践に至っている（尾田

1935）。硫酸銅散布は東京大学理学部谷津直秀教授の発案

指導の下で五ヶ所湾木谷浦において実践されたが、これ

は昭和初期のことであり、現今の環境保全政策の立場か

らとても容認できる技術ではない。 

我が国において、本格的な赤潮の研究は 1960 年代に始

まり、今日に至るが、その間に開発され、実践されてい

る被害防止技術として、１）イケスの避難（移動に時間

を要する、海域移動と借料でコストが高い）、２）大型小

割イケス（大規模赤潮では限界あり）、３）絶食（大規模

赤潮では限界あり）、４）活性粘土（日本は入来モンモロ

ロナイト、韓国は赤土粘土）の散布（生物によって効果

が異なる）を挙げることができる。１）から４）までの

技術には（）の中に記載しているような短所もあるので、

実施に際しては適切な策の選択が必要でもある。残念な

がら、長い間、これら以外の実践的な技術は開発されな
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かった。最近になって、ようやく貝リンガルによる赤潮

監視とブリの早期出荷技術が開発されたので以下に紹介

する。 

渦鞭毛藻カレニアやラフィド藻シャットネラ属の

Chattonella antiquaと C. marina（両種を含めてシャット

ネラ）も貝類をへい死させることもあるが、渦鞭毛藻

Heterocapsa. circularisquama（ヘテロカプサ）は、貝類に

対し特別に甚大な被害をもたらす。ヘテロカプサの恐怖

は、着色が全く認められない低い栄養細胞密度（約 50

細胞/ml）から二枚貝の摂餌活動や呼吸活動などに悪影響

が現れ、その密度が長期に持続しただけで衰弱やへい死

が生じることにある。さらに、数 1000 細胞/mlの高細胞

密度に達すると、僅か 1～2日で貝をへい死に至らしめて

しまう強い毒性を有する（Nagai et al.1996, 2000）。その

ため、ヘテロカプサ赤潮から養殖貝の被害を確実に防ぐ

には、赤潮が発生していない海域へと養殖貝を避難する

ことである。しかし、ヘテロカプサが殻体内部に入り込

むと紡錘形の遊泳細胞は運動を停止して一時的に耐久性

のある非遊泳細胞に形態変化し、赤潮時であれば大量の

球形細胞が貝の中に潜む。これらの貝が運搬先で新鮮な

海水に浸されると、球形細胞は数日以内に再び紡錘形の

遊泳細胞に戻って泳ぎ出し、新たな海域で赤潮を形成す

るようになる（図１）。従って、本種赤潮による被害軽減

を図るには、出現を早期に検知し、偽糞として排出でき

るほどに低い細胞密度の段階で出現をキャッチして、養

殖貝を赤潮発生海域から避難するなどの対応が必要であ

る。こうした状況下で、発生の初期段階からヘテロカプ

サの増殖を監視することができる装置、貝リンガル

（Nagai et al. 2005, 図２）が考案され、その結果、英虞

湾での本種による被害は激減している。貝リンガルは 10 

細胞/mlから確実にヘテロカプサの出現をキャッチし（図

３）、海中の状況を陸上にリアルタイムで送信できるすぐ

れた装置である。英虞湾では、発生初期の段階ではトラ

ックや船輸送で他の湾に避難し、細胞密度が高くなると

浅吊りといった垂下水深の調整や湾口に避難する措置を

採ることで、被害と分布拡大の防止に成功している。ご

く最近になって、貝リンガルはヘテロカプサ以外の赤潮

生物出現の監視にも適用できることが判ってきている。 

最近、水産総合研究センターはブリの完全養殖に成功 

図１ ヘテロカプサの細胞形態変化と形態回復過程 

 

図２ 貝リンガル装置の概要（右：ホール素子センサーと磁石の取り付けおよびホール素子センサーのサイズ、 
   左：貝からパソコンまでの殻体運動情報の発信・受信過程）ホール素子には電流が流れていて、電流に磁力 
   が作用すると磁力の強さに応じて電圧が発生する。殻を閉じるとホール素子への磁力が強くなり、発生電圧 
   が高くなる。生じた電圧の変化は海上の観測装置に記録され、陸上に送られる。 
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図３ アコヤガイの殻体運動 

実験には 6個体のアコヤガイを使用した。対照では異常な波形は認められないが、 
10 細胞/ml 暴露では 4個のアコヤガイで独特の異常波形（赤で囲った部分）が現れた。 
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した。これにより、３ヶ月早く採卵して得た稚魚を、冬

期に暖かい種子島で越冬させ、それを春に鹿児島県八代

海の漁場に移して飼育を開始する。小さいサイズはシャ

ットネラ赤潮に比較的耐性があるので、これで赤潮期を

乗り越え、翌年の６月には出荷サイズとなるので、次の

赤潮発生期前に販売することができるようになった。こ 

の技術は赤潮に悩まされ続けてきたブリ養殖業界に朗報

をもたらしている。 

最も大きな被害を与えてきたシャットネラ赤潮による

ハマチのへい死に関して、香川大学や長崎大学で集中的

な研究がなされてきたが、それでもハマチのへい死メカ

ニズムの研究成果は必ずしも一致をみていない。今のと

ころ、シャットネラ細胞が産出する活性酸素が関連して

いる可能性、ハマチの鰓が壊れて、鰓に粘液が詰り、酸

素が入らなくなって窒息死するという一連のシナリオが

想定されている（図４）。しかし、同じ魚種でも魚体サイ

ズによって鰓への影響の度合いが異なること、甲殻類、

貝類および魚とでは被害の受け方が異なること、さらに

は現場赤潮の同一細胞群から分離された細胞でも強毒と

弱毒の差があることなどが判っている。今後、確立され

た強・弱毒クローン株を用いて、適した試験検体を選び、

これまで死亡に関係していると考えられてきた鰓周辺と

体内の諸現象を含めて、基本に立ち戻ると共に、最新の

医学技術を活用することによる魚介類へい死メカニズム

の検証を希望したい。 

一方、ヘテロカプサによる貝類のへい死メカニズムは

かなり解明されている。ヘテロカプサ細胞が貝の鰓や外

套膜に接触すると、鰓と外套膜が収縮し、貝柱の収縮に

伴って激しい殻の開閉運動が生じ、蓄積エネルギーを消

耗する。その後、心臓拍動が停止して死亡する（Nagai, et 

al. 1996）。さらにヘテロカプサの培養細胞を予め細胞運

動が停止しない程度の濃度で界面活性剤処理し、処理し

た細胞を貝に暴露すると、貝の殻体異常運動は起こらず、

細胞は貝に摂食されるようになる。この時に使用した界

面活性剤はタンパク質を変性させる作用を有しているこ

とから、細胞表面に存在するタンパク質系の物質が貝の

拒否反応や死亡経過に強く関係していることを示唆して

いる（Matsuyama et al. 1997、松山幸彦 2001、図５）。残

念ながら、細胞表面の有毒物質本体の特定と毒性伝達経

路の証明はなされていないので、まだ解毒や減感作も含

めた被害軽減のための技術開発には至っていない。 

魚介類へい死メカニズムの解明は、水産生物の体内部

から赤潮への耐性を高めることにより、影響を軽微にす

るという画期的な被害防止技術の開発に関わってくる新

 

図４ シャットネラによるハマチへい死メカニズムの想定図 
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規性のある研究課題でもあり、今後の成果が待たれると

ころである。 

（赤潮発生予察から守る方法） 

東部瀬戸内海の播磨灘において、大きな水産被害を与

えてきたシャットネラ赤潮の中・長期及び短期予察シス

テムの確立試験が、1986年に水産庁の委託予算で実施さ

れ、14年間に亘るデータを用いて、下記する５つの予察

指標（西風指数と黒潮流路、播磨灘 20m層塩分イソプレ

ットパタ－ン、明石の水温・塩分、播磨灘の鉛直安定度

と底層水温、紀伊水道水温分布）が抽出された。これら

に使われるデータの期間は指標毎に異なり、赤潮発生期

から半年ほど早い時期の判定指標も含まれる。これらの

指標の中で、発生と判別された指標が３つを超えると、

その年は発生年であると予測する（図６）。この技術の的

中確率は９割５分であり、高精度のシャットネラ赤潮予

察システムが確立されたことになる。発生指標の示す内

容は次のように要約できる。冬の西風が弱い、冬に黒潮

流路が離岸して暖かい外海水が流入する（西風指数・黒

潮流路）、冬から初春に備讃瀬戸からの冷たい低塩分水塊

が播磨灘に張り出さない（イソプレットパターン）、春か

ら初夏の明石海峡の水温と塩分が高い（明石の水温・塩

分）、7月に暖かい高塩分海水が紀伊水道から灘に流入す

る（紀伊水道水温分布）、7月に灘中央部の水温が高く鉛

直密度差が小さい（鉛直安定度・底層水温）、このような

年にシャットネラ赤潮が発生する。 

最近、瀬戸内海区水産研究所は八代海におけるシャッ

トネラ赤潮に対して、冬の気温が高くて、梅雨入りの遅

い年に大規模な赤潮が発生するという予察手法を開発し

た（Onitsuka et al. 2015、図７）。播磨灘と八代海で開発

されたふたつの発生予察で、冬季から春季までの水温が

 

図５ ヘテロカプサによる貝のへい死メカニズムの想定図 

図６ 播磨灘におけるシャットネラ発生予察手法 
  （発生指標は発生と判定された個々の手法の総合
   評価点を示す。） 



 

9 
 

共通して高いという点に注目しなければならない。しか

し、有明海にこの予察手法は適用できないようである。

おそらく、冬の高い気温の影響を持続できるある程度深

い内湾にのみ適用できる手法ではないかと思われる。 

次に、五ヶ所湾と宇和海におけるカレニアの発生予察

を紹介する。五ヶ所湾における６年間のカレニアの毎週

の調査から、1 細胞/ml で出現する時期（発生初期）は

冬の平均水温が高ければ早く、水温が低ければ遅れると

いう関係が見出された（Honjo et al. 1991、 図８）。また、

赤潮発生（1000 細胞/ml）の時期は発生初期からほぼ一

か月後であった。この関係は他の海域にも適用される可

能性があり、ある程度普遍性のある予察手法であるとし

て発表された。その後も同様の調査が５年間継続して実

施された。しかし、その間に赤潮の発生はなく、発生初

期と冬季の平均水温との関係も崩れた（内田・他 2001）。

この相関の崩れは直進・蛇行といった黒潮軸の変化に伴

う五ヶ所湾海水交換の変化とシストを形成しないカレニ

ア細胞の湾外への損失に起因しているのではないかと推

 

図７ 八代海おけるシャットネラ赤潮の発生と冬～春の気温・梅雨入り時期の関係（1988～2014） 
       水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所 鬼塚 剛博士提供 
 

 
図８ 五ヶ所湾における冬（1月から 3月）の平均水温（縦軸）と 1 細胞/ml を超える月日（実線）および 

     1000 細胞/ml を超える月日（点線）との関係
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測されている。 

一方、愛媛県宇和海岩松湾で８年間にわたるカレニア

細胞数の頻度高い調査が愛媛県水産試験場によって実施

された。その結果、カレニアの初確認日は、冬から春に

かけての 18.5℃より低い積算温度値との間に最も高い相

関が得られた。 基準水温 18.5℃より低い積算水温値が高

いということは寒い冬を意味する。そして、積算値が高

いとその年の初確認日は遅く、低いと早いという関係は、

五ヶ所湾で開発された予察技術を支持している。 

いずれにしても、シャットネラ赤潮の発生規模やカレ

ニアの出現時期の確率の高い長期予察技術が確立されて

きていることは評価に値するし、異なった海域で異なる

赤潮生物でありながら、冬から春にかけての水温が高い

という共通の環境指標で予察技術が開発されていること

に注目しなければならない。 

 

赤潮発生のシナリオ 

赤潮は、広域に発生し、表面に縞状に形成されること

が多く、種類によっては昼間に中層で薄く形成され、夕

方から真夜中までに 20m 以上も下方へ移動をすること

がある。また、赤潮生物は、赤潮を形成する湾や灘だけ

でなくその隣接海域にも分布しており、発生海域によっ

ては細胞の出入りが自由であり、魚介類の運搬によって

も分布を拡大することがある。さらに、赤潮水塊は流れ

て別の海域へ移動するので、細胞密度の変動を精度高く

把握することが難しく、赤潮発生過程の追跡はとても困

難である。こうした複雑な生物と環境の事項が絡んでい

るので、新しい調査器具などを駆使できるようになって

きても赤潮発生シナリオの組み立ては思った以上に遅れ

ている。 

赤潮の発生に関する研究は、シストの発芽、細胞分裂、

他種生物との出現関係、環境の栄養状態と栄養摂取様式

など、発生の少し前から盛期までに集中して行われてき

た。しかし、冬の水温や梅雨入りといった長期・中期の

発生予察技術の高い精度は被害の軽減に貢献するだけで

なく、赤潮が発生するかなり前の発生環境の特徴を示し

ており、発生に向けての準備段階が赤潮発生に強く関係

していることを忘れてはならない。上記、シャットネラ

の赤潮発生予察に関係する研究成果は、赤潮が形成され

る前の高い水温が発生に関係し、しかも水温と梅雨入り

のタイミングを考慮すると発生規模の大きさも的中でき

ることを示している。一方、カレニアでの成果は、冬季

水温の高低が初期出現のタイミングと関係していること

を示している。 

以下に、わが国で大きな被害を与えているシャットネ

ラとカレニアの発生シナリオについて紹介したい。 

（シャットネラ） 

瀬戸内海におけるシャットネラの赤潮はかつて大きな

被害を与えたが、1980年代に入って富栄養化の改善に伴

い発生件数は極端に減少した。すなわち、本種は高い栄

養塩濃度を有する海域で発生する傾向にあり、今では、

有明海や八代海で大きな被害を起こしている。シャット

ネラはシストを形成して泥の中で越冬する。水温が 15℃

以上に上昇すると、シストから小型細胞（約 30 μm）

が発芽し、細胞サイズは変わらずにDNA含量が倍加し、

その後、大きな栄養細胞（50～130 μm）に変化する。

この栄養細胞が夏季に細胞分裂を繰り返して赤潮を形成

するのである。赤潮を形成して海水中の栄養が欠乏する

と、大型細胞から小型細胞へと形態変化する。この時に

DNAは減少して半分量となり、無性的にシスト形成小型

細胞になり、細胞の形態はその後さらに変化して半円球

のシストになる（例えば Imai et al. 1989, 1991, Yamaguchi 

and Imai 1994）。これとは別に、Nakamura et al. (1990)お

よび Nakamura and Umemori.（1991）は、リン制限培地で

異なる細胞株を混合培養すると、大型の栄養細胞が 25～

35μmの小型細胞（配偶子）になり、形態の異なる小型

細胞が接合して三角型細胞（運動性接合子）を経て、シ

スト（休眠性接合子）に移行する有性生殖過程を報告し

た。さらに、Yamaguchi and Imai (1994)と同様に単一株培

養でも無性生殖でのシスト形成過程を確認している。こ

のことは本種が基本的に無性生殖でシストを形成するが、

異株接合による有性生殖も行っていることを強く示唆し

ている。近年、Demura et al.（2012）は、最新の遺伝子手

法（マイクロサテライト）で遺伝子座位が同質（無性生

殖）か異質（有性生殖）かを調べることによって、シャ

ットネラシストは無性・有性生殖のいずれによって形成
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されているのかの証明に挑戦したが、残念ながら、この

問題に明確な決着をつけることはできなかった。シャッ

トネラ生活環はまだ研究途上にある。 

ともあれ、シャットネラは、水温が 15℃以上に上昇す

ると発芽を開始するので、冬から春にかけての気温が高

ければ、海水も温められ、早くから栄養細胞が出現し、

細胞個体群の密度が高くなって、発生の準備は整い易く

なる。さらに、梅雨入りが遅いとその分だけ個体群密度

はさらに高くなり、梅雨入りで栄養が川から海へと入っ

てきて、その後に好天が続けば一気に赤潮を形成できる

のではないかというシナリオが Onitsuka et al.（2015）の

発生予察から想定できる。五ヶ所湾では塩分低下後の回

復期にシャットネラの増殖活力増大が観察されている

（Honjo 1987）。諫早湾でのシャットネラ赤潮の増殖開始

は、筑後川の出水に（中嶋・他. 2009）、八代海でも発生

直前の球磨川の出水（紫加田・他 2011）に呼応している

ことが報告されており、発生開始のタイミングが河川の

出水と強く関連し、そのことによって増殖活力が培われ

ているようである。ただ、出水後に珪藻類が赤潮を形成

することもあり、その際にはシャットネラの増殖は抑え

られることが多い。これには気象条件が関係していると

思われるが、十分に解明されていない。現場から得られ

ているシャットネラの高い増殖速度は 1日１回分裂程度

である。しかし、本種は 1日 2回分裂の潜在能力を有し

ていることが、現場の細胞を室内培養した実験で判って

おり（Honjo 1987）、細胞密度が低いときには、想像以上

に迅速に増殖している可能性はある。 

（カレニア） 

カレニアは播磨灘、五ヶ所湾、豊後水道、北部九州な

ど、比較的外洋の影響を受けている灘や水道内湾域に発

生する傾向にある。本種は一年を通して遊泳細胞で観察

できることから、シストを形成しないと考えられている

（Honjo et al. 1990）。また、異なる細胞株が混じってい

る室内培養で、配偶子を形成して接合する有性生殖過程

が観察されている。接合した細胞は大型であることを除

けば、栄養細胞と同じ形態であった（Ouchi et al. 1994）。

発生予察の項で説明したように、五ヶ所湾や宇和海の岩

松湾で、冬季の水温が高いほど本種の細胞は早くから観

察される。水温が高いと、冬季であっても栄養細胞の増

殖はゆっくりではあるけれども続くので、細胞密度が高

く維持され、春の水温上昇期に、その細胞密度を基礎に

して増殖が始まるために初期出現が早くなると考えられ

る。出現時期とは別に、発生前に降水があり、栄養が供

給されて、その後の日照不足が他の生物の発生を抑えて、

本種赤潮への増殖の引き金になるというシナリオが想定

されている。カレニアは日照不足の天候を好み、連続の

好天を好むシャットネラと対照的である。ところが、五

ヶ所湾などでは降水とは無関係に赤潮を形成することも

ある。シャットネラの下方への移動は 10m程度であるが、

カレニアは 6時間で 20ｍほど移動可能な日周鉛直移動能

を有する。しかも、カレニアは 2m から 5ｍの中層に昼

間とどまることが多く、これらの層から夕方に下降移動

を開始するので、五ヶ所湾の場合、多くの場所で底まで

到達することができる。おそらく、河川水による栄養供

給をあてにしないでも、泥の中の栄養分を十分に利用し

て増殖し、赤潮を形成していると思われる。 

御木本幸吉が真珠浜揚げ前の冬のカレニア赤潮発生に

恐怖を抱いたことは前述した。大正から昭和初期にかけ

て、英虞湾や五ヶ所湾で冬の赤潮は珍しい現象ではない

と記述されている（尾田 1935）。近年、冬のカレニア赤

潮の発生事例は少ないが、1980 年代に五ヶ所湾（1984

年 12 月下旬）と周防灘（1986 年 12 月初・中旬と 1987

年 1月上旬）で 2例の報告がある（寺田・他 1987、Honjo 

et al. 1990）。 

五ヶ所湾で 1989年 1月から 1991年 12月までの細胞密

度の変化を解析した杜多・他（1993）は、冬季における

カレニアの細胞密度の増加が水温と塩分から求めた増殖

速度と海水交換速度で再現できることを報告している。 

ここで、日周鉛直移動に触れたい。教科書には早朝か

ら昼までは光走性によって、夕方から夜にかけては重力

走性によって日周鉛直移動は生じていると説明されてい

る。これらの走性は明暗周期に先行して生じ、光のない

真夜中から上昇運動を開始することもある（Koizumi et al. 

1996、図９）。近年のシャットネラを用いた室内実験の結

果、夜間の UV-A～青色光（360～480 nm）の超微弱な光

照射（0.03 μmol m-2 s-1以上）で日周鉛直移動リズムが

変化する。すなわち、鉛直移動リズムは体内時計で制御
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されていていることが判明した（Shiakta et al. 2013）。移

動できる距離は生物の遊泳速度と関係しているはずであ

る。カレニアも同様のしくみで日周鉛直移動が制御され

ていることも明らかとなっている（Shikata et al. in press）

が、光走性と重力走性を生じさせる細胞内の機序はどの

ようなものなのか、いまだ不明である。 

カレニアの昼間の中層定位は不思議な現象として捉え

られてきた。大村湾で調査を行った飯塚・入江（1966）

および飯塚（1972）によって、本種は中層増殖性生物で

あると提唱され、五ヶ所湾では細胞密度が高くなるにつ

れて次第に中層から表面に定位するようになることが報

告された（Honjo et al. 1990）。発生初期から中期には中

層に定位しているので、本種の赤潮は突然湧いてくるよ

うに形成される。こうした生物独特の行動のため、餌止

めなど防止対策の予めの準備ができずに養殖業界は大き

な被害を受けでしまい、怖い赤潮であると恐れてきた（図

１０）。近年、クロロフィル水中連続測定機器の発達と精

力的な現場調査によって、本種が中層に非常に薄っぺら

に分布することが明瞭に観測できるようになってきた。

そして、この中層定位の水深は天候に左右され、日照時

間が短い日（曇または雨の日）は浅い層に、長い日（好

天の日）は深い層に定位すること、細胞密度が濃くなる

と全体的に上層に定位するようになるが、この定位は基

本的に紫外光や青色光を避けている現象であることが証

明され始めている（水産総合研究センター 瀬戸内海区

水産研究所 紫加田知幸博士 私信）。 

有明海奥部にカレニアやコクロディニウム赤潮はなぜ

発生しないのか、海域ごとに発生する有害赤潮生物が異

なるのはなぜなのか、今年はどの種類が赤潮を形成する

のかなどを科学的に説明できて、それぞれの生物の発生

が細かに予報できるようになるには、気象・海象要因だ

けでなく、過去から論議されてきた事項（海水交換速度、

生物間の栄養摂取競争、アレロパシー、必須栄養物質、

捕食など）を絡めた研究がさらに必要で、赤潮発生シナ

リオ完成に向けたハードルはまだかなり高いと感じてい

る。 

 

最後に、赤潮形成の生態学的意義について論じてみた

い。漁港など岸近くで赤潮を形成する Heterosigma 

akashiwo（ヘテロシグマ）の詳細な現場調査から、多数

のシスト（休眠胞子）の形成が赤潮盛期に観察されてい

る(Shikata et al.2008)。そして、70 m3容連続流屋外コンク

 

図９ 宇和海において観察されたカレニアの日周鉛直移動（Koizumi et al. 1996） 
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リートタンク（田端・本城 1983）や箱崎港に発生した昼

間の濃密なヘテロシグマ細胞個体群（赤潮）は多量の酸

性多糖を含む粘液を産生し（Honjo and Tabata 1985、

Yamasaki et al. 2009）、昼間、粘液に包まれた細胞群は海

水から隔離された状態になっている。海水の栄養物質は

枯渇し始め、粘液の中ではさらに栄養不足に陥るので、

これがスイッチとなって細胞は形態変化を起し、シスト

形成に向かうのではないであろうか。Lund and Reynolds

（1982）も淡水産渦鞭毛藻 Ceratium hirundinellaのシスト

生産を赤潮盛期に入ってすぐのタイミングで観察してい

る。表層での濃密な細胞の集まりは、シストの形成、す

なわち子孫を残すための重要な生態学的現象であるかも

しれない。浮遊性微細藻類の濃密な発生によって水色が

変化する現象に対し、英語ではBloomが適用されている。

通例では、 Blossom は実を結ぶ種子植物・果樹に、Bloom 

は観葉植物のような実を結ばない植物に用いられるのだ

そうである。赤潮は子孫を残す現象であるという考えを

持ち始めた私にとって、種子をつけない観葉植物と同じ

扱いとなるといささか気になるところである。 
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鍾乳石からひとと自然の関わりを紐解く 

  

九州大学名誉教授 吉村 和久  
 

 

１．はじめに 

 日本の国土の 68.6 %は森林でおおわれており、先進国

の中ではフィンランドに次いで高い森林率を誇る。湿潤

温帯気候の日本の国土では、仮に草原が存在していたと

しても、数十年の間に森へと遷移する。私たちの周りを

見渡すと、樹齢が千年を超えるような大木は極めて少な

いことに気づく。森林は維持されてきたにもかかわらず

大木が少ないのは、ひとと自然の関わりを反映するもの

である。そればかりでなく、国内各地に現存する草原の

ルーツは、先史時代、万葉集の時代にさかのぼり、人々

の暮らしの中で草原が維持管理されてきたことを物語っ

ている。日本の草原の面積は現在から 100年前の明治後

半には国土の 13%を占め、江戸時代にはもっと広い範囲

を占めていた 1)。 

 このようなひとと自然の関わりの歴史を先史時代にま

でさかのぼるには、遺跡から出土する木材、種子殻、炭

化種子、花粉などからの植物情報が利用される。有史時

代に関しては、植物情報以外に古文書や古絵図、場合に

よっては万葉集などの文芸作品が有力な情報源となる 1)。

ところで、鍾乳石は陸域の古環境記録データベースとし

て注目を浴びてきた。とくに、Wangら 2)が中国の複数の

石灰洞から採取した鍾乳石、特に石筍の酸素同位体比の

変化から過去約 22 万年間のアジアモンスーンの強度変

化を復元して以降、鍾乳石を用いた研究はますます盛ん

になってきた 3)。私たちは、長年にわたってカルスト地

域の物質循環の解明に携わってきたが、石筍の年縞を蛍

光顕微鏡下で計数することにより、従来の放射性同位体

を用いた手法よりも簡便な絶対年代測定法を確立した 4)。

この方法は、現在成長中の石筍を用いなければならない

制約はあるものの、比較的新しい時代の情報復元に適し

ており、石筍の不純物濃度や安定同位体比から土地利用、

植生変遷などの情報の抽出が可能であることを明らかに

してきた 5)。ここでは、私たちの調査研究成果をもとに、

ひとと自然の関わりの歴史を、とくに植生変遷と関連付

けて紐解いてみたい。 

 

２．鍾乳石に保存される情報 

 鍾乳石を使って過去の植生情報を復元するためには、

まず、鍾乳石の形成過程を理解しておくことが重要であ

る。石灰岩地域にはカルスト地形が発達する。地下に胚

胎する鍾乳洞もカルスト地形の一つである。二酸化炭素

を含む水に対する石灰岩の溶解性は高く、(1)式に従って

溶食が進行する。石灰岩の主成分である炭酸カルシウム

の溶解度は二酸化炭素濃度の三乗根に比例し、(1)式の進

行方向を決めるのは二酸化炭素濃度である 6)。 

 CaCO3 + H2O + CO2 ⇌ Ca2++ 2HCO3-       (1) 

すなわち、降雨が地下に浸透する際に 1 vol%以上にも及

ぶ土壌層の高濃度の二酸化炭素を受け取り、それが石灰

岩を溶解する。このような水が滴下水となって洞窟に現

れると、洞窟空間の二酸化炭素濃度は 0.1 vol%程度と土

壌層よりも低いために、(1)式が左に進み方解石として沈

殿する（図１）。その際に、水に含まれた微量成分や同位

体が鍾乳石（石筍）中に取り込まれる。したがって、鍾

乳石に含まれる微量元素濃度や安定同位体比を用いると、

鍾乳石が生成した当時の環境情報を抽出することができ

る。 

 温帯湿潤気候の地域において仮に裸地があったとする。

最初に侵入するのは草本で、1 年草から始まってイネ科

やマメ科などの多年草が優占種の草原へと変化する。土

地が肥えてくると、幼苗が育つには多くの光を必要とす

るアカマツやコナラなど陽樹とよばれる木本が成長を始
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める。陽樹が繁茂すると林床は光量不足となり、このよ

うな条件でも幼苗が育つシイ類、カシ類、ブナなどの陰

樹と交代し、最終的に安定な森（極相林）が完成する 7)。

極相の森においては、植物バイオマスはほぼ一定に保た

れる。したがって、森林内の物質循環は定常状態とみな

すことができ、水（表流水および地下水）を通じて森林

外に出ていく物質のフラックスは、フォールアウトおよ

び化学風化に起因して森林内に供給されるフラックスと

等しくなる。Koga & Yoshimuraは、土石流の起きた山地

渓流水中のリン酸イオン濃度が隣接する健全地域の渓流

水よりも高くなることを報告している 8)。土石流に伴い

バイオマスが減少し利用されなくなったリン酸イオンが

一時的に渓流水に流出したためである。それでは、森林

が草原に人為的に改変がなされた場合、物質循環はどの

ようになるであろうか。マグネシウムイオンを例にとる

と、クロロフィルはポルフィン環の中心部にマグネシウ

ムイオンが結合した化合物であるため、バイオマスが減

少すれば、クロロフィルとして固定されるマグネシウム

量が減少して、利用されないマグネシウムは森林外に出

ていくことになる（図２）。逆に、バイオマスが増加を続

ける成長中の森の場合は、流域外に出ていくマグネシウ

ム量は少なくなるはずである。このような植生変化は滴

下水中のマグネシウムイオン濃度を変化させる。ところ

で、滴下水に含まれるマグネシウムイオンの一部は炭酸

塩中でカルシウムイオンと(2)式で示されるイオン交換

反応によって置き換わる 9)。 

 Mg2+(aq) + Ca2+(s) ⇌ Ca2+(aq) + Mg2+(s)  

            (aq)：水溶液；(s)：石筍  (2) 

 DMg = (Mg2+/Ca2+)s /(Mg2+/Ca2+)aq          (3) 

なお、DMg はイオン交換平衡定数であり、滴下水中のそ

れぞれの化学種の濃度（厳密には有効濃度である活量）

の商で表され、分配係数と呼ばれる。DMg は定数である

図１ カルストにおける二酸化炭素濃度と鍾乳石中
の成分の起源 

 

図２ 森林衰退、草原化に伴う物質収支の変化 
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ため、石筍中の(Mg2+/Ca2+)s（石筍中のマグネシウム含量）

がわかれば、石筍を形成した滴下水の沈殿形成当時の

(Mg2+/Ca2+)aq を知ることができる。DMg の値は、現在成

長中の部分の石筍試料と滴下水の分析により求めること

ができ、国内各地においてこの値はほぼ定数になること

は確認済である。 

 植生は炭素安定同位体比にも反映される。炭素には質

量数の異なる二つの安定同位体 12Cと 13Cが存在し、13C

は全炭素の約 1%を占める。その存在割合（炭素同位体

比）は、光合成回路の異なる C3植物と C4植物では幾分

異なる。その違いを明確にするために、同位体比情報は

標準物質VPDBの 13C/12C 比に対する試料の 13C/12C比の

千分率偏差（(4)式）が用いられる。 

 δ13C (‰) =｛(13C/12C)sample/(13C/12C)VPDB ‒ 1｝×1000 (4) 

このδ13C 値を用いて表すと、植物を構成する有機物の

同位体比は C3植物で-32～-22‰、C4植物で-20～-10‰と、

明らかに異なる同位体比をとる 10)。ススキやカヤツリグ

サは C4植物であり、C3植物よりも 13Cに富む。土壌二

酸化炭素の炭素安定同位体比は、同位体分別を受けるこ

となく植物の炭素安定同位体比がそのまま反映され 11)、

滴下水を通じて鍾乳石の同位体比に記録される 5)。(1)式

が右に進行して生成した炭酸水素イオンの炭素同位体比

は、石灰岩と土壌二酸化炭素のそれぞれの同位体比の平

均値となる。このような水が滴下水となって洞窟に現れ、

(1)式が左に進んで新たに沈殿が生成する際には、約+3‰

の同位体分別を受けるが、石筍の炭素同位体比が植生情

報を記録することになる。ただし、草原植物の中にも C3

植物と同じ同位体比を持つ植物が存在する。草原植生の

代表的な植物の一つであるネザサも C3 植物であること

が明らかになっている 11)。したがって、炭素同位体比は

植生を推定する際の重要な指標であるが、炭素同位体比

の値を植生推定のために単独で用いるには問題が残る。 

 

３．鍾乳石の絶対年代 

 鍾乳石の微量成分や安定同位体比からは、先史時代か

らの植生情報の抽出が可能である。ただし、そのために

は、鍾乳石の絶対年代をきめる必要がある。鍾乳石の断

面は土壌粘土粒子など有色の不純物あるいは方解石結晶

サイズの違いによる色調の変化により、成長方向に沿っ

て縞状構造が観察できる。樹木年輪のように天井から垂

れ下がるつらら石の横断面は同心円状となる。それに対

して、筍のように洞床から上に向かって成長する石筍（図

１参照）では縦断面は図３(Ａ)に示すようなものとなり、

頂点部分が平坦であり、縞状構造に沿って過去の一定期

間ごとの試料を削り取るのが容易である。したがって、

研究にはおもに石筍が用いられる。 

 鍾乳石の絶対年代を明らかにするために、おもに二つ

の方法が用いられてきた。U-Th 法では、ウランは

UO2(CO3)22-や UO2(CO3)34-などの錯イオンを形成し地下

水に溶解しているため鍾乳石に取り込まれるが、トリウ

ムは水に不溶であり鍾乳石に取り込まれない性質を利用

する。ウランだけを溶存する地下水から共沈したウラン

同位体はウラン系列に関して放射非平衡にあり、再び放

射平衡状態に戻るまでの経過時間と 238U、234U、230Th放

射能比あるいは原子比の関係を使って年代測定を行う。

 

図３ 石筍の蛍光年縞．(Ａ)石筍の断面、(Ｂ)その拡
大写真、(Ｃ)蛍光顕微鏡写真、(Ｄ)蛍光強度の
線分析結果
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数千年~数十万年の時間をカバーできる優れた方法であ

る。しかし、それより新しい鍾乳石の年代測定法として

は適さない 3)。 

 もう一つの方法は、石筍の断面に紫外線を照射した際

に現れる年単位の蛍光縞を利用して絶対年代を決定する

ものである 4)。石筍の断面に紫外線を当てると蛍光縞（図

３(Ｃ)）が現れる。この蛍光縞は、U-Th法をはじめとす

るその他の絶対年代測定法により、年単位の縞模様であ

ることが示されている 3,12)。この縞の発蛍光物質は

Beynen らにより腐植酸の一種であるフルボ酸であるこ

とが明らかとなっている 13)。現在成長中であり、途中で

成長が停止していない鍾乳石を用いなければならない制

約はあるものの、樹木年輪と同様に年縞から生成年代を

直接読める点において、簡便性に優れている。プレパラ

ートに瞬間接着剤で固定した厚さ約 0.4 mm の石筍薄片

に高圧水銀ランプ（ニコン、Intensilight C-HGFI）を用い

て 365 nm の紫外線を照射すると、440 nm 付近の蛍光強

度を分光器を通して光電子増倍管検出器および顕微鏡用

CCD カメラで観測できる。蛍光強度の縞模様は石筍薄

片のプレパラートを 0.2 μm 単位で操作可能な XY ステ

ージ（シグマ光機、R10S-115S）を操作して観察を行う。

測定された縞模様は、客観性を保つため、独自に開発し

た画像処理計数ソフトを用いて、単位長さあたりの縞の

本数、幅の分布を計測した。石筍の年縞幅（成長速度に

相当）は、滴下水の化学的性質、滴下速度、温度などの

影響を受けて、同じ鍾乳洞内でも異なるが、100 μm/y （1 

cm/100 y）が目安となる。 

 

４．事例研究 

 今まで、石筍を用いて過去の環境情報を抽出する原理

について解説してきた。私たちは国内各地の石灰岩地域

において試料を採取し、とくに植生情報の抽出を行って

きた。ここでは、その成果の一部を紹介したい。 

４．１ 秋吉台全域 5,14) 

 秋吉台は山口県美祢市中・東部に広がる日本最大のカ

ルスト台地であり、 多くの洞窟が存在する。広々とした

草原台地にピナクル（石柱）がならぶ秋吉台の景観は日

本型カルストとして世界的にもよく知られている（図４）。

「良悟の松」は、秋吉台上の旧往還で道に迷う旅人が多

かったため、1724（享保 9）年、目印として山口の良悟

禅師が門弟に植えさせたと伝えられており、当時、台上

は松が目印となるような草原となっていたことがうかが

える。しかし、草原化が始まった時期を特定する文書等

はない。   

 地表が草原で覆われている地域の洞窟と森林で覆われ

ている地域の洞窟からそれぞれ石筍を採取し、植生情報

を抽出した（図５）。図の濃い緑の部分が森、薄い部分が

草原である。石筍はいずれも採取当時も滴下水が落ちて

成長中のものであり、滴下水が落ちていた頂点部分の絶

対年代を試料採取年とした。断面を観察した結果、成長

の不連続面および滴下位置の変化などは見られず、連続

的に沈殿が形成されものであった。 

 (1)式から明らかなように、石筍を生成させる滴下水に

図４ 秋吉台地獄台のネザサ草原とピナクル．ピナク
ルの原型は土壌層で形成され土壌流出により
露出した． 

図５ 秋吉台における石筍採取洞窟（黄緑色が草原）．
1 北山北の横穴、2 鳴き穴、3 兼清穴、4 こ
うもり穴、5．長登銅山跡大切 4 号坑 
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は、高濃度二酸化炭素条件で石灰岩が溶解する。この二

酸化炭素のほとんどは、土壌層において植物の根からの

呼吸、微生物による植物由来の有機物分解により供給さ

れる。図６は、秋芳洞地下川への石灰岩の溶解性と土壌

二酸化炭素濃度の季節変化を示したものである。2 か月

位の時間的な遅れはあるものの、土壌二酸化炭素濃度の

変動と石灰岩の溶解性は関連があることがうかがえる 6)。

土壌二酸化炭素が石灰岩溶解の反応場（エピカルスト帯）

に到達する間にその濃度変化が小さくなるが、土壌二酸

化炭素濃度を用いて算出した石灰岩の溶解度とほぼ一致

し、石灰岩の溶解性は土壌二酸化炭素濃度に化学平衡論

的に支配されていることがわかっている 6)。秋吉台で土

壌二酸化炭素の同位体比は、草原地域では-15‰、台上の

長者ヶ森および台麓の林地では-23～-21‰の値を取った。

石炭紀－ペルム紀秋吉石灰岩の炭素安定同位体比は平均

+2.7±1.0‰と報告されている 15)。したがって、石筍の同

位体比は森林植生では-7～-6‰、草原植生で-3‰の値を取

ることが予想される。一例として、秋吉台帰り水ドリー

ネ近くの草原に開口する北山北の横穴から得られた石筍

の炭素安定同位体比測定結果を図７(ａ)に示す 5)。炭素安

定同位体比の値は 1700年前半から 1800 年頃にかけて-8

～-7‰から-5～-4‰へと急激に増加していた。石筍中の炭

素安定同位体比が変化する要因は沈殿生成時の気温など

複数存在するが、植生変化による影響に比べてその寄与

は十分小さい。石筍中の炭素安定同位体比の値の数‰以

上の急激な増加は、植生が森林から草原へと変化したた

めである。この植生変化は植物バイオマスの減少を伴う

ため、マグネシウム濃度が増加するはずである。(3)式か

ら、滴下水中の石筍中のマグネシウムイオンとカルシウ

図６ 秋吉台の草原土壌層の二酸化炭素濃度と秋芳
洞地下川における石灰岩の溶解性の季節変化 

 

図７ 秋吉台石筍の炭素同位体比とMg/Ca 比．(ａ)、(ｂ) 北山北の横穴、(ｃ)、(ｄ) 兼清穴 
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ムイオンの濃度比(Mg/Ca)s は滴下水中の濃度比と比例関

係にあるため、それを絶対時間軸に対してプロットした

のが図７(ｂ)である。炭素同位体比と同期するようにマ

グネシウムイオン濃度が増加した。 

 図７(ｃ)、(ｄ)は西秋吉台麓の林地に開口する兼清穴石

筍の炭素安定同位体比と(Mg/Ca)s の変化を示したもので

ある。炭素安定同位体比は 1830～1880 年、1880～1930

年、1930～1960年、1960年～現代の区間をひとまとめに

して同位体比測定を行ったため、炭素安定同位体比の値

はそれぞれの区間の平均値となっている。現在の兼清穴

は林地にあり、石筍表層の炭素安定同位体比も森林植生

の値を示した。兼清穴石筍は表層から石筍下部まで C3

植物の値を示していたが、Mg/Ca 比は 1800 年代後半に

増加した後減少しており、この時期にバイオマスが変化

したことがうかがえた。以上を総合すると、1800年代後

半から 1900年代始めの間は、ネザサを主とする草原植生

に変化していたと推定できる。 

 秋吉台で得られた 4本の石筍の炭素安定同位体比およ

び年縞による年代決定の結果を図８にまとめた。同時に、

古絵図等からの植生情報も示している。兼清穴について

はMg/Ca比変動からも植生変遷を読み取った。今回測定

対象とした地域では、1600 年後半から 1900 年頃にかけ

て、秋吉台の広い地域で草原化していたことが明らかと

なった。江戸時代にはすでに秋吉台の広い地域でひとの

手による植生変化が起きていたことになる。 

 得られた情報は、現存する古絵図・古文書を使ってク

ロスチェックできる。秋吉台の台上およびその周辺は広

い地域で山野、芝山として絵図に記載があり、広範囲で

人為的な森林の開拓が進んでいたことがうかがえた。北

山北の横穴付近は、1649年の正保長門国絵図、1862年の

美祢郡宰判図では山野（草原）であり、石筍から復元さ

れた情報とも良く一致した。江戸時代初期は、国絵図で

は秋吉台にあたる部分は広く草原として描写されるが、

石筍では北山北の横穴の炭素安定同位体比は森林植生を

示していた。野焼き（秋吉台では「山焼き」と呼ばれる）

や草の刈り取りなどの継続的な人間活動がなければ、草

原植生は維持できない。北山北の横穴周辺は台上でも高

台に位置することから、江戸時代初期には人為的な影響

を受けにくかった可能性がある。しかし、国絵図は縮尺

が小さく詳細なことが分からない。1729年の地下上申絵

図では、三つの村の村境となっていた北山は、三つの村

絵図全てに草原として描かれているため、 少なくともそ

の時点では草原になっていたことが確認できる。兼清穴

に関しては、石筍からの情報は 1800 年代後半から 1900

年代初めごろまでバイオマスが減少したことを示唆した。

文献資料では、1729年の地下上申絵図に森を示す樹木が

描かれており、1841年頃の防長風土注進案では山野とし

ての記述に植生が変化している。炭素安定同位体比が C3

植物優勢であったことを示す石筍からの情報を合わせる

と、 おそらくはネザサを主とする草原植生に変化したで

あろうことが読み取れた。さらに 1870年の御立山其外處

町数附立では、 兼清山が村の共有林である『地下制道山』

に指定された記述があり、兼清穴周辺は再整備されてま

た森林植生に戻ったことが読み取れた。こうもり穴周辺

は 1729年の江戸時代後期には草原、疎林の記載があり、

江戸時代末期から明治時代にかけては合壁山（私有林）

として利用されていた。江戸時代当時の合壁山の植生は

不明であるが、多くの史料から当時の合壁山の樹種はア

カマツが多かったと推測される。明治時代の旧版地形図

の地図記号から高木の針葉樹と低木広葉樹との混交林で

あったことが明らかであるため、こうもり穴周辺は江戸

時代後期は草原植生であり、江戸時代末期から明治時代

にかけてアカマツを主体とする森林に変わった事が絵図

から読み取れた。これは、こうもり穴石筍の炭素安定同

位体比測定結果ともよく一致する。鳴穴は文献、絵図で

図８ 秋吉台石筍が記録した植生変遷（石筍の長さに
より記録された期間が異なる） 
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の場所の特定は難しいが、周辺の植生は 1605年の江戸時

代初期から 1862 年頃までの絵図では草原植生であった

と見ることができる。その後、1899年には荒地の記載が

あり、1948 年の航空写真では森林植生に変化していた。

炭素安定同位体比測定結果からもおおよそ 1800 年中頃

を境として草原植生から森林植生へと変化しているため、

文献情報とあわせると江戸時代初期から 1860 年頃まで

草原植生であり、それから森林植生に変化して現在に至

っていることがわかった。 

４．２ 長崎県七釜鍾乳洞 16,17) 

 長崎県西海市西海町には、国指定天然記念物である「七

釜鍾乳洞」が分布する。天然記念物七釜鍾乳洞（しばし

ば七ツ釜鍾乳洞と記述されるが、正式には七釜鍾乳洞）

は、単独の洞窟ではなく、西海市西海町に分布する複数

の鍾乳洞群そしてそれらを含む地域を指す名称である。

この地域の洞窟群は本州・九州で一般的な古生代の石灰

岩に形成されたものではなく、古第三紀漸新世の浅海性

砂岩もしくは石灰質砂岩に胚胎することが大きな特徴で

ある 18)。江川内川の左岸、普段は涸れ沢となっている清

水川との合流点付近に開口するのが清水洞である（図９）。

観光洞であり、総延長 1670 m である。清水洞上は小高

い丘となっており、頂上部付近は釡敷山凝灰岩・釡敷山

互層が覆う。一部スギの植林が残るが、雑木林となって

いる。清水洞の洞口から約 300 m奥で採取した高さ 34 cm

の A石筍について、過去 800年間の炭素安定同位体比の

変化を図１０(ａ)に示した。1500年以前は-9～-10‰と森

林であったことを表しているが、1700 年には-2‰と炭素

安定同位体比が大きくなっており、草原植生に変化した

ことが示唆された。比較のために、洞口から 100 m奥の、

丘のふもとの地表に比較的近い地点で採取した B 石筍

（高さ 2.3 cm）の同位体比を示した。A石筍と異なり、

1800 年以降、森林植生を保ってきたことがうかがえる。

A石筍の(Mg/Ca)sの分析結果を図１０(ｂ)に示した。清水

洞 A 石筍は地表までの距離が長く、降雨が滴下水となる

までの滞留時間が長いため、濃度の変化が小さいが、1500

 

図９ 長崎県西海市中浦 七釜鍾乳洞分布地域（白丸は観光洞である清水洞） 
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年から 1700 年にかけて地表のバイオマスの減少を表す

(Mg/Ca)s の増加が観測された。さらに、19 世紀末から

(Mg/Ca)s が増加し始め、20 世紀中旬にピークが見られ、

これらの時期にバイオマスの減少が起こったことが示唆

された。1732～1814年のある時期に作成された大村管内

絵図島方（長崎歴史文化博物館蔵）には、清水洞の上の

丘は松山として描かれている。草原から松林に遷移して

バイオマスが増加し、それ以降松山が維持された。その

後、松山から現在の植生である広葉樹林への変化を示し

ていると読み取ることができ、草原から陰樹林への典型

的植生変化をたどっていることがわかる。地元住民から

の聞き取り調査では、大正～昭和初期に炭坑の坑木目的

で松が採取されたこと、1936年頃以降に松枯れが目立ち

始めたこと、戦時中には松根油採取したことなど、松林

と地域が密接な関係を維持してきたことが明らかになっ

た。西彼杵郡村誌 (1885)には、中浦北郷に属する「奥野

原」には 3.1 km2の茅場（原野）が広がっていたと記述

がある 19)が、清水洞の上の丘が草原となっていたことは

伝わっておらず、記録に残されなかった植生変遷情報を

石筍から抽出することができた。 

４．３ 秋吉台長登 20,21) 

 山口県美祢市美東町長登には古くからの伝承があり、

「往古、奈良の都に銅を送ったので奈良登りと言われて

いたが、いつしか訛って長登となった。」と語り継がれて

いた。昭和 47年に長登の山中から須恵器が発見され、そ

の後の発掘調査など、考古学から古代に遡る日本最古の

銅山跡であることが判明し、幻の鉱山が実証された。平

成 15年 7月に国史跡に指定された。粗銅製錬は鉱山付近

で行われ、初期には孔雀石（マラカイト）に代表される

酸化銅鉱を、後には黄銅鉱を中心とした硫化帯の銅鉱石

を製錬に用いたと考えられるが、複雑な工程を要する硫

化銅鉱の製錬が始まった時期に関しては明確な記録は残

されていない。硫化銅鉱の製錬は酸化銅鉱を用いた製錬

に比べると技術的に難しく、さらに硫黄酸化物が発生す

る。したがって、製錬が始まった初期にはその利用は避

けたはずであり、榧ヶ葉山（かやがばやま）の山頂付近

に露天掘り跡が存在するのも、このような事情の証とみ

なすことができる。もし、硫化帯の銅鉱石を製錬したと

すると、硫黄酸化物の発生により局地的に酸性降下物量

が増大し、それに伴い植生が変化したと予想される。そ

こで、図５に示した美祢市美東町に位置する長登銅山跡

大切 4号坑内最奥部において採取された石筍（図１１(ａ)）

を用いて、銅山周辺の過去の植生変遷とそれに及ぼす銅

山開発の影響を明らかにすることを試みた。 

 長登銅山は、奈良時代から平安時代にかけて大切谷（お

おぎりだに）と、大切谷の奥にある榧ヶ葉山を中心に稼

動していた。榧ヶ葉山から北東方面に伸びる尾根南側に

は、滝ノ下・大切採鉱跡群と呼ばれている 17か所の坑口

が確認されており、その内の一つが、坑道の一部が鍾乳

洞となっている大切 4号坑である。古環境情報抽出に用

いた石筍のうち一つは高さ 21 cmの O-1石筍であり、表

面から 23.8～24.6 mm に明瞭な黒色層が存在し、頂点の

横に後から成長したと思われる部分があり、そこに滴下

水が落ちていた。滴下点が人為的に変えられた可能性も

あり、この部分の分析を行うことにした。それより表層

側と内側では成長方向が異なり、また色調も異なる。表

層側が現在成長中の部分である（図１１(ｂ)）。その部分

の年平均成長幅は 38 μm であり、西暦 1390年頃に黒色

層の上に新たに石筍が成長を始めたことがわかった。黒

色層より上位はおよそ現在から 620年前までの環境を記

録していることになる。石筍の成長点が変わった理由は

明らかでないが、鎌倉時代以降断絶した銅製錬が再び開

 
図１０ 清水洞石筍が記録した植生変遷 
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始されるのは 15世紀頃からであり、その時期に人為的に

滴下位置が変わった可能性も否定できない。石筍中の炭

素安定同位体比は、石筍の内側の 1400年よりはかなり古

い部分で森林植生を反映する-11.1‰であったものが、

1400年には-2‰と草原植生を反映する値に変化していた

（図１２）。1400 年にはすでに草原化していたことがう

かがえる。その後、炭素安定同位体比は徐々に小さくな

ることから、1800年代後半まで森林植生に緩やかに回復

したように見えるが、後述のように硫酸イオン濃度の変

動はそれを支持しなかった。草原植物の中にも C3 植物

と同じ同位体比を持つ植物が存在する。草原植生の代表

的な植物の一つであるネザサも森林植生と同じ C3 植物

であることが明らかになっている 11)。おそらく、現在の

秋吉台草原植生としてみることのできるネザサが卓越す

る状況であったと推定される。以上のように、草原を代

表するようなものに C3 植物があるため、炭素安定同位

体比だけでは草原植生を推定する必要十分条件とはなら

ない。しかし，18世紀後半には休山となっており，森林

が回復傾向にあった可能性もある。1860年頃から再び炭

素安定同位体比は大きくなる傾向になる。この時期は明

治時代に入ってからの銅山再開発と銅山の最盛期とほぼ

一致することから，銅山再開発に伴ってススキなどの C4

植物が卓越する草原植生へと遷移したことを示している。

近年の低下しつつある炭素安定同位体比は現在の植生で

ある森林をよく反映している。 

 図１２(Ａ)中のマグネシウムイオン濃度はカルシウム

イオン濃度との質量比として示したものである。後述の

硫酸イオン濃度と共に 13世紀から増加傾向を示し 16世

紀に極大を迎えその後減少する傾向を示した。この期間

にバイオマスが大幅に減少したことになり、森林衰退と

ネザサが卓越する草原植生への変化を示唆するものであ

る。 

 酸性雨の影響を直接反映するのは、滴下水中の硫酸イ

オン濃度である。不純物陽イオンと同様に、滴下水に含

まれる硫酸イオンの一部は炭酸塩中で炭酸イオンとイオ

ン交換平衡によって置き換わる。硫酸イオンと炭酸イオ

ンのイオン交換平衡は次のように表される 22,23)。 

 SO42-(aq) + CO32-(s) ⇌ CO32-(aq) + SO42-(s) 

            (aq)：水溶液；(s)：石筍  (5) 

 Dso4 = (SO42-/CO32-)s /(SO42-/CO32-)aq               (6) 

なお、Dso4はイオン交換平衡定数である。Dso4は定数で

あるため、石筍中の(SO42-/CO32-)s（石筍中の硫酸イオン

濃度から算出可能）がわかれば、石筍を形成した滴下水

の沈殿形成当時の(SO42-/CO32-)aq を知ることができる。

Dso4の値は、現在成長中の部分の石筍試料と滴下水の分

析により求める。ただし、CO32-(aq)を直接定量すること

は困難であるので、実測可能な主要イオンである

HCO3-(aq)濃度とHCO3-の酸解離定数 Ka2を用いて(7)式か

ら見積もる。 

 

図１１ 長登銅山跡大切 4号坑から採取した石筍 
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 Dso4 = (SO42-/CO32-)s / (SO42-･H+/(HCO3-･Ka2))aq    (7) 

具体的には pH 値とアルカリ度（カルスト地下水では

[HCO3-] + 2[CO32-]に相当）の値を用いるが、滴下水に含

まれる成分濃度は年間を通じてその変動は小さい。そこ

で、これらの値の年間平均値を用い、過去においてもこ

れらの値は現在と変わらないと仮定すると、あらたに沈

殿が生成した時の滴下水の SO42-濃度を知ることができ

る。採取した滴下水中の塩化物イオン濃度に人為由来の

寄与が小さい場合、塩化物イオン濃度を指標として海塩

由来の硫酸イオン濃度を見積り、海塩由来以外の硫酸イ

オンの寄与を定量的に議論できる点において、このよう

な取り扱いは優れている。2008年～2010年の滴下水の化

学分析値をもとに、水質の季節変動が小さいことを確認

したうえで、平均値を使って Dso4 を算出した。さらに

(SO42-/CO32-)s の値を用いることで、図１２に示した滴下

水中に含まれる硫酸イオン濃度を復元した。図の左軸は

石筍中の濃度、右軸は滴下水中の濃度である。その濃度

は 15世紀から増加傾向を示した。滴下水の化学分析値を

もとに、塩化物イオンはすべて海塩由来と仮定して、海

塩由来の硫酸イオン濃度を見積もると 1.5 mg/L となっ

た。考古資料によると、長登銅山では 12 世紀後半から

13 世紀初期にかけて小規模な、また 15 世紀には大規模

な銅製錬が行われていたが、17世紀後半には休山となる。

15 世紀から 16 世紀初頭までが最も大量の酸性降下物が

観測された時期であり、すでに硫化帯の銅鉱石が使われ

ていたことが示唆された。17世紀後半の休山以降の硫酸

イオン濃度の低下、20世紀初期から中期にかけての近代

技術による再開発による硫酸イオン濃度の増加を明確に

記録していることがわかる。2008年～2010年の滴下水中

の硫酸イオン濃度の平均値は 7.2±1.2 mg/Lであったが、

現在では、長距離移流による酸性降下物の影響も無視で

きない。 

 研究を行ったもう一つの試料は、O-1 石筍から約 1 m 

離れたところにあった高さ15 cm のO-2石筍である。O-1 

石筍とは異なり滴下水が落ちる位置は動いておらず、縞

状構造がはっきりとしており、不連続面はなかった。石

筍の古い部分は無色透明であり、相対的に新しい部分は

半透明の茶褐色に色調が変化した（図１１(ｃ)）。その平

均成長速度は 40 μm/y であった。約 2000 年間の記録を

 

図１２ 長登銅山跡大切 4号坑石筍が記録した環境変遷．(Ａ) O-1 石筍、(Ｂ) O-2 石筍 
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読み取ることができた（図１２）。ただし、O-1石筍に近

接しているが、滴下水の涵養域や流路が異なるために、

O-1 石筍とは異なる情報を与えた。炭素同位体比は大き

くは変動せず、2000年間 C3植物が優勢な植生であった。

マグネシウムイオン濃度は西暦 800年にはいったん上昇

し、その後徐々にではあるが増加を続けた。西暦 800年

には植物バイオマスが減少するような森林開発が、銅製

錬と関連して始まったことを示唆するように思われる。

西暦 100年～1400年頃までは滴下水中の硫酸イオン濃度

は約 3.5 mg/Lとほぼ一定であった。海塩由来の硫酸イオ

ン濃度より高いのは、硫化銅鉱の自然酸化の寄与による

ものと考えている。長登鉱山の開発が始まった時期は明

らかでないが、西暦 100年～1400年頃までは滴下水中の

硫酸イオン濃度はほぼ一定であったが、小さいながらも

増減を繰り返していた。これが鉱石の炭鉱や採掘に関連

して硫化鉱の自然酸化が促進されるようなことがあった

のか、硫化鉱の小規模製錬があったのか、あるいは、こ

れ以外に硫酸イオン濃度が変動させる要因があるのか、

現時点では不明である。12世紀には、長登銅山の南 2 km 

の平原第Ⅱ遺跡で硫化鉱製錬に用いられたと考えられる

火床炉型製錬炉が確認されている。この時期の硫酸イオ

ン濃度の小さな変動は、これを反映している可能性もあ

る。硫酸イオン濃度は 15世紀頃から大きく増加しており、

この時期から製錬に硫化帯の銅鉱石が使用され始めた、

あるいは製錬が活発に行われ始めたことが考えられる。

また、硫酸イオン濃度は 1700年初期にピークを迎えた後

減少するが、1900年頃から再び増加が見られた。これら

の情報は、O-1 石筍から得られたものときわめてよく一

致した。 

 信頼がおけるもっとも古い史料は 1605 年の慶長国絵

図控図長門国である。秋吉村東部に森林が描かれている

ものの、長登周辺は草地状となっている。二つの石筍か

らの古植生情報を合わせると、硫化鉱製錬による酸性雨

のために、おそらく局地的に森林が衰退してネザサを主

体とする草原に変わり始めたのは 14～15世紀であり、芝

草山として積極的に利用する秋吉台の他地域とはその成

り立ちが異なる可能性が高い。以降、山野として記載さ

れており、田畑の肥料や牛馬の飼料となる草や木の若葉

と薪を採取する入会山として利用された。特に酸性降下

物量が増加した 16、17世紀には、酸性雨のために森林の

維持は困難であったと推定される。明治 20～30年に作成

された地形図では花の山の北斜面に針葉樹林、榧ヶ葉山

の北側に広葉樹林の記号が書かれており、森林が回復し

た。明治 38年（1905）花の山製錬所が開設され、近代製

錬が行われるが、煙突によりより広域に酸性物質は拡散

することになり、局地的酸性雨は解消していったものと

推定できる。 

 

５．ひとと自然の関わり 

 本稿では、山口県秋吉台と長崎県西海市中浦地区を例

にとって、石筍から古環境情報の抽出例を紹介した。発

掘資料や古文書などから得られた断片的な情報と石筍か

ら抽出された情報は調和的であり、考古資料の限定的な

情報を裏付けとしながらさらに詳細にわたるひとと自然

の関わりを明らかにすることができた。秋吉台の東麓長

登銅山付近では酸性雨による森林衰退が 14世紀以降に、

その他の秋吉台では 15～16 世紀以降に土地利用が変化

し、野焼き（山焼き）により草原が維持されたものと結

論付けられた。このような植生変化は江戸期前後から始

まるもので、国内では普遍的なものと考えている。 

 ジャレド・ダイヤモンドはその著書「文明崩壊」の中

で、日本の森の盛衰について次のようにまとめている 24)。

日本の森林開発が記録に登場するのは畿内盆地で西暦

800年のことである。1000年には四国にまで広がる。さ

らに、1550年には国土の 1/4 に相当する本州中部と四国

東部の森林が失われた。1582年、豊臣秀吉は九州最南端、

四国全土、本州の北端まで日本有数の森林数箇所を管理

下においた。1678年には開発は北海道の南端にまでおよ

び、1710年には主要 3 島と北海道南部の手近な森林のほ

とんどは開発された。しかし、これにより自然災害が顕

著となると、資源確保と土砂災害防止のために 1750～

1800年には植林による森林管理が開始される。このよう

な森林開発には、戦国時代の動乱から徳川幕府による治

世となって安定するまでの社会的背景がある。戦国時代

の動乱の中で、1570年頃から壮大な城や寺の建造が始ま

る。徳川家康の築いた三つの城では約 25 km2の森林の伐

採が行われたと見積もられている。これ以外にも、家屋
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の建築、暖房や炊事の燃料、さらに工鉱業の発展ととも

に、塩、瓦、陶磁器の製造、鉄の製錬に木材・薪炭が大

量に使われた。戦国時代が終わると、それまでの戦乱の

続いた時期から平穏な時期へと移行したことで、日本各

地で人口が急増し、食糧増産のために日本各地で森林が

農業用に切り開かれることになる。開発した新田にとっ

て重要なものは肥料であり、1000 m2 の耕作地に対して

緑肥を得るためにはさらに 5000～10000 m2 の森が必要

であった。４．２で紹介した長崎県西海市中浦地区では、

郷村記（1862）によると中浦村の江戸初期の石高（朱印

高）約 90石が幕末（文政 2年）には実高約 304石に増加

した。開墾の進展に伴い、田畑の肥料として木々の若葉

や草を敷きこむ「刈敷」の需要が増加した。このような

刈敷や薪炭の確保のために森林の開発が進んだと読み取

ることができる。日本の草原の面積は現在から 100年前

の明治後半には国土の 13%を占め、江戸時代にはもっと

広い範囲を占めていた 1)のは、自然とひととのかかわり

の当然の帰結であった。 

 本稿では、鍾乳石を用いて人と自然の関わりを明らか

にする原理と実際について紹介した。鍾乳石を用いた研

究は世界中で発展しており、脂質バイオマーカーや植物

の DNAを鍾乳石から抽出する試みも進展している 25)。

今後、考古学や民族学の分野へも貢献していくことを期

待している。 
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テンの糞を用いた大規模工事の影響評価 
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１．はじめに 

イタチ科に属するテン Martes melampus（図１）は，本

州，四国，九州および対馬（亜種ツシマテン M. m. tsuensis

とされる）に自然分布し，佐渡島と北海道には後に導入

され（阿部ほか，1994；Masuda，2009），日本中に広く

分布している．北海道の中部，北部および東部には近縁

種のクロテン M. zibellinaが生息している (Hosoda et al., 

1999)．テンは哺乳綱食肉目だが，動物質ばかりでなく多

くの植物質とくに果実類を食することが以前から知られ

ている（朝日・奥浜，1971；大津，1972；白附ほか，1973；

鈴木ほか，1977；近藤，1980；鑪・土肥，1991；Tatara and 

Doi，1994；荒井ほか，2003）．また，イタチ科はその主

な生息環境から，ニホンイタチ Mustela itatsiやチョウセ

ンイタチ M. sibiricaのように地表面を主な活動の場とす

るもの，アナグマ Meles anakumaのように地中に適応し

たもの，カワウソ Lutra lutraのように水中に適応したも

の，およびテンのように樹上空間に適応したものに分け

られる．つまり，テンは森林に適応した中型の哺乳類で，

森林生態系の食物連鎖の中で上位に位置する種である．

海外のテン属のヨーロッパマツテン M．martes，アメリ

カテン M．americana，フィッシャー M．pennantiおよび

クロテンなどでは調査研究が比較的進んでいる（Powell, 

1993; Buskirk, et al., 1994; Proulx et al., 1997）．日本のテン

については食性以外に行動圏（鑪・土肥，1991），交尾時

期（河内ほか，2003），種子散布（Otani，2002），毛色の

季節変化（永里・船越，2010）および糞の DNA 分析に

よる個体数推定（田悟ほか，2013）などの報告がみられ

る．これらの知見から，テンの生息状況（とくに生息密

度や分布状況）は，その生息の場である森林環境をある

程度反影していることが予想される．森林環境を総合的

に評価することは非常に困難だが，テンのように森林を

主な生息の場とし，食物連鎖の上位に位置する種の生態

を基に環境を評価することは，有効な方法の一つと考え

られる．  

そこで，実際に大規模工事が行われている地域におけ

るテンの生息状況を調査することにより，工事が森林生

態系に及ぼす影響の評価を試みた．哺乳類の生態調査は

一般に捕獲はもとより目視することさえ困難で，必要な

データが得られにくい．ところが，イタチ科の動物は路

上や川原の石の上など，比較的目立つ場所に糞をする習

性がある．テンも例外ではない．この習性に着目し，糞

の数や分布，内容分析および DNA 分析による個体識別

などの結果を用いてテンの生態を予測することにより，

大規模工事が森林環境に及ぼす影響の把握を試みた． 

 

２．調査地，調査期間および調査方法の概要 

今回の主な調査地は，以下の 4カ所（図２）であった． 

図１ 樹上生活に適応し，森林を主なすみかとしてい
るテン．（写真：岡田 徹） 
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大分県竹田市久住町の調査地（以下，久住）は，久住

山（標高 1,788m）の南側山麓の標高 700～1,000mの高原

で，標高 900m 以上には自然林と人工林がモザイク状に

混在する森林が，標高 700m 以下には集落が存在してい

る．その間は広大な草原で，その中に設定した東西約

3,200m，南北約 2,200m の調査地には数条の川が流れ，

それらによって浸食された谷沿いには，幅の狭いところ

で 20～30m，広いところで 100～150mの落葉広葉樹林が

発達している（荒井ほか，2003）．本調査地では，調査ル

ートでの糞の採取を 1997年 4月～2003年 11月には 2カ

月毎に，2004年 3月～2006年 3月には毎月行った．また，

ラジオテレメトリによる行動調査を 1999年 11月～2000

年 1月，2000年 12月～2001年 1月および 2001年 3月～

6 月に行った．首輪式発信器（周波数 145Mhz 帯，約 3

カ月有効，重さ約 16ｇ）の電波追跡には，無指向性アン

テナを備えた車載用受信機および正確な位置確認のため

の指向性のある携帯用受信機を用いた． 

熊本県阿蘇郡の調査地（以下，阿蘇）は，東から西に

流れる川沿いの標高 200～500m の河畔林で，東西約

4,000m，南北約 500m であった．北側は水田地帯で，南

側はそのまま森林が幅約 1km存在している．森林は，人

工林と落葉広葉樹がほぼ同程度に混在している．本調査

地では，テン糞の DNA 分析による個体識別を利用し，

個体数推定を試みた． 2005年 11月～2008年 1月に，12

回の分析を行った．各調査期間は 5～7日間で，初日に調

査ルート上の全ての糞を取り除き，2 日目から連続して

DNA分析用の新鮮な糞を毎早朝に採取した．糞毎に新し

い割箸を使って採取したサンプルを 99.5%エタノールで

固定し，研究室へ冷凍状態で持ち帰り，-25℃で保存した．

その後，糞の DNA 抽出およびマイクロサテライト多型

解析法による個体識別を，中村ほか（2012）に従って行

った．この方法によれば，別個体でありながら同じ遺伝

子をもつ個体の出現確率は，非血縁集団で 1/6,435,006，

血縁集団で 1/437 であり，個体識別結果は十分な精度を

有した．なお，検体がテン以外の糞の可能性があるため，

個体識別を行う前にミトコンドリア DNA のチトクロム

b 遺伝子領域による種判別を行った．また，個体識別で

きた検体については，Y染色体上の遺伝子座 DBY7と X

染色体上の遺伝子座 DBX5（Hellborg and Ellegren, 2003a, 

b）を用いて性判別した．  

佐賀県佐賀市富士町の調査地（以下，佐賀）は，標高

240～440mの里山の景観で，東西約 800m，南北約 1,700m

であった．山腹斜面の自然林や棚田の多くが人工林に転

換され約半分を占めているが，その中に常緑広葉樹林と

落葉広葉樹林が約 30％点在した．ここでは，嘉瀬川ダム

工事の進捗状況と平行して，テンの糞数や分布・内容分

析等の調査を行った．それらの結果を元に，工事がテン

の生息や森林環境へ及ぼす影響について検討した．嘉瀬

川ダムは，2003 年に仮排水路トンネル工事に着手し，

2007 年ダム本体のコンクリート打設工事がはじまり，

2010年～2012年に試験湛水が行われた（表１）．工事現

場とその周辺に設置したルートにおいて，2004年 2月～

2014年 3月に毎月１回の糞採取を行った．また，ラジオ

テレメトリ調査を，久住と同様の方法で 2005年 4月～7

月に行った．さらに，個体識別のための糞の DNA 分析

を，阿蘇と同様の方法で 2006年 1月～2008年 12月に 10

回行った． 

脊振山（標高 1,055m）の中腹で，佐賀県と福岡県の県

境に設定した調査地（以下，脊振）は，標高 900～980m

で，佐賀の比較対照地として人為的影響のなるべく少な

い場所に設置された．ここでは，佐賀と同様の方法で

図２ 主な調査地，久住（a），阿蘇（b），佐賀（c）
および脊振（d）． 
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2004年 2月～2014年 3月に原則として毎月 1回の糞採取

を行ったが，積雪や豪雨などで調査できない月もあった． 

なお，有為差検定にはWilcoxon符号化順位検定，およ

び一般科線形混合モデル（GLMM：データが従う確率分

布はポアソン分布と仮定）を用いた． 

 

３．食性 

テンは，森林での様々な動植物を餌とし，食物連鎖の

上位に位置していることを確かめるため，久住で 9年間

に 2,334個，佐賀で 3年間に 3,288個，計 5,622個の糞内

容分析を行った．なお，採取した糞がテンのものである

確率は，調査月により若干異なるが，佐賀における糞の

DNA 分析（種判別）結果から 85～93％であった（未発

表）． 

月別の出現頻度は季節により異なるが（表２），年間平

均においては，久住では動物質が 74.9%で植物質の 56.5%

より高かったが，佐賀では逆に植物質が 67.0％で動物質

の 48.5%より高かった，両調査地とも動物質と植物質の

間で有意差は認められなかったが（久住 p=0.0999，佐賀

p=0.0885），久住で動物質に偏る傾向が強かったのは，標

高の低い佐賀に比べ高い久住では餌となる植物の種数や

量が少ないためと考えられる．表３に，久住と佐賀にお

ける糞中の月別出現頻度の上位 5位までを示した．餌動

物としては，哺乳類（ネズミ科，モグラ科，ウサギ科，

イノシシ科，イヌ科など），鳥類，爬虫類，両生類，昆虫

類（甲虫類，バッタ類，コオロギ類，カマキリ類，セミ

類など），魚類，カニ類（主にサワガニ Geothelphusa 

dehaani），陸産貝類および小動物類（クモ類，ムカデ類

など）が確認された．テンの仲間は，餌に食虫類を忌避

するという報告もあるが（Buskirk et al., 1996），久住や佐

表３ 久住と佐賀における糞中の月別平均出現頻度（％）が上位 5位までの餌内容． 

調査月 調査地 1位 2位 3位 4位 5位

久　住 哺乳類　　　　　　　　37.0 キカラスウリ　　　　　30.2 昆虫類・小動物類　　　27.2 カキノキ　　　　　　　17.9 サルナシ　　　　　　　16.0

佐　賀 カキノキ　　　　　　　40.1 ムベ　　　　　　　　　35.8 フユイチゴ　　　　　　21.3 昆虫類・小動物類　　　19.0 哺乳類　　　　　　　　13.4

久　住 哺乳類　　　　　　　　50.0 昆虫類・小動物類　　　43.9 鳥類　　　　　　　　　34.2 キカラスウリ　　　　　23.7 カキノキ　　　　　　   9.6

佐　賀 カキノキ　　　　　　　54.8 昆虫類・小動物類　　　28.2 フユイチゴ　　　　　　18.5 哺乳類　　　　　　　　17.8 ムベ　　　　　　　　　11.6

久　住 哺乳類　　　　　　　　59.5 昆虫類・小動物類　　　39.2 鳥類　　　　　　　　　24.3 ケンポナシ　　　　　　12.2 キカラスウリ　　　　   5.4

佐　賀 哺乳類　　　　　　　　48.6 カキノキ　　　　　　　30.7 昆虫類・小動物類　　　20.0 鳥類　　　　　　　　　 5.0　 サルナシ　　　　　　　 5.0

久　住 哺乳類　　　　　　　　68.9 昆虫類・小動物類　　　40.7 魚・カニ・陸産貝　　　21.0 鳥類　　　　　　　　　18.6 ツチアケビ　　　　　   1.8

佐　賀 哺乳類　　　　　　　　72.3 ツバキ　　　　　　　　15.1 両生・爬虫類　　　　　14.3 昆虫類・小動物類　　　13.4 鳥類　　　　　　　　　 5.9

久　住 哺乳類　　　　　　　　53.2 昆虫類・小動物類　　　44.2 クサイチゴ　　　　　　22.1 鳥類　　　　　　　　　20.8 サクラ類　　　　　　　 5.2

佐　賀 哺乳類　　　　　　　　68.4 昆虫類・小動物類　　　24.6 両生・爬虫類　　　　　12.3 魚・カニ・陸産貝　　　10.5 不明動物　　　　　　　 3.5

久　住 サクラ類　　　　　　　35.6 クマイチゴ　　　　　　35.2 昆虫類・小動物類　　　34.7 オオシマザクラ　　　　32.9 哺乳類　　　　　　　　23.6

佐　賀 クサイチゴ　　　　　　33.3 ヤマザクラ　　　　　　25.3 哺乳類　　　　　　　　17.7 昆虫類・小動物類　　　16.4 ビロードイチゴ　　　　 8.1

久　住 昆虫類・小動物類　　　83.3 魚・カニ・陸産貝　　　23.8 哺乳類　　　　　　　　19.0 オオシマザクラ　　　   4.8 ウワミズザクラ　　　   4.8

佐　賀 昆虫類・小動物類　　　56.1 コウゾ　　　　　　　　25.0 哺乳類　　　　　　　　13.6 タブノキ　　　　　　　12.1 ヤマグワ　　　　　　　 9.8

久　住 昆虫類・小動物類　　　69.7 魚・カニ・陸産貝　　　44.4 哺乳類　　　　　　　　29.3 サルナシ　　　　　　　15.2 ウワミズザクラ　　　　13.1

佐　賀 ウワミズザクラ　　　　54.7 昆虫類・小動物類　　　40.4 エノキ　　　　　　　　 9.4 イヌビワ　　　　　　　 8.4 哺乳類　　　　　　　　 8.0

久　住 アケビ　　　　　　　　55.8 昆虫類・小動物類　　　41.1 サルナシ　　　　　　　38.0 魚・カニ・陸産貝　　　23.3 哺乳類　　　　　　　　12.4

佐　賀 イヌビワ　　　　　　　59.5 カキノキ　　　　　　　38.9 昆虫類・小動物類　　　20.6 ヤマボウシ　　　　　　10.7 サルナシ　　　　　　　 9.9

久　住 サルナシ　　　　　　　56.1 昆虫類・小動物類　　　48.3 アケビ　　　　　　　　29.2 魚・カニ・陸産貝　　　23.2 哺乳類　　　　　　　　22.0

佐　賀 アケビ　　　　　　　　25.8 カキノキ　　　　　　　25.2 昆虫類・小動物類　　　21.6 エノキ　　　　　　　　17.3 サルナシ　　　　　　　10.4

久　住 サルナシ　　　　　　　54.8 昆虫類・小動物類　　　32.8 哺乳類　　　　　　　　25.9 魚・カニ・陸産貝　　　10.5 キカラスウリ　　　　　 8.9

佐　賀 ムベ　　　　　　　　　26.0 カキノキ　　　　　　　22.0 サルナシ　　　　　　　16.5 アケビ　　　　　　　　16.5 昆虫類・小動物類　　　13.9

久　住 哺乳類　　　　　　　　31.9 アキグミ　　　　　　　22.6 キカラスウリ　　　　　19.3 カキノキ　　　　　　　16.0 サルナシ　　　　　　　15.1

佐　賀 フユイチゴ　　　　　　56.3 カキノキ　　　　　　　28.1 昆虫類・小動物類　　　21.0 ヒサカキ　　　　　　　18.0 イヌホオズキ　　　　　12.0
12月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

1月

2月

3月

4月

5月

表１ 嘉瀬川ダムにおける主な事業とテンの糞調査
の経緯． 

 

年 月 日 経　　緯

7 仮排水路トンネル工事に着手

11 テン糞採取の予備調査開始

2004 2 テン糞採取の本格調査開始

2007 10 嘉瀬川ダム本体コンクリート打設開始

2009 12 ダム本体コンクリート打設完了

2010 10 19 試験湛水開始

8 31 常時満水位（標高292.5m）到達（水位上昇）

11 19 洪水時最高水位（サーチャージ水位：標高300.0m）到達

2 13 常時満水位到達（水位降下），試験湛水完了

3 20 嘉瀬川ダム竣工

4 1 管理開始

12 テン糞採取調査の終了

（事業経緯は嘉瀬川ダム工事事務所提供より抜粋）

2011

2003

2012

表２ 久住と佐賀における糞中の動物質と植物質の
月別平均出現頻度． 

糞サンプ
ル数

動物質
（％）

植物質
（％）

糞サンプ
ル数

動物質
（％）

植物質
（％）

1月 162 54.9 76.5 469 32.2 94.2

2月 114 90.4 50.0 259 45.6 83.4

3月 74 87.8 31.1 140 62.1 49.3

4月 167 98.2 5.4 119 94.1 21.8

5月 77 88.3 29.9 57 93.0 5.3

6月 216 54.6 81.9 604 32.8 73.0

7月 42 97.6 19.0 132 66.7 47.7

8月 99 84.8 31.3 572 44.4 72.2

9月 129 65.1 94.6 131 22.9 97.7

10月 431 65.7 88.2 365 32.3 72.1

11月 305 53.1 84.3 273 24.2 93.4

12月 518 58.3 85.5 167 31.7 93.4

±SD 194.5±149.7 74.9±17.8 56.5±31.9 274.0±187.2 48.5±25.1 67.0±30.1

調
査
月

久住（総糞数2,334個） 佐賀（総糞数3,288個）
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賀ではモグラ科の毛が確認され，食虫類を含む多くの動

物が餌対象となっていた（荒井ほか，2003）．一方，餌植

物のほとんどがサルナシ Actinidia arguta，アケビ Akebia 

quinataおよびカキノキ Disopyros kakiなどの果実類であ

った．糞中で確認された植物の種数は，久住で 34種と佐

賀で 43種であった．北部九州 20カ所における出現種数

は 21種～48種で，全調査地では 79種に達した．多くの

調査地に共通する種もあるが，調査地により種数には幅

があり，地域，季節および調査年（豊凶）によっても少

しずつ異なった（未発表）．また，晩春から初夏と秋には

果実類を，夏には昆虫類を冬から春には哺乳類，鳥類，

爬虫類と季節により主体となる餌が変化し（表３），これ

らの変化は仔の誕生から独り立ちまでの成育過程

（Tatara,1994）とも密接に関連していると考えられる（荒

井ほか，2014b）．さらに，餌対象種の多くが，森林から

林縁部に生息・生育していることも分かっている（荒井

ほか，2003）．これらのことから，地域や季節により餌対

象種に違いがあるものの，テンは森林生態系において多

くの動植物を餌とし，食物連鎖の上位に位置することは

確かである．  

 

４．行動圏と生息環境 

久住（3個体）と佐賀（2個体）について，ラジオテレ

メトリによるテンの行動を調査した．基本的な 1日の行

動は，日没頃に目覚め，しばらく（１時間程度）は塒（ね

ぐら）の周囲に留まった．その後活動を開始し，短時間

（10～20分程度）同じ場所に留まる行動を繰り返しなが

ら深夜まで動き回り続けた．日付が変わる頃から午前 3

時頃にかけて，休息のためか，活動をほとんど停止した．

早朝に活動を再開し，日の出後に塒に落ち着いた．この

時の塒は，必ずしも前日と同じとは限らなかった．その

他，昼夜逆転して昼間に活動する場合，昼夜とも全く活

動しない場合，時々1時間程度の休息を取りながらほぼ 1

昼夜活動し続ける場合等も観察された．活動パターンを

決める要因が何かは分からないが，少なくとも天候には

左右されるようで，雨や冬の低温日には活動を休むこと

が多かった．しかし，曇天の昼夜あるいは降雪や積雪の

昼間には，比較的活発に動き回る傾向もみられた． 

また，1 日の活動開始後，最初から一定の広い範囲を

ゆっくりと動き回るケースと，まず目的地まで素早く移

動し，到着後その周囲の狭い範囲をしばらく活動し，再

び次の目的地まで素早く移動するというパターンを１晩

に数回繰り返すケースが観察された．多くが前者で，こ

の時の行動範囲はテンが日頃集中的に活動する地域（コ

アエリア）と考えられる．後者は，コアエリアより広い

範囲で，基本的に行動圏の最も広い範囲（活動エリア）

と考えられる．活動エリアの端までは稀にしか訪れなか

ったが，それはテンの行動圏（home range）が緩やかだ

からと考えられる．このことは，定着個体と非定着個体

から構成される（後述）中で，定着個体の行動圏内を非

定着個体が頻繁に移動していると思われること，あるい

はウワミズザクラ Padus grayana やカキノキのように果

実をつける植物が散在する場合，それらを多数個体が同

時に利用していること（未発表）からも示唆される． 

久住と佐賀における受信ポイントから，最外郭法によ

り求めたコアエリアと活動エリア，および行動圏の解析

に用いられるカーネル法（佐伯ほか，2006）により求め

た 50％行動圏と 95％行動圏を表４に示した．それぞれの

行動範囲において，久住と佐賀の調査地間での有意差は

表４ 久住と佐賀におけるテンの行動圏． 

活動エリア（長径m） 95%行動圏（長径m）

ヒサコ（雌・成獣） 830 - 2,600 861 417 2,556
ヒサオ（雄・成獣） 580 - 2,300 600 - 2,360
スミオ（雄・亜成獣） 850 - 2,600 960 380 2,640
平均　　　Mean±SD 2,500±73.2 2,519±143.7

ハタセ（雄・成獣） 600 - 750 488 - 756
カセ（雌・成獣） 600 300 1,100 212 206 1,125
平均　　　Mean±SD 925.0±247.5 940.5±260.9

両地平均 Mean±SD 1,870±880.1 1,887±880.1626.7±200.8 515,5±278.0

久住

753.3±150.4 643.6±259.9

佐賀

500.0±173.2 302.0±161.1

調査地 個体名（性・齢）

最外郭法 カーネル法

コアエリア
（長径m）

50%行動圏
（長径m）
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認められなかった．そこで，平均値で比較すると，コア

エリア（626.7±200.8m）は 50%行動圏（515.5±278.0m）

に近似し，両者間に有意差は認められなかった（p 値

=0.4757）．同様に，活動エリア（1,870±880.1m）は 95%

行動圏（1,887±880.1m）に近似し，両者間にも有意差は

認められなかった（p 値=0.8340）．また，これらはツシ

マテンの行動圏 0.44～1.24㎢（鑪・土肥，1991；Tatara and 

Doi，1991）を含む結果でもあった． 

草原の一部である谷筋に森林が存在する久住において，

ラジオテレメトリで追跡していると，テンは草原や人工

施設も利用するが，多くの時間を自然林で過ごしている

ように思われた．そこで，久住と佐賀において，全受信

ポイントを活動時間と塒（休息場）時間に分け，それぞ

れ自然林，人工林，草地および人工施設や丘陵伐採跡地

に環境区分し，それらの環境に明らかに滞在したと思わ

れる時間と頻度を求めた（表５）．調査地や個体によって

差があるが，塒ではいずれの個体も自然林の利用率が

57%～91%と高かった．活動時の自然林の利用には大き

な個体差がみられるが，Totalでは両調査地とも自然林の

利用が 60%以上で，人工林も併せた森林全体では 80%以

上に達した．改めて，テンの森林への高い依存性が示唆

された． 

 

５．テン糞の DNA分析による個体識別 

阿蘇（12 回の調査）では，591 検体から DNA が検出

され，95個体の個体識別ができた．佐賀（10回の調査）

では，360 検体から DNA が検出され，50 個体の識別が

できた．その結果，両調査地域の多くの個体が初確認で

あったが，一部の個体が調査期間を通して複数回確認で

きた．そこで，同一個体が 6カ月以上にわたって確認さ

れた場合その個体を定着個体とし，それ以外の個体を非

定着個体とした（田悟ほか，2013）．ただし，１回確認さ

れた後，半年以上経過して再度１回だけ確認された個体

は非定着個体とした．従って，一定地域におけるテンの

個体群は，定着個体と非定着個体から構成されているこ

とになる．阿蘇と佐賀における定着個体の確認期間，お

よび非定着個体の調査月別の平均個体数を表６に示した．

阿蘇の定着個体は 13個体（13.7％）で，6カ月～27カ月

間確認された．非定着個体は 82個体（86.3％）で，9月

表５ 久住と佐賀における活動時および塒（休息場）における環境別の滞在時間と頻度． 

自然林 人工林
草地（久住）
耕作・伐採跡
地（佐賀）

人工施設 自然林 人工林
人工施設（久
住）丘陵伐採
跡地（佐賀）

ヒサコ 3,799 1,433 784(54.7) 219(15.3) 132(9.2) 298(20.8) 2,366 1,497(63.3) 290(12.3) 579(24.5)

ヒサオ 2,312 1.317 296(22.5) 156(11.8) 295(22.4) 570(43.3) 995 575(57.8) 0(0) 420(42.2)

スミオ 8,372 5,916 4,894(82.7) 710(12.0) 312(5.3) 0(0) 2,456 2,246(91.4) 210(8.6) 0(0)

Total 14,483 8,666 5,974(68.9) 1,085(12.5) 739(8.5) 868(10.0) 5,817 4,318(74.2) 500(8.6) 999(17.2)

ハタセ 4,536 3,264 2,299(70.4) 713(21.8) 252(7.7) - 1,272 1068(84.0) 72(5.7) 132(10.4)

カセ 3,518 2,534 1,244(49.1) 826(32.6) 464(18.3) - 984 764(77.6) 106(10.8) 114(11.6)

Total 8,054 5,798 3543(61.1) 1539(26.5) 716(12.3) - 2,256 1832(81.2) 178(7.9) 246(10.9)

調査地 個体
総受信
時間

（分）

活動時間 塒（休息場）時間

総時間
（分）

環境別の滞在時間（分）と頻度（％）

総時間
（分）

環境別の滞在時間（分）と頻度（％）

久住

佐賀

表６ 阿蘇と佐賀における定着個体の確認期間および非定着個体の月別の平均確認個体数． 

27カ月 24カ月 20カ月 18カ月 17カ月 16カ月 14カ月 12カ月 7カ月 6カ月

3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 13

Jan. Feb. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec
0 1 5 4 5 6 13 21 4 9 82

36カ月 29カ月 27カ月 24カ月 15カ月 10カ月 — — — —
2 1 4 1 1 1 — — — — 10

Jan. Feb. Apr. Jun. Aug. Oct. Nov. Dec. — —
5 0 0 11 5 7 1 4 — — 40

調
査
地

阿蘇

定着個体
確認期間（上）と定着個体数（下）

確認個体数

非定着個体
調査月別の平均の非定着個体数

確認個体数

佐賀

定着個体
確認期間（上）と定着個体数（下）

確認個体数

非定着個体
調査月別の平均の非定着個体数

確認個体数
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～10 月に多かった．一方，佐賀の定着個体は 10 個体

（20.0％）で，10カ月～36カ月間確認された．非定着個

体は 40個体（80.0％）で，6月に多かった．今回の定着

個体の定住期間は個体識別調査の期間に左右されており，

もっと長期間の継続調査を行えば，より長い定住期間が

得られた可能性は高い．また，大多数を占める非定着個

体の数は，移動の頻度に比例していると考えられる．移

動を誘引する要因には様々なことが考えられるが，田悟

ほか（2013）は阿蘇で 9～10月に非定着個体数が増加し

たことについて仔の分散が１つの要因としながら，全て

を説明できないとしている．そこで，その他の要因とし

て，佐賀の 6月は晩春から初夏の果実の季節であり，阿

蘇は秋の果実の季節であることから，餌の果実を求めて

の移動が考えられる． 6 月は仔育て（授乳）中で

（Tatara,1994，細田・鑪，1996），9～10月は冬を控えた

体脂肪の蓄積のため，より多くの果実を必要としている

と思われる．さらに，定着個体が緩い行動圏をもつこと

が，多くの個体の移動を可能にしていると考えられる．

ただし，佐賀の秋と阿蘇の春に非定着個体数の明らかな

増加が認められなかったことについては，恐らく調査地

ごとの餌植物の分布や量の違いが関係していると考えら

れるが，今後の課題である． 

5-1 糞の個体識別を利用した個体数推定 

田悟ほか（2013）は，阿蘇と佐賀において，DNAによ

る識別個体数と糞 DNA 解析法による推定個体数を比較

している．糞 DNA 解析法とは，除去法を基本とし，調

査地での毎日の初確認個体数の代わりに，DNA分析によ

り新しく確認された個体数を用いて算出したものである．

調査毎の識別個体数は，阿蘇で平均 14.0個体（6～30個

体），佐賀で平均 8.7個体（1～17個体）であった．また，

糞 DNA 解析法による推定個体数は阿蘇で−5.0～54.3 個

体，佐賀で−8.8～26.0 個体であった．しかし，これには

マイナスの個体数など除去法の前提条件を満足しないデ

ータが含まれる．従って，これらのデータを除いた（阿

蘇 2データ，佐賀 2データ）推定個体数は，阿蘇で平均

20.0 個体（7.4～54.3 個体），佐賀で平均 13.0 個体（1.0

～26.0個体）であった．調査地内で実際にテンが利用し

ている面積は，阿蘇で 103ha，佐賀で 93haであった．よ

って，実際に確認された識別個体数の平均より求めた個

体群密度は，阿蘇で 0.14個体/ha，佐賀で 0.09個体/haで

あった．一方，糞 DNA 解析法より求めた平均密度は，

阿蘇で 0.19個体/ha，佐賀で 0.13個体/haであった．これ

らの数値の妥当性について，これまでテンの個体群密度

に関する報告がないため検討できないが，海外の同じテ

ン属（マツテン，フィッシャー，アメリカテンで 0.0014

～0.0076個体/ha）と比較した場合，テンがはるかに高か

った．これについて，田悟ほか（2013）は調査方法の違

いを指摘している． 

糞 DNA 解析法にはまだ多くの課題が残され，調査方

法の工夫や様々な調査地での検証などが今後必要である．

しかし，今回得られた実際の識別個体数と糞 DNA 解析

法により求めた個体群密度に大きな差が認められなかっ

たことから，糞を用いた個体数の推定に一定の有効性が

示唆された．つまり，糞採取の条件などにもよるが，サ

ンプリングされた糞数は周辺の生息数をある程度反影し

ていると考えられる． 

5-2 受信ポイントと識別個体の糞分布の比
較 

佐賀において，ラジオテレメトリで得られた受信ポイ

ントと，実際に糞の DNA 分析により個体識別できた個

体の糞分布を比較することにより，糞の分布から行動範

囲を推定することの可能性について検討した．図３は，

ラジオテレメトリで 2005年 4月～7月に追跡できた雌雄

各１個体の受信ポイント（図３上），および DNA分析に

より個体識別できた No.1個体（最も長期間確認できた定

着個体）の 2006年 1月～2007年 4月における糞の分布

状況（図３下）を示した．その結果，両者の分布域が大

きく異なることはなく，糞の分布からおおよその行動範

囲を予測できることの可能性が示唆された．しかし，こ

の方法は糞採取ルートの設定や採取方法などの条件の違

いによって，結果が大きく左右される可能性が高い．ま

た，今回わずか 1例と少なかった．今後，調査例数を増

やすとともに，調査や解析の方法を確立していく必要が

ある． 
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６．糞サンプル数の変動からみたダム工事の
影響  

テンの糞サンプル数や分布は，ある程度その生息状況

を反影していることが示唆されたことから，佐賀におい

て 2004年 2月～2014年 3月の長期間にわたり，糞数の

変動と実際の嘉瀬川ダム工事との関連を検討した．なお，

比較対照として脊振での調査を行った．図４に，両調査

地における糞数の変動と，嘉瀬川ダムの主な工事の進捗

状況を示した． 

両調査地とも糞数は時間の経過とともに減少傾向にあ

ったが，とくに佐賀では原石山・土捨場工事が本格化し

た 2006年秋頃からその傾向が顕著になった．そこで，ダ

ム本体工事の開始前を前期（2004年～2006年），工事の

最盛期を後期（2007年～2009年）とし，前・後期の間で

糞数に違いがあるか調査地別に検証した．その結果，脊

振では有為差が認められなかったが（p 値=0.0873），佐

賀では前期に比べ後期は明らかに少なかった（p 値

=0.0003）．GLMM 解析の結果でも，糞数が 2007 年以降

に両調査地とも減少しているが，その減り方は脊振より

佐賀が明らかに大きかった（荒井ほか，2014b）．ダム本

体の打設工事が終了した 2010年以降も，佐賀では糞数の

少数傾向が続いた（図４）． 

佐賀での糞数の減少について，工事以外の要因として，

テンの生息の場である森林とその林縁部における餌条件

の変化が考えられた．そこで，両調査地で採取した 13,739

個の糞内容分析を基に，主な動物質 7グループ（ネズミ

類，ウサギ類，モグラ類，鳥類，両生・爬虫類，昆虫類，

魚類）と植物質 7種（ヤマザクラ，ヤマグワ，サルナシ，

ウラジロノキ，アケビ，フユイチゴ，ヒサカキ）につい

て GLMM 解析を行なった．その結果，前期と後期で糞

内容物に違いは認められず，餌の質や対象の変化による

減少ではないことが分かった．つまり，佐賀での糞数の

減少は，工事の進捗状況とある程度一致していることか

ら，ダム工事の何らかの影響を受けたためと考えられる． 

工事による影響として，まず騒音，振動，人・車・重

機の頻繁な往来および夜間照明等の直接的な要因が考え

られる．今回，これら各要因がテンの生態にどの程度の

影響を及ぼしたかは不明である．しかし，識別個体 No.1

の糞分布（図３下）にみられるように，定着個体はダム

工事の最盛期（2006年 1月～2008年 12月）であっても

工事現場（「付替市道予定ルート」より嘉瀬川側）からた

びたび糞が確認された．また，糞数の減少が緩やかであ

ったことなどから，これら直接要因の影響は小さいと考

えられる．その一方で，圧倒的多数を占める非定着個体

（表６）の糞は，最盛期に工事現場でほとんど確認され

なかった．つまり，定着個体は工事が本格化しても生息

地に固執するが，本来移動しながら生活している非定着

個体は，本格工事の進行に伴い工事現場およびその周辺

から次第に遠ざかっていったと考えられる．従って，佐

賀における個体数の減少は非定着個体の減少にはじまり，

次第に定着個体に及んだと推察される．さらに，次第に

ゆっくりと影響を及ぼした要因に，工事の進行に伴う森

林，とくに自然林の減少が考えられる．実際に，ダムの

本格工事開始前の 2005 年から試験湛水でサーチャージ

水位到達した 2011年の間に，伐採や水没により自然林が

かなり広範囲（主に図３の「付替市道予定ルート」より

嘉瀬川側）に消失している（荒井ほか，2014a）．上述し

図３ 佐賀においてラジオテレメトリにより得られ
た受信ポイント（上）と，DNA分析による識
別個体No.1 の糞分布状況（下）． 
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たように，餌の質や対象の変化は考えられない事から，

工事の進行に伴う自然林の消失拡大が，テンの餌量や生

息場の減少および劣化を次第にもたらし，糞数つまり生

息数減少の要因になったと考えられる．  

試験湛水開始の 2010年 10月以降，佐賀における糞数

の回復状況を検証するため，脊振とともに GLMM 解析

を行なった．その結果，脊振ではやや増加が確認された

が，佐賀では認められなかった（図４）．そこで，試験湛

水開始後に完成した付替市道（図３）をメインに新たな

採取ルート（佐賀新）を設定し，糞のサンプリングを行

った．図５に，佐賀新と脊振における 2010年 10月～2014

年 3月の糞数の変化を示した．その結果，ダム本体のコ

ンクリート打設完了から約2年が経過した2011年末頃か

ら，佐賀での緩やかな回復傾向がみられた。2013年には

脊振とほぼ同程度となり，糞数の回復が認められた．こ

の回復をもたらした要因が何なのか，残された自然林の

環境と何らかの関係があるのかなど，さらに追跡調査を

行い，今後検討を重ねていくことが重要である．  

 

７．最後に  

以上述べてきたように，食肉目イタチ科のテンは森林

とくに自然林を主な生息の場とし，食物連鎖の上位に位

置することから，森林環境を評価する 1指標種となり得

ることが明確となった．その調査方法として，困難なテ

ンの捕獲や直接観察によるのではなく，その糞を用いて

生息状況を把握することの可能性が示唆された．実際に，

ダム工事現場における長期にわたる糞数の推移から，工

事の進捗状況に伴うテンの生態を把握し，工事が周辺の

森林に与える影響をある程度予測できた．糞を用いた方

法はまだ緒に就いたばかりで，多くの課題が残されてい

る．今後も事例を増やし，調査および影響評価の方法を

確立していく必要がある．確立できれば，工事などが周

囲の環境に与える影響を，短期間に比較的容易に把握で

きるようになると思われる． 
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図４ ダム建設工事が行われた佐賀（●）と人為的影響が少ない脊振（□）における 2004 年 2月～2014 年 3月の
糞サンプル数の変動． 
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小学校室内の大気およびダストを介した 

児童の化学物質暴露 
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１．はじめに 

 室内環境中の化学物質が原因で起こるシックハウス症

候群は 1990 年代に顕在化し大きな社会問題となった。

これを受けた各省庁および業界の活動により代表的揮発

性有機物質（VOCs）の指針値等が設定され、近年の建築

物におけるそれら物質の大気中濃度は指針値よりおおむ

ね低いことが報告されている（斎藤ら総説）1) 。しかし

シックハウス症候群に関する問題は依然として収束して

おらず、健康被害をうったえる報道は新聞等のメディア

でも絶えない。 

 本研究では VOCsによる健康被害の中でも、学校校舎

の新築改修にともなう健康被害 “シックスクール症候群”

の問題に着目した。シックスクール症候群の報告例とし

ては、2002年の九州の小学校における健康被害 2) 、2006

年の北海道の新築小学校における健康被害 3) 、2000 年

の新築大学校舎における健康被害 4, 5) 、2007年の新築大

学校舎における健康被害 6) などがあげられ、潜在的には

より多くの事例があると推測される。 

 本研究グループでは佐賀市内小学校における室内環境

VOCs調査を、市教育委員会と共同で平成 19年より実施

してきた 7) 。その中で児童のシックスクール症候群とお

もわれる様症状が複数報告されてはいるものの、現在の

ところ化学物質との因果関係は明らかとなっていない。

このことは現状では明確な健康被害の報告がなされてい

ない小学校でも、潜在的に健康被害が発生していること

を示唆している。本研究では将来的な化学物質と健康に

関する調査を視野に継続的な調査が可能である佐賀市内

の小学校を対象とし、小学校室内環境の現状を把握する

ため曝露量評価を実施してきた。 

 ところで近年のシックスクール症候群の事例に見られ

る共通点の一つとして、指針値設定物質を測定しても濃

度が低く原因が不明とされることが挙げられ、未規制物

質がその要因として疑われている。本研究では未規制物

質として、おもに水性塗料溶剤として利用されるグリコ

ールエーテル類（GEs）およびテキサノール類（Texanols）、

また樹脂や繊維、フロアワックスなどの難燃剤や可塑剤

として利用されている有機リン系難燃可塑剤（PFRs）に

着目した。本研究グループでは、小学校室内環境におけ

るこれら物質の残留濃度を測定し、小学生の曝露量とそ

の影響評価に取り組んだので紹介する 8, 9) 。 

 

２．学校室内大気を介した未規制 VOCs曝露量
と影響評価 8）  

２．１ 背景 

 近年のシックスクール症候群の事例に見られる共通点

の一つとして、指針値設定物質を測定しても濃度が低く、

原因が不明とされることが挙げられる。一方で指針値設

定物質の濃度が低くとも総揮発性有機化合物（TVOCs）

の濃度は高いことが多く、代替物質としての未規制物質

の利用が示唆されている。従って近年のシックスクール

症候群については、室内における未規制物質の利用によ

って発生する“未規制 VOCs”が、その要因として疑われて

いる。 



 

40 
 

 ここでは未規制 VOCsとして、おもに水性塗料（ペン

キ・ワックス・接着剤など対象表面に塗布し保護膜を形

成させる素材の総称）の溶剤として利用される物質であ

るグリコールエーテル類（GEs）およびテキサノール類

（Texanols）に着目した。これらはトルエンをはじめと

する有機溶媒を溶剤とした溶剤型塗料の規制が進む中で

需要量の増加が予想されているにもかかわらず、管理を

目的とした明確な規制が制定されていない物質群である。

これらの物質は目や鼻、気道の炎症に関連することが報

告されており 10, 11) 、スウェーデンの疫学調査では子供の

ベッドルームの大気中濃度とアレルギー疾患との間に有

意な関係があることも報告されている 12, 13) 。加えてこ

れまで学校や病院で報告されている VOCsによる健康被

害の例のなかで、アレルギー疾患との関連が強く疑われ

ている物質として 2-エチル-1-ヘキサノール（2E1H）14, 4-6)  

があげられる。これまでの調査でも佐賀市内小学校の室

内環境から比較的高濃度の 2E1H が検出されていること

から 7) 、より詳細な調査が望まれてきた。本研究では未

規制 VOCsによる小学校室内空気の汚染現状を把握する

ため、濃度実態調査と曝露量評価を行った。 

２．２ 試料と方法 

 試料は佐賀市内の小学校の室内大気を対象として、 

2011～2013年に 70教室で採取した（写真１）。大気試料

の採取は学校環境衛生基準に準拠して実施した。大気試

料採取は既報を参照し 3) 、ガラス捕集管（吸着剤 Tenax 

TA/Carboxen 1000：Supelco)をローボリュームエアーポン

プに接続し、0.1ml/minで 24時間吸引した。水性ワック

ス試料は、各学校で使用されている製品をポリエチレン

容器に分取した（n=4）。試料は、捕集管に内部標準

(d-8Toluene)を添加後、加熱脱着装置を接続した GC-MS

で定性・定量した。詳細は既報にまとめた 8) 。 

２．３ 結果と考察 

 化学分析の結果、すべての小学校の室内環境から未規

制 VOCsが検出された（図１）。検出された未規制 VOCs

の総濃度（ΣVOCs）の範囲は 11～360μg/m3であった。

検出された未規制 VOCs の中では、2E1H、Nonanal、

Texanolがすべての試料から検出され、また高い濃度範囲

がみられた（100%, 0.1～160μg/m3）。次に高い検出率が

見られたのはエチレングリコールブチルエーテル

（EtGBtE）、エチレングリコールフェニルエーテル

（EtGPhE）であり（97%,<MDL～55μg/m3）、それに続

く物質としてはジエチレングリコールメチルエーテル

（DiEtGMeE）（96%,<MDL～92μg/m3）、ジエチレングリ

コールエチルエーテル（DiEtGEtE）（96%,<MDL～51μ

g/m3）、ジエチレングリコールブチルエーテル（DiEtGBtE）

（86%,<MDL～22μg/m3）が挙げられた。ほぼ全ての試

料からこれら物質が検出されたことから、小学校室内環

境における本物質の幅広い存在が明らかとなった。検出

された物質群の寄与率を検討したところ、ほぼすべての

教室で 2E1H および総グリコールエーテル（ΣGEs）が

高い割合を示し、なかでも DiEtGMeE、DiEtGEtEが比較

的高い割合を示した。以下の議論では、検出率および寄

与率共に高い値を示した 2E1Hおよび GEsを対象とした。 

 本結果において 100%の検出率と高い濃度範囲を示し

た 2E1H は、可塑剤の一つであるであるフタル酸ジエチ

ルヘキシル（DEHP）や 2-エチルヘキシルアクリレート

（EHA）の加水分解物であることが知られており、床材

接着剤などに含まれる DEHPや EHAのエステル結合が、

コンクリート中のアルカリ成分によって加水分解され、

2E1Hが発生すると報告されている 5, 15) 。親物質である

DEHP や EHA は学校の室内環境でも塩化ビニル床材や

塗装剤、接着剤などに多く使用されており、これら部材

が 2E1H の発生源として寄与していることが考えられる。

室内大気中の 2E1H 濃度は気温や湿度の高い夏期に上昇、

冬期に低減するが、1 年後における濃度の低減は見られ

 
写真１ 小学校における室内環境調査の様子 
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なかったことが報告されている 5) 。2E1H の自然低減に

は数年以上の期間が必要であることが予想され、今後の

低減時間の推定に関する調査が望まれる。次に高い濃度

と寄与率を示した GEsの発生源としては、水性ワックス

や水性塗料の溶剤としての利用が知られている 16) 。水性

ワックスからの放散を確認するため検査対象としている

小学校で使用されている水性ワックスを分取し、固相マ

イクロ抽出法（SPME）をもちいたヘッドスペース GC-MS

分析に供試した。その結果、分析したすべての水性ワッ

クス試料のヘッドスペース VOCs から高濃度の

DiEtGMeEおよび DiEtGEtEが、一部の水性ワックスから

は EtGBtEが検出された（n=4、拡散係数不明のため同定

のみ、データ示さず）。加えて、斎藤らは、「子どもたち

が気分が悪くなると感じる主な教材」について小学生を

対象にアンケート調査実施し、各種教材から放散される

VOCs を分析している。その結果、教科書やニス、接着

剤等からGEsが検出されたことが報告されている 17, 18) 。

本研究における GEsの検出率と濃度範囲の高さは、学校

室内環境における本物質の利用範囲の広さを反映してい

ると考えられる。 

 

 検出された未規制 VOCs 総濃度（ΣVOCs 濃度）を教

室ごとに比較した（図１）。ΣVOCsはすべての教室で検

出され、その濃度は同一種の教室内でもおおきなバラツ

キがみられた（最大で 100倍程度）。ΣVOCs濃度を教室

種間で比較したところ、体育館がいくつかの教室（一般

教室、家庭科室、パソコン室、図書館）より有意に低い

傾向を示した（p<0.05, Conover-Inman Test）。体育館のΣ

VOCs が有意に低い要因は不明であるが、建築物の構造

的に気密性が低いことや、他の教室では窓開放後に一晩

放置することによって室内濃度が定常状態に達したが、

体育館の場合は容積が大きいために定常状態に至らず、

サンプリング位置の濃度が相対的に低くなっていた、と

いう可能性が考えられる。今後の調査法の検討が必要で

あろう。一方で、体育館を除くその他の教室種（一般教

室、家庭科室、パソコン室、図書館、音楽室、理科室）

の間では、教室間でΣVOCs濃度に差はみられなかった。

これら結果は、未規制 VOCsの発生源は多岐にわたり、

教室種には依存していないことが明らかとなった。 

 教室種間の濃度差を物質ごとに検討したところ、2E1H

はパソコン室がいくつかの教室（一般教室、理科室、体

育館）より有意に高い傾向を示した（p<0.05）。上述の通

り、2E1Hは、可塑剤 DEHPおよび EHAの加水分解物で

ある 5, 15) 。パソコン室ではカーペットを接着剤でコンク

リート床に直接貼り付けている部屋が多くあったこと、

パソコン関連器機等の可塑剤を多く含むプラスチック製

品が多く保管されていることなどがその要因として考え

られる。ΣGEsも体育館がいくつかの教室（一般教室や

 
図１ 小学校室内大気から検出された未規制 VOCs の総濃度（ΣVOCs： 総グリコールエーテル類 + 総テキサノー

ル類 + 2 エチル 1ヘキサノール + ノナナール）8） 
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パソコン室、図書館）より有意に低い傾向を示したが

（p<0.05, Conover-Inman Test）、他の教室種間で有意な濃

度差はみられなかった。GEsの発生源としては、上述の

通り水性ワックス 16) や水性塗料、接着剤、教材 17, 18) が

知られている。これら資材は教室の種類に関係なく広く

利用されているため、教室種間に明確な濃度差が見られ

なかったと考えられる。 

 

 本調査で得られた小学校室内環境の未規制 VOCs濃度

について暴露による影響を評価した。未規制 VOCsは室

内濃度の指針値等が設定されていないため、室内大気中

の化学物質の毒性指標としては、Lowest concentration of 

interest（LCI）19, 20) を指標としてもちいた。LCI はヒト

が感じる刺激を毒性指標として用いており、小学生に対

する室内環境の評価指標として適切であると考えられる。

また LCIが設定されていない物質に関しては既報を参照

し 21) 、無毒性量（NOAEL）22, 23) を安全係数 100で除し

て LCI と仮定した。推算の結果、すべての物質の HI は

<1であり、直ちに問題となる値ではないことが明らかと

なった。 

 つぎに、実際に健康被害が発生した学校における調査、

およびスウェーデンにおける疫学調査と濃度を比較した

（図２）。上島ら 5) は、新築大学校舎で発生したアレル

ギー症状に対する 2E1Hの閾値は、66～340μg/m3の間で 

あると報告している。また森ら 6) は、学生および職員の

体調不良が報告された新築大学校舎において各種 VOCs

を測定し、その要因として疑われる 2E1Hの濃度範囲を

12～62μg/m3と報告している。本調査において小学校教

室から検出された 2E1Hの濃度範囲は 1～160μg/m3であ

り、一部の教室では上述した既報の値を超えていた（図

２）。 

 また Choiら 12, 13) は、スウェーデンで VOCsと子供の

アレルギー疾患に関する大規模な疫学調査を実施してお

り、子供のベッドルームにおける大気中 GEs濃度の高さ

とアレルギー疾患の発症率の間に有意な関係を見いだし

ている。そこで、本研究で得られた小学校の室内環境か

ら検出された GEsの濃度範囲と、既報の濃度範囲を比較

した（図２）。その結果、本研究で得られた小学校の室内

環境から検出された GEs濃度範囲は、スウェーデンにお

ける調査でアレルギー疾患の発症群でみられた濃度範囲

と同程度であった。TDI をもちいた暴露量評価では問題

とならない値であったが、実際の学校における発症例や

疫学調査の値と比較すると無視はできない濃度であると

言える。監視の継続とともに、暴露量の低減が望まれる。 

 

 
   図２ 本研究で検出された小学校室内大気中グリコールエーテル類および 2エチル 1ヘキサノール濃度

とアレルギー症状が報告されている文献値の比較８） 
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３．学校室内ダストを介した PFRsの曝露量と
影響評価 9）  

３．１ 背景 

 難燃・可塑剤とは、火災防止や柔軟性付与を目的に樹

脂製品や塗料に添加する化学物質の総称であり、建材や

内装、家電製品などに多用されている。これまで樹脂製

品の難燃剤として多用されてきた臭素系難燃剤(BFRs)は

環境汚染問題をきっかけとして使用量が減少しており、

その代替物質として有機リン系難燃・可塑材(phosphorus 

flame retardants and plasticizers: PFRs）の使用量の増加が

報告されている。これら難燃・可塑剤はおもに室内環境

で使用される物質群であるため、さまざまな経路を介し

てヒトに摂取されていることが想定される。 

 近年、ハウスダストが難燃剤等の化学物質の重要な摂

取経路であり、とくにダストを介した難燃剤摂取量は大

人よりも子供で多いことが報告されている 24, 25) 。また子

供のダスト摂取の特徴として高頻度で手を舐めることな

どがあげられ、手を介した化学物質摂取量は子供で多い

ことも示唆されている 26) 。ここでは小学校児童による

PFRsの摂取量を把握するため、ダストを介した PFRs摂

取量を推定する。また、とくに小学生児童による新たな

PFRs 摂取経路として、手を介した経口摂取に着目した。

実際の小学校において児童の手拭き試料を採取し、手を

介した PFRsの経口摂取量の推算を目的とした。 

３．２ 試料と方法 

 ダスト試料は、佐賀市内の小学校から 2009年の 8月～

9 月に採取した。比較対象として、2009 年の 10 月～12

月に佐賀大学生ボランティアより一般家庭のダスト試料

を採取した。ダスト採取には紙パック式掃除機を使用し

た。手拭き試料は、2009年の 8月～9月に佐賀大学付属

小学校の児童を対象に、両手のひらをエタノール綿で拭

き取ることで採取した（写真２）。本研究では代表的な

PFRs、19 種類を分析対象とした 9) 。ダスト試料および

手拭き試料は、内部標準を添加しジクロロメタンを用い

て超音波抽出した。抽出液を 10％含水フロリジルカラム

をもちいて精製し GC/MSにて定性･定量した。詳細は既

報にまとめた 9) 。 

３．３ 結果と考察 

 分析に供したすべてのダスト試料から PFRs が検出さ

れた。分析対象とした 19種類の PFRsの中ではリン酸ト

リスブトキシエチル（TBOEP）が最も高濃度で検出され、

その濃度範囲は 3600～1900000ng/g乾重であった。 

 公共施設である小学校では難燃剤の使用量が多いこと

が考えられるため、ダスト試料から検出された PFRs 濃

度を小学校と一般家庭で比較した。その結果、総 PFRs

濃度は小学校で有意に高く、TBOEP とフェニル系 PFRs

（リン酸トリフェニル（TPHP）およびリン酸トリクレジ

ル（TMPPs））が有意に高濃度であった。また総 PFRsの

濃度に対する各 PFRs 濃度の割合を参照すると、どの教

室においてもTBOEPが 50～99%と高い割合を示した（図

３）。TBOEP はフロアワックスの可塑剤として多く利用

されることが知られており、小学校におけるワックスの

利用頻度の高さが影響していると考えられる。一方、一

般家庭では小学校より塩素系 PFRs（リン酸トリスクロロ

エチル（TCEP）、リン酸トリルクロロイソプロピル

（TCIPP））が有意に高濃度であった（図３）。塩素系 PFRs

は、おもに難燃剤としてプラスチックに添加されること

が知られている。一般家庭では小学校と比べ、プラスチ

ックを使用した家電製品の密度が高いことがその要因と

考えられる。ダスト試料から検出された PFRs 濃度から

子供の PFRs取り込み量を算出し、一日耐用摂取量（TDI） 
27, 28)と比較した。その結果、TBOEPの取り込み量は TDI

を最高で 10 倍超過しており、また、TMPP、TCEP の最

大取り込み量も TDIに近い値であった（図４）。 

 

写真２ 小学生を対象とした手拭き試料採取の様子 
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 そこで小学生の PFRs 摂取の主な経路であると推測さ

れる、手に付着している PFRs の定量に着手した。化学

分析の結果、すべての手拭き試料から PFRs が検出され

た。検出された PFRsの中では TBOEPが最も高濃度で検

出され、その濃度範囲は 12～1,400 ng hands-1であった。

手拭き試料から検出された TBOEP が高い割合を示す

PFRsの物質組成は、ダスト試料から検出されたものと類

似していた。手拭き試料から検出された PFRs の起源と

        

         図３ 教室と家庭のダストから検出された PFRs の寄与率。（a）全 PFRs を対象とした寄与率；
（b）TBOEP を除いた PFRs を対象とした寄与率 9） 

 

              
        図４ 教室と家庭のダストを介した PFRs 摂取量から算出した小学生のハザードインデックス 
             （各物質の摂取量と一日耐容摂取量との比）9） 
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してフロアワックスの影響を受けたダストが小学生の手

に付着したことが要因と推察された。小学生児童の手拭

き試料より検出された PFRs濃度をもちいて PFRs摂取量

を算出したところ最高値は 2,900 ng day-1であり、もっと

も寄与率の高い TBOEPの摂取量は最大で 2,400 ng day-1

と算出された。一日耐用摂取量と比較したところ一部の

試料において TBOEP の取り込み量はハザードインデッ

クスが 1以上であり、摂取量が TDIを超過していた。小

学生の PFRs 曝露量を低減させるためには、手を介した

摂取の低減が有効であると推測された。 

 

４．結論 

 本調査で得られた佐賀市小学校で検出された未規制

VOCs 濃度は、2E1H がアレルギー発症の報告値に近く、

またGEs濃度範囲はスウェーデンの疫学調査におけるア

レルギー疾患と関係が見られた濃度範囲と同程度であっ

た。またダストを介した TBOEPの取り込み量は TDI を

最高で 10 倍超過しており、また、TMPP、TCEP の最大

取り込み量も TDIに近い値であった。この結果は小学校

児童における潜在的な健康被害の発生を示唆している。 

 多種多様な未規制化学物質が検出されることが予想さ

れる小学校等の公共建築物については、例えば新築改修

後の引き渡し時における“臭気指数”をもちいた指針値の

設定や、積極的な手洗いによるダストを介した化学物質

摂取量の低減など、化学物質を特定しない包括的な曝露

量低減の対応が必要であると考えられる。 
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理事長退任にあたって 

～協会の将来展望への期待～ 

  

（一財）九州環境管理協会 顧問 持田 勲  
 

 2015年 6月 30日に、約 10年間務めた九州環境管理協

会理事長を退任し、顧問に就任します。協会の創立者の

一人でいらっしゃる竹下健次郎先生（1972年当時九州大

学生産科学研究所教授）の助教授に任用された時から、

協会との関わりが始まり、1984年には理事に任命戴きま

した。2003年に九州大学を退官し、副理事長を経て、2005

年に理事長に任命されました。現在の協会は、大学、県

および職員出身の副理事長、理事本部長、部長を中心に、

日常業務は遅怠なく運営されています。理事長は、組織

および業務の現在、将来におけるバランス、新しい業務

への基盤構築と開始、職員の意識・意欲・スキルの向上

への助言、協会コンプライアンスの向上が任務と考えて

いました。この機会に私の知る範囲で、日本社会におけ

る協会の歴史を振り返ってみます。 

 1960 年後半から 70 年前半は、敗戦後の復興を経た日

本社会が方向を変えた時期と言えます。公害問題が各地

で噴き出し、日米安保条約の改定に国内世論が沸騰して

いました。竹下先生は協会を創設され、水俣、大牟田、

洞海湾、三笠川、大分工業地帯、原子力発電所設置等の

公害、大事故、原子力エネルギー導入において、環境の

科学的・技術的基礎を固め、現実的解決を提案し、監視

を継続されました。創設時の協会は、九州一円の多数の

大学教授とご一緒に、九州社会に貢献しつつ、協会の技

術と経営の基盤、つまり今日の協会の原型を築かれまし

た。 

 環境の社会問題の側面は、当時の大学紛争と混然とな

って、大学の教授室、研究室にも侵入し、日々の研究雰

囲気の中へも、激しい騒乱の様相を持ち込みました。 

 70年代の後半になると、日本社会も落ち着き始め、環

境の技術や対策が進み、80年代には工業地帯の風景も一

変しました。環境に配慮する産業への変革も、軌道に乗

りました。協会もこの時代背景の下、業務を順調に拡大

できました。原油価格が高騰したオイルショック克服に

より、日本の産業は強化され、国際舞台で主役を務める

迄に成長しました。プラザ合意に基づく円高対策として

の金融緩和によって、バブル経済に至る過熱景気をもた

らしました。日本全体が美酒に酔った感があります。 

 金融引き締めによりバブルがはじけると、投資が止ま

り、成長が止まり、膨れ上がった債務の返済・償却によ

り日本全体が暗転し、停滞しました。不安は序々に消え

ましたが、停滞は続き、21世紀に入りました。バブル破

裂以降も、環境対策の継続で、協会はほぼ安定しており

ましたが、21世紀頃に入ってしばらくすると、協会業務

の縮小が始まり、協会も冬の時代を迎えました。 

 そこで、協会の組織の整備、コストの削減、収支のバ

ランス確保に努めました。不況時になると、好況時の放

漫経営や組織の機動性における課題が見え始めました。

薄れ始めていた協会創設時の意識の確認も必要になりま

した。当時、職員の協会経営への参画をかなり制限して

いましたが、常勤職員の経営陣への参加が、日常の責任

体制や機能性の強化に不可欠と考え、2名の理事任命か

ら始めて、現在 1名の副理事長、2名の理事本部長、2

名の部長からなる、日常業務執行の経営体制としました。

公益財団法人改革も、一般財団法人への円滑な転換で乗

り切り、また代行年金問題も軽微な損害で済みました。

計画業務の縮小、競争激化、収益が縮小し始めたので、

計画部を環境部計画課へ改編し、大学との連携によって

管理職の転出も計り、スリム化しました。勿論、地域に

合った振興と環境を連携させる計画は、今後も大切な業

務でありますので、協会内の強い連携の下、日本や地域
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の社会の需要に応じるべきでしょう。福岡県、福岡市を

中心に据えた公益事業も続けましたが、時代に合わせた

内容の提案は欠かせません。 

 当時の協会の職員間に、協会の成長過程での歪みとい

うか、見えない壁を感じました。協会の業態と組織のス

リム化には、職員が一丸となれる雰囲気で個々人の持つ

見識、能力、技能を最大発揮してもらうことが大切です。

中途採用による人材補強をしましたが、これ迄のところ、

職場のよい環境、雰囲気は保たれていると感じています。

これから迎える社会の変革期でも、この雰囲気は是非努

力して継続して欲しいものです。 

 協会の持つ資金の一部を活用して、目的を明確にした

自主研究の制度を始めました。わずかのシーズ資金です

が、社会要請を先取りできる知識やスキルの基盤を構築

できる契機であり続けて欲しいと思います。 

 職員の 65歳迄の雇用確保が要請され始めていました。

60歳定年を維持して、組織の若さと活力を維持しながら、

熟練・成熟した職員の協会と社会への貢献を続けていけ

るよう、九環総研株式会社を創設しました。小規模の株

式会社ですが、一般財団法人とは異なる分野へ進出して

もらえることも期待しています。今後、協会業務が縮小

する厳しい時にも、経営の健全性と適性な職員待遇を維

持しながら、社会の要請に答える業務の遂行に自信がで

きたと思います。 

 2011年 3月 11日、東日本大震災大津波は東北北関東

の太平洋岸に大きな被害をもたらし、福島原子力第一発

電所からは、大量の放射性物質が福島県内へ放出され、

厳しい汚染事故をもたらしました。 

 汚染の実態の調査や予測のニーズが生じ、協会が蓄積

してきた調査・分析・解析・計画の力を発揮できる機会

となりました。職員には、福島という遠隔の新しい土地、

冬の厳しい気候条件、中央省庁という新しい発注元等、

苦労も大きかったと思いますが、協会にとっては、新し

い業務の方向性を提示してもらえました。この大事故の

処理はこれからも継続されるので、競争も厳しくなりま

すが、協会にとって高い技術水準を認められ、全日本へ

の貢献を続けられるでしょう。勿論、この好調がこのま

まいつ迄も継続する筈がありませんので、準備を怠るこ

とはできません。更に高い技術力を養成し、遠隔地で、

質の高い業務を継続できる組織の整備は不可欠です。 

その復興の大きな資金の必要性とアベノミクスによる金

融緩和、財政出動によるインフレ誘導は、日本国内に大

量の資金と円安を招き、日本経済が活発になっています。

この時期、過剰な資金流通に溺れず、しっかりとした日

本の将来、社会像を描くことが大切です。 

 そこで、協会が今後進むべき方向を私なりに掲げて、

本稿を締めくくります。 

 第一に、業務の全国展開を目指す機会です。虎ノ門の

政府省庁街近くに東京事務所を開設できました。これ迄

の人のつながりや実績が結実したと言えますが、本格的

業務展開はこれからです。職員の見識、スキル、調査研

究能力をさらに向上して、受注や業務の実施に向け、人

脈を総動員して新しいフロンティアを開拓しましょう。 

 第二に、北部九州の五県と山口では、九州環境管理協

会の実績は、自治体、政府機関から高く評価されていま

す。顧客や社会のニーズ変化を敏感に捉え、満足戴ける

業務の計画と実施を継続しなければなりません。協会を

支援して下さる各々の地域の方々の力も総合して、業務

水準を高め続けましょう。慢心は想像できないようなミ

スや失態を招きます。業務品質の維持向上のために、職

員個人の洞察力と組織のチェック機能が働き続けるよう

日常的緊張感を共有しましょう。 

 第三は、海外業務への取り組みです。アジア諸国の環

境への関心の高まりは、協会の総合能力を必要とし始め

ています。海外ニーズを的確に捉え、カウンターパート

と緊密に協力して、短中期の採算を把握しながら、業務

をじっくり始めていきましょう。 

 第四は、協会の調査企画能力の拡大と強化です。日本、

アジアの環境とエネルギー、生物・環境（農林水産を含

む）、加えて地域の振興は協会にとって将来性のある領域

です。適切な課題を選び、人材とスキルの養成をしなが

ら、業務を実施し、実力を研磨していきましょう。 

 第五は、社会環境課題の本質把握と解決を追求する力

の養成です。四次元の分析とシミュレーション力に加え
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て、優れた計画が求められるしょう。まさに、協会の総

力の結集が不可欠です。地球環境、日本環境、地域環境

のいずれも経済と結びついて動いています。そこには、

人間の価値観も含まれるでしょう。つまり、日本や世界

の社会の現況を敏感に読み取り、将来像を的確に描き、

その実現に協力することです。 
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＿＿＿＿ 就任挨拶 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

 

― 環境問題の雑感 ― 

  

（一財）九州環境管理協会 理事長 百島 則幸  
 
環境問題は我々人類が生存する限り取り組まざる得な

い課題であろう。新しい科学技術や新しい物質は私たち

の生活を豊かにしてくれるが、新技術や新物質は時とし

て環境問題を内包している場合がある。環境問題が時間

と共に顕在化し、その影響が大きければ技術的及び法的

な対策が必要となる。 

そもそも人類が環境問題に最初に直面したのはいつの

頃であろうか。原始人は自然の中で獲物を狩り、自然に

依存した生活をしていた。やがて人類は銅製や鉄製の道

具を作る技術を生みだし、狩猟人は高性能の槍や弓を手

にし、農耕人は効率的な農器具を手にすることになった。

これらの道具が当時の人々の生活をどれだけ楽にそして

豊かにしたかは想像に難くない。しかし、道具作りの原

料である銅や鉄を手に入れるには、鉱石を製錬する必要

があり、21世紀の私たちも同じことをやっている。製錬

には亜硫酸ガスの発生による大気汚染という環境問題が

附随している。人類が最初に直面した環境問題の一つは

大気汚染かもしれない。人類が鉱物資源の利用を始めた

ことが環境問題の始まりともいえよう。しかし、当時は

製錬の規模は小さく、影響が及ぶ範囲は限定的であった

ろうから、人々の製錬活動は自然の回復力の範囲内にあ

ったと想像できる。 

亜硫酸ガスは刺激臭を持つので、私たちはその存在を

容易に感じとることができる。環境問題の顕在化はその

原因となる活動の規模に大きく依存している。奈良時代

の東大寺の大仏建立のために秋吉台に近い長登銅山から

大量の銅が都に運ばれている。その量は十数トンに及ぶ

とされていることから、長登銅山の製錬の規模は大きく、

近辺の樹木の立ち枯れなども起こっていたと想像できる。

もはや自然の回復力の範囲を大きく超えた活動であり、

当時の人々も亜硫酸ガスと立ち枯れの因果関係を容易に

推測できるほどの環境異変が起こったであろう。 

 

環境問題の顕在化が遅れるほど、別の言い方をすれば、

私たちが気づくのが遅くなるほど、その「つけ」は大き

くなる。フロンガスが開発された当時、不燃性で火災の

心配はなく人への毒性もほとんどないことから夢の化学

物質としてもてはやされた。しかし、1970年代には大気

中のオゾン層を破壊して有害な紫外線の量を増加させる

物質と分かり、フロンガスの環境問題は顕在化した。初

期のCFCの代替品として開発されたHCFCもオゾン層の

破壊力は小さいものの、強力な地球温暖化物質であるこ

とがわかり 2020年には生産を止めることになっている。

フロンガスの環境問題が顕在化して以来、私たちはこの

問題を解決するため国際会議をたびたび開催し、議定書

の締結や法の整備を進めてきた。やがてフロンガスによ

るオゾン層破壊の環境問題も過去のものとなる日がくる

であろう。 

2011年 3月に起きた東日本大地震により発生した巨大

津波は、科学技術の粋を集めた原子力発電所を襲い、福
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島県を中心として環境放射能汚染を引き起こした。私は

九州大学で環境放射能を専門に長く研究してきたが、遠

い東北の地で起こった環境問題をすぐには身近に感じる

ことはできなかった。状況が少し落ち着いた約一月後の

4 月中旬に福島県内の放射能調査にでかけ、自分の足で

歩き、放射線測定器の針の振れを自分の目で確認して初

めて放射能汚染という環境問題を意識することができた。

車で走っても一人の住民も見ることはなく、浪江町のガ

ソリンスタンドは修理工具がそのまま放置されており、

人々がいかに慌てて避難したかを物語っていた。 

今回の福島第一原子力発電所の事故は津波が原因とは

いえ、原子力発電所の安全対策が十分ではなかったこと

は明白である。国は原子力規制委員会を新たに設置し、

これまでの原子力行政の見直しを行い、原子力発電所の

立地や設備に厳しい基準を定めた。現在すべての原子力

発電所は運転を休止し、不足する電力は火力発電で賄わ

れている。火力発電に使用する化石燃料の購入費も増加

したが、二酸化炭素の放出量も増加した。休止している

原子力発電所の再稼働においては新規制基準に沿った厳

格な安全審査が行われることになっているので、日本の

原子力発電所は世界で最も安全性に配慮した施設になる

であろう。このような事故を二度と起こさないための対

策が進められている。しかし、今回の事故に対して人々

は、様々な立場で、色々な形の「つけ」を今も払ってい

ることは間違いない。安全対策の強化などは歓迎すべき

「つけ」であろうが、心配なのは増加した二酸化炭素放

出の「つけ」である。 

福島原子力発電所の場合のような大きな事故が起きる

と放射能や放射線は環境問題を内包していると誤解され

るかもしれないと心配するのは余計なことであろうか。

人工的な産物であるフロンガスとは異なり、放射能は自

然界にも広く存在し、すべての人は体の中に放射能をも

っている。放射能や放射線は産業や研究など様々な分野

で広く利用される有用なものである。放射線や放射能が

もつ特徴を科学技術と組み合わせた最新の技術は現代社

会にはなくてはならぬものとなっている。病院のレント

ゲン写真や飛行機の手荷物検査は身近で目にする放射線

の利用であるが、ガンの診断に使われる PET技術は、加

速器による放射性物質の製造とその放射性物質を含む薬

剤の合成、ガンに集積した放射性薬剤の放射線検出器に

よる測定、コンピューター3D画像処理技術による視覚化

が組み合わされた最先端の高度ガン診断技術である。ま

だ私たちが気付いていない環境問題がもしかすると PET

技術にも内包されているのであろうか。 

福島原子力発電所で発生した環境放射能汚染、フロン

ガスによるオゾン層破壊、化学物質等による海洋や土壌

などの環境汚染を解決するためには、環境影響の実態を

明らかにすることがまず第一歩である。そのためには環

境分析と評価が適切に行われることが不可欠であり、九

州環境管理協会は 1971年の発足以来、社会の様々な要望

に応えてきた。先端的な技術に内包されているかもしれ

ない環境問題は、これまで日本が経験して解決してきた

公害とは異なる種類のものである。複雑に絡み合った闇

に包まれて姿をなかなか見せないものかもしれない。こ

れからの社会が求める分析技術は、より高精度、より高

感度、そしてより高品質であり、分析者の知識や技術力

の日々の研鑽はもちろんであるが、設備や機器の健全な

維持がなければ、到底社会の求めに応じることはできな

いと考えている。 

私たちは、有明海の再生のようなローカルな環境問題

と地球温暖化のようなグローバルな環境問題を抱えてい

る。これらの問題が解決できなければ、「つけ」は私たち

の子孫にはね返ってくるであろう。地球環境の保全には

協調と継続した努力が求められる。環境問題は我々人類

が生存する限り取り組まざる得ない課題ではあるが、保

全だけでなく新しい自然環境を創造しようとする努力も

始まっている。月並みな言葉ではあるが、未来は努力し

て自分で切り開くものである。九州環境管理協会の将来

は一人一人の努力とみんなの力の結集にかかっている。 
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＿＿＿＿ 研究報告 ＿   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

 

福島県における大気水蒸気と雨水のトリチウム濃度 

（2013・2014 年） 

  

（一財）九州環境管理協会 調査分析部分析技術課 田籠 久也  

調査分析部分析技術課 玉利 俊哉  

調査分析部分析技術課 川村 秀久  
 
 

１．はじめに 

 トリチウム（三重水素，3H，T）は，半減期 12.3年のベ

ータ線放出核種である。トリチウムは，環境中で宇宙線

と大気中に含まれる窒素や酸素との核反応により定常的

に生成されている。また環境中に存在するトリチウムに

は，過去に行われた大気中核実験などにより放出された

人為的なものも含まれている。環境中では，主にトリチ

ウム水（HTO）などとして存在しており，水文学の分野

では水のトレーサとしても利用されている。 

 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）の事故後，発電所内の汚染水中トリチウム濃度

が高濃度であることが報告されている 1)。福島県内にお

ける環境中トリチウム濃度は，河川水，湖沼水，海水等

について調査された結果，現在は発電所近傍の海水を除

く殆どが事故前と同程度であることが報告されている 2)。

一方，事故後の福島県内における大気中のトリチウムに

関するデータは極めて限られている。 

 本研究では，大気中水蒸気状トリチウム（以下「大気

HTO」）濃度と雨水トリチウム（以下「雨水 HTO」）濃度

を把握するため，福島県内 2地点と福岡市内 1地点（対

照地点）において，2013 年 10 月から大気水蒸気と雨水

を 1ヶ月毎に採取し，トリチウム濃度を測定した。本稿

ではその一部の結果を紹介する。 

 

２．方法 

２．１ 調査地点 
 調査地点は，図１に示す福島第一原発から西北約 30km

に位置する福島県田村市船引町及び常葉町である。対照

地点として福岡市（九環協敷地内）も選定した。 

２．２ 採取期間及び採取方法 
 大気 HTOの採取期間は，2013年 10月から 2014年 12

月である（2014年 4月以降の福島県調査地点は，田村市

船引町のみ）。大気 HTOは 1ヶ月間毎にモレキュラーシ

ーブ（MS-3A）に連続捕集して採取した（図２）。さらに，

田村市船引町及び福岡市では，１か月間毎に雨水採取装

置により雨水も採取した（天候と機材不調のため，一部

欠測期間あり）。なお、2014 年 7 月以降に採取した試料

は、現在分析中のため、本報告には含まない。 

図１ 調査地点 
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２．３ 前処理と測定 

 大気 HTO を捕集したモレキュラーシーブは，窒素気

流中で 400℃に加熱し，離脱した水蒸気をコールドトラ

ップにて回収し，蒸留精製した。雨水は，蒸留精製後，

電解濃縮した。前処理により得た水試料をシンチレータ

(Perkin Elmer Ultima Gold uLLT)と混合し，数日静置した

後，低バックグラウンド液体シンチレーションカウンタ

（Hitachi Aloka製 LB-5または LB-7）によりトリチウム

濃度を測定した（図３）。 

 

３.結果と考察 

３．１ 大気中水蒸気状トリチウム濃度 

 大気中水蒸気状試料水 1L当たりの HTO濃度を図4に

示す。田村市常葉町では，0.29～0.74 Bq/Lの範囲にあり，

平均値は 0.51±0.15 Bq/Lであった。田村市船引町では，

0.29～0.70 Bq/Lの範囲にあり，平均値は 0.49±0.13 Bq/L

であった。一方、参照地点である福岡市では，0.17～0.75 

Bq/Lの範囲にあり，平均値は 0.49±0.13 Bq/Lであった。

いずれの地点も春先に最大値を示していた。 

 大気 1m3当たりのHTO濃度を大気水分量とともに図5

に示す。田村市常葉町では，1.73～4.39 mBq/m3の範囲に

あり，平均値は 3.20 mBq/m3であった。田村市船引町で

は，1.06～10.7 mBq/m3 の範囲にあり，平均値は 4.03 

mBq/m3であった。一方、福岡市では，2.23～12.8 mBq/m3

の範囲にあり，平均値は 5.44 mBq/m3であった。 

 水分量は田村市常葉町で，3.84～14.5 g/m3の範囲にあ

り，平均値は 6.89 g/m3であった。田村市船引町では，3.10

～20.3 g/m3の範囲にあり，平均値は 8.02 g/m3であった。

福岡市では，5.59～26.2g/m3の範囲にあり，平均値は 11.9 

g/m3であった。 

図３ 大気 HTO及び雨水 HTOの分析フロー 

大気 ⽉間降⽔
↓ ↓

モレキュラーシーブ捕集 蒸留精製
↓ ↓

加熱（窒素気流中） 電解濃縮（約9倍）
↓ ↓

⽔分回収 中和蒸留
↓ ↓

蒸留精製 シンチレーターカクテル調製
↓ ↓

シンチレーターカクテル調製 LSC測定
↓

LSC測定  
図５ 大気 HTO濃度（mBq/m3）と水分量 

図２ 大気 HTO捕集装置 

 
図４ 大気 HTO濃度（Bq/L） 
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 大気水分量と大気 1m3あたりのHTO濃度の関係を図6 

に示す。大気水分量の増加に伴い，大気1m3あたりのHTO

濃度も増加する傾向があった。 

３．２ 雨水トリチウム濃度 

 雨水 HTO 濃度を図 7 に示す。田村市船引町での雨水

HTO濃度は 0.29～0.54 Bq/Lの範囲にあり，平均値は 0.39 

Bq/Lであった。一方，福岡市での雨水 HTO濃度は 0.25

～0.71 Bq/Lの範囲にあり，平均値は0.41 Bq/Lであった。 

田村市船引町の結果は，福岡市と大きな差異は見られず，

また，これら結果は近年の千葉市における濃度レベル 3）

と同等であった。なお，福岡市においては，春季に濃度

がやや高くなる傾向が見られた。 

３．３ 大気 HTOによる内部被ばく量の試算 

 本結果を用いて、大気 HTO の吸入による内部被ばく

を試算 4)した。その結果を表 1に示す。 

 大気 HTO濃度は，最大値を示していた 2014年 7月の

田村市船引町のデータと2014年9月の福岡市のデータを

用いた。 

 試算した預託実効線量は，大気 HTO 最大濃度を１年

間呼吸した場合の預託実効線量であり，福島県田村市及

び福岡市のいずれも 10-6 mSvオーダーであった。 

 

 ４．まとめ 

・2013年 10月から 2014年 12月までの大気HTO濃度は，

田村市 2地点と福岡市 1地点との間で濃度に大きな差

は認められなかった。 

・大気 1m3あたりの HTO 濃度は，大気水分量と相関が

あった。水分量が最大となる夏季のデータで 10 

mBq/m3程度であった。 

・雨水 HTO 濃度は，田村市 1 地点と福岡市 1 地点との

間で濃度に大きな差異は認められなかった。 

・最大濃度を示す大気 HTO を１年間吸入した場合の預

託実効線量は、10-6 mSvのレベルであった。 
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図６ 大気 HTO濃度（mBq/m3）と水分量 
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表１ 大気 HTOによる預託実効線量 

摂取量
（m 3 /⽇）

実効線量係数
（mSv/Bq）

最⼤濃度
（mBq/m 3）

最⼤預託実効線量
（mSv）

田村市 10.74 1.57×10 -6

福岡市 12.83 1.88×10 -6
22.3 1.8×10 -8

 
図７ 雨水 HTO濃度（Bq/L） 



 

55 
 

＿＿＿＿ 研究報告 ＿   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

 

野外の高温暴露験によるアサリ稚貝の高温耐性の検証 

 
（一財）九州環境管理協会 環境部水生生物調査課 道山 晶子 

  
 

１．はじめに 

 近年、全国各地の干潟では、アサリ資源量の減少が報

告されている 1)。その要因には、表１に示すように、生

息場・漁場の減少、アサリ加入量の減少、漁場環境の変

化、資源管理不足、気候変動及び食害・競合生物などが

挙げられている。さらに、浮遊幼生を供給していた生息

場、漁場の消滅により、他地先への供給が途絶えてしま

うなど、母貝団地が機能しなくなったことや、再生産機

能の低下・消失による資源量の減少なども指摘されてい

る 2)。 

 全国各地の地先、漁場では、これらの減少要因の究明

及びアサリ資源量の回復のために、アサリに関する様々

な調査が行われている 1)。その中でも、生活史を踏まえ

た資源量の変動要因を把握するために、海底・干潟域に

着底したばかりの稚貝（殻長 0.2～1mm、以下「着底稚

貝」とする）、着底後に成長した稚貝（殻長 1～5mm、以

下「初期稚貝」とする）を対象とした調査の重要性が指

摘されている 1)。これは、アサリ資源量の維持・増大に

は、成貝の生息環境の保全だけでなく、着底稚貝・初期

稚貝などの生活史初期段階のアサリが絶えることなく、

連続して生残できる環境の維持・保全が重要なためであ

る（図１）。 

 博多湾の最奥部に位置し、アサリの成貝が 200個体/m2

以上と、資源が豊富な和白干潟においても 3）、様々な変

動要因により、その資源量が年毎、季節毎に大きく変動

している。例えば、冠水率が高く、餌となるプランクト

ンを長時間摂取できる低地盤域では、着底稚貝が高密度

に加入する5月から10月には浮遊幼生が多く着底するが、

表１ アサリ資源の減少要因 

減少要因 

生息場・漁場の減少 埋立・干拓（直接影響） 

アサリ加入量の減少 周辺干潟の母貝減少、稚貝の加入量減少、 

底質軟泥化による稚貝着底基盤の減少 

漁場環境の変化 水質悪化：水質汚濁（栄養塩の過多）、 餌不足（栄養塩の不足） 

貧酸素水塊の発生、赤潮の発生 

底質悪化：軟泥化・還元化 

地盤高の上昇 

資源管理不足 過剰な漁獲 

気候変動 温暖化 

食害・競合生物 捕食：ナルトビエイ、ガザミ、サキグロタマツメタガイ、鳥類等 

生息場の競合：シオフキガイ、アナジャコ等 

図１ アサリの生活史 4) 

浮遊幼生

ベリジャー幼生

トロコフォア D状期
((100～110)～130μm)

アンボ期
(130～180μm)

フルグロウン期
(180～(200～230μm)

(着底)

着底稚貝
((200～230)～300μm)

初期稚貝
(300～1000μm)

稚貝
(1～15mm)

初期成貝
(15～25mm)

雌(♀)

雄(♂)

成貝(25mm以上)

精子

卵

(放卵)

(放精)

(受精)

受精卵
(60～70μm)
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潮干狩りによる成貝の持ち出し（図２）のほか、8 月か

ら 10 月にかけて大量に堆積するアオサの腐敗に伴う底

質悪化により（図３）、資源量が減少している 3）。これに

対して、アオサの堆積が少ない高地盤域では、アオサ堆

積時期に着底稚貝が多く生息するが、冠水率が低く長時

間干出するため、夏季の干潟温度がアサリの致死温度で

ある 35℃以上に上昇し、着底稚貝が初期稚貝となるまで

に多くが減耗している。 

 このように和白干潟では、潮干狩りによる持ち出し、

アオサの堆積による底質悪化、夏季の干潟の高温化が主

なアサリ資源の減少要因となっていると考えられており、

本干潟域でアサリ資源を維持、保全するためには、各要

因の影響の程度を把握する必要があり、特に気象条件に

より大きく変動する干潟温度による生残の影響について

は、アサリの生残と干潟温度との関係を調べる必要があ

る。 

 このアサリの生残と温度との関係について、これまで

にも成貝や稚貝を対象とした耐性試験の結果が既往の研

究により報告されており、我々が行った着底稚貝を対象

に室内での高温暴露実験でも、水温 35℃以上になると、

短時間での斃死がみられ、時間の経過とともに生残率が

低下することを確認した（図４）5)。 

 本研究では、室内実験で確認された高温化によるアサ

リ稚貝の減少について、野外でも再現されるかを確かめ

るため、和白干潟において、干潟温度の違いによるアサ

リの生息密度の変化、干潟温度の上昇の程度とアサリの

生残率について調査した。 

 

２．調査方法 

２．１ 干潟温度の違いによるアサリ生息密
度の変化 

 干潟温度とアサリ稚貝の生息密度、大きさ（殻長）と

の関係を経時的に求めた。 

2009 年 6 月 7 日から 11 月 3 日まで毎月、和白干潟の 2

地点（図５の「●」印）でアクリルパイプを用いて底泥

を採取し、ローズベンガル入りのホルマリンで染色・固

定し、分析室に持ち帰った。試料に水を加え、比重の違

いにより内容物を分別した。 

 上澄み中の粒子を集めて顕微鏡下で着底稚貝、初期稚

貝を同定し、個体数と殻長を測定した（図６）。 

 干潟表面の温度は、2009年 6月 7日から 11月 3日ま

で、ロガー（HOBO製ペンダントロガー）を用いて測定

間隔を 1時間として連続測定した。 

図２ 和白干潟での潮干狩り 

図３ アオサが堆積した和白干潟 

図４ 35℃以上の暴露実験による生残率の時間変化 
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２．２ 干潟温度の上昇の程度とアサリの生
残率 

 干潟温度とアサリ生残率との関係を求めた。2013年 7

月 20日から 9月 7日にかけて、「2.1 干潟温度、生息密

度」の調査結果に基づき選定した和白干潟の 1地点（図

５の「□」印）に、温度条件が異なる実験区を 2カ所設

置し、稚貝の生息数の時間変化を調べた。2 つの実験区

は、遮光の有無により干潟温度が高温となる条件（高温

区）、低温となる条件（低温区）とした（図７）。 

 実験区には、それぞれ稚貝（殻長約 1～1.5cm）を 80

個体ずつ（20個体×4袋）投入し、設置後 5日目、その

後は晴天が続いた日、昼間に干潮時間を迎え干潟域の温

度が上昇しやすい日に斃死個体を数えた。 

 この斃死個体数と初期投入数から、実験開始からの期

間における生残率を求めた。 

 また、期間中は、ロガー（同上）を用いて、それぞれ

の実験区の干潟表面上の温度を 10分毎に連続測定した。 

 

３．結果及び考察 

３．１ 干潟温度の違いによるアサリの生息
密度変化 

 図８に、「0.4mm未満」、「0.4～0.9mm」、「0.9mm以上」

の殻長に区分して生息密度の経時変化を示す。 

 A地点では、6～7月に着底した 0.4mm以下の稚貝は、

日数の経過とともに生息密度が低下するが、多くの個体

は生残し、殻長 0.4～0.9mm、0.9mm以上の稚貝に成長し

ていた。 

 これに対して、B地点では、6月 7日に殻長 0.4mm以

下の稚貝がみられたが、2週間後には 0.4～0.9mm、0.9mm

以上の稚貝はほとんどみられなかった。 

 図９に示す干潟温度をみると、A地点では稚貝の致死

温度に近い 35℃5)を超えることはないが、B 地点では

35℃以上となる時間帯がみられた。 

 また、図１０に示す干潟温度の変動幅（日最大温度－

日最低温度）をみると、A地点は 0～3℃、B地点は 5～7℃

と B地点の変動幅が大きかった。 

 

 
図５ 調査地点及び実験区 

 

 

図６ 着底後数ヶ月経過した稚貝 
（殻長約 3mm） 

 

 

図７ Ｃ地点に設置した高温区（左側）と 

低温区（右側） 
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３．２ 干潟温度の上昇の程度とアサリの生
残率 

 表２に実験期間中のアサリの生残率を、図１１に期間

中の干潟温度の経時変化を示す。 

 稚貝を投入した 7月下旬には、遮光しなかった高温区

で 35℃以上となる時間帯もみられたが、生残率は高かっ

た。その後、干潟温度は 8月中旬に 35℃を超えたが、高

温区、低温区で生残率に差はみられなかった。しかし、8

月下旬から 9月上旬になると 30℃を下回り、アサリの成

長に適した温度になったが、実験終了時には高温区は、

低温区に比べて生残率が低くなった。 

 図１２に示す同時期の干潟温度の変動幅をみると、低

温区では変動幅が 6～7℃であったが、高温区では 7～9℃

と変動幅がさらに大きくなった。 

 本実験では、温度と稚貝の生残率との明確な関係は把

握できなかったが、干潟温度の日間変動幅が大きくなる

ことが、生残率を低下させる一因となっていることが示

唆された。 

 また、野外においては、アサリは干潟の高温に数時間、

耐えながらも、高温化によるダメージが夏季の間に蓄積

し、高温化の程度が緩和した夏季の終わり頃に斃死した

可能性がある。 

 

４．おわりに 

 本研究では、干出時における温度が急激に上昇する干

潟域で、温度上昇によるアサリ稚貝に対する生残率の低

下への影響を調べた。 

 稚貝の生息密度は、干潟温度が高くなりやすく、日間

変動幅が大きい高地盤域が低地盤域と比べて低かった。  

 
図８ 着底稚貝の生息密度の経時変化（2009 年） 

図９ 和白干潟における干潟温度 
（2009 年 6 月 8日～11 月 3日） 

 
図１０ 和白干潟における干潟温度の変動幅 

（2009 年 6 月 8日～11 月 3日） 

表２ 実験区におけるアサリの生残率 

区画 
調査日 

7/20 7/24 8/17 9/8 

高温区 100％ 100％ 80％ 5％ 

低温区 100％ 95％ 60％ 65％ 
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また、高温化しやすい高地盤域において、温度上昇と稚

貝の生残率を調べた結果、高温化の程度と生残率との間

に明確な関係は把握できなかったが、温度の日間変動幅

が大きいことが、生残率を低下させる一因となっている

ことが示唆された。 

 今後は、室内で実施した高温暴露実験や今回行った野

外での高温化による稚貝の生残の状況を検証するために、

干潟域を模擬した実験を行う予定である。 
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図１１ 気温の経時変化と潮位（2013 年 7月 20 日～9月 8日） 

図１２ 和白干潟における干潟温度の変動幅 

（2013 年 8 月 18 日～9月 8日） 
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環境 DNA分析におけるプライマー設計 

  

（一財）九州環境管理協会 環境部環境技術課 大井 和之  
 
 

１．はじめに 

 DNA は生物の細胞内に普遍的に存在する物質であり，

個々の生物が固有の塩基配列を持っているため，適確な

分析を行うことで多くの情報を得ることができる。しか

し細胞内に存在する遺伝情報の総体である「ゲノム」を

構成する DNA の塩基配列の長さは 107～1011 塩基対の

オーダーであり，全長を解読することは技術的には可能

であるが非常なコストと時間がかかる。まずは 102～104

塩基対程度の長さの領域に対象を絞って分析するのが普

通である。 

 ゲノムの塩基配列の大部分は個体間あるいは近縁な生

物種間では違いがない。ゲノムの 109塩基対の百万分の

1 しかない分析対象の 103 塩基対を選ぶ時に，もし調べ

たい生物と比較対象との間で相違が全く無い領域を選ん

でしまったら情報量は 0になってしまう。逆に配列の相

違が大きくなりすぎるとそもそも「相同」な領域を比較

しているのかどうかわからなくなる。適確な分析のため

には相同性が保証されていて変異が十分にある領域を探

す必要がある。 

 環境調査において DNA 分析で調べたいことは大きく

わけて 4つある（図１）。調査対象によって分析方法はい

くらか異なるが，いずれの場合でも，試料から DNA を

抽出し PCR を行うという最初のステップは共通してい

る。この PCRで用いられる「プライマー」とよぶ 20mer

程度の合成 DNA（2種類で 1対）が分析対象となる領域

を規定するキーとなる。 

 プライマーの塩基配列の選択が分析の成否を左右する

にもかかわらず，プライマー設計に決定版のマニュアル

がない。普遍的なプライマーが使える場合や調査対象に

ついてすでに論文等でプライマー配列が報告されている

場合は，まずその配列を試してみることになるが，本調

査の前に予備調査としてプライマーの検証が必要であり，

プライマー設計の考え方を知らないといけない。本報告

では，プライマー設計の基礎的知識を整理し，これまで

に筆者が実施したプライマー設計の実例を紹介する。理

論的，技術的な詳細は末尾の参考文献を参照していただ

きたい。 

 

図１ DNA 分析の調査対象と方法 
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２．分子進化遺伝学の基礎 

２．１ 塩基置換と挿入欠失 

 親から子へと世代が引き継がれていく中で，DNAに突

然変異が起こり塩基配列が変化することがある。配列中

の 1つの塩基が別の塩基に換わることを塩基置換という。

また，配列の一部分が欠落したり余計な塩基が付加した

りすることを挿入欠失という。 

 DNA のうちタンパク質をコードしている遺伝子部分

では，DNAの 3塩基がタンパク質を構成するアミノ酸の

種類 1つを定めている（コドン）。タンパク質を構成する

アミノ酸は 20種類であり，3塩基の組み合わせは 43=64

種類あるため，塩基置換がおきた時にアミノ酸が変化す

る場合と変化しない場合がある。アミノ酸が変化する塩

基置換を非同義置換，変化しない置換を同義置換

(synonymous substitution)とよぶ。非同義置換では，アミ

ノ酸が変化してタンパク質の機能が十分で無くなった場

合，変化していない個体に比べて生存に不利になって子

孫を残しづらくなり，変異が集団から排除される可能性

が高い（機能的制約）。同義置換では作られるタンパク質

の構造は変わらないので，機能的制約を受けない進化的

に中立な変異になる。中立な突然変異は，集団中のどの

個体で発生した突然変異も 1/(集団サイズ)の確率で集団

中に定着するため，集団サイズ（個体数）にかかわらず，

突然変異率と同じ速度で変異が集団に定着する。すなわ

ち，同義置換の分子進化速度は DNA の突然変異率でき

まり，2 つの生物の塩基配列を比較した場合，共通祖先

が古いほど配列の違いが多くなる。これを分子時計とい

う。同義置換の平均的な分子進化速度は表１のように生

物の種類と核ゲノムか細胞内小器官のゲノムかによって

異なる。ただし，塩基置換の突然変異発生率は A,C,G,T

のどれからどれに変化するかによっても異なり，配列上

の塩基の位置によってかなりばらつきがある。 

 遺伝子がコードされていない部分では，挿入欠失がよ

く見られる。遺伝子部分では挿入欠失が起こるとタンパ

ク質のアミノ酸配列が大きく変化してしまうため有害な

突然変異となって変異が定着しないが，非コード部分で

は挿入欠失に機能的制約を受けない場合が多く変異が定

着しやすい。また，1～数塩基の並びが複数回繰り返して

いる配列（short tandem repeat）があると，その繰り返し

回数に変化が起きやすい（突然変異率が高い）ことも知

られている。 

２．２ 配列の相同性とアライメント 

 2つの生物の共通祖先が持っていた 1つの塩基配列が，

世代を繰り返して変異を蓄積しそれぞれ異なった塩基配

列になった時，これを相同な配列という。実際には，過

去の生物の塩基配列を直接調べることはできないし，変

異の蓄積過程を見ることもできなくて，現在の生物の塩

基配列を分析して相同であるかどうか判断する。ゲノム

上の遺伝子の並びは，大きな位置の変更（転座）がおこ

るので相同性の確認には使えない。現生の 2つの生物の

塩基配列を比較して，一部だけが異なっていて多くの部

分が同一であればその領域は相同であると考えられる。

特に遺伝子をコードしている領域では非同義置換が起こ

りにくいので，同一遺伝子を相同として取り扱う。 

 2 つの塩基配列の長さが異なる場合は、配列のどこか

にギャップを入れて挿入欠失の位置を推定する必要があ

る。これを塩基配列の整列（アラインメント）という。

整列は 2つの塩基配列の違いの大きさ（距離）を塩基置

換数とギャップの数，ギャップの重み付け係数を用いて

表し，距離が最小になるギャップの位置を探索する。実

際に解析する際には，複数の塩基配列を同時に整列する

マルチプルアラインメントも含めて，塩基配列を整列す

るためのコンピュータプログラムが利用できる。 

２．３ 保存領域と易変領域 

 複数の生物から得た塩基配列を整列してみると，図２

のように塩基置換がたくさん起こっている領域とあまり

表１ 同義置換の平均的分子進化速度 

 ゲノムの種別 およその進化速度 

動物 核 ～ 5×10-9(置換/座位/年)

ミトコンドリア ～50×10-9(置換/座位/年)

植物 核 ～10×10-9(置換/座位/年)

葉緑体 ～ 2×10-9(置換/座位/年)

ミトコンドリア ～0.5×10-9(置換/座位/年)
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起こっていない領域があることがわかる。タンパク質の

アミノ酸配列にかかる機能的制約の大小によって非同義

置換の起こりやすさが変わる。リボゾーム RNA 遺伝子

でも，RNAの立体構造に対応して変化しやすい領域とほ

とんど変化しない領域がある。また，図 2のように非コ

ード領域でも DNA 複製等の制約により配列に変化が起

こりにくい部分がある。生物間で配列がほとんど違わな

い領域を保存的（conservative）といい，変化しやすい領

域を variableという。 

 図１で示した「普遍的 universalなプライマー」は保存

領域に設計されたプライマーである。保存領域の塩基配

列は多くの生物に共通であるため，たとえ対象生物の塩

基配列がわかっていなくても使用可能と考えられる。一

方，「特異的 specificなプライマー」は対象生物ごとに特

有の配列を見つけ出して設計する必要がある。 

 

３． DNA分析の方法 

３．１ 通常の PCR 

 Polymerase Chain Reaction (PCR) 反応は，試料 DNAに

耐熱性 DNA合成酵素 (Taq polymerase)と 1対の 20塩基

程度の合成 DNA（プライマー）を添加し，サーマルサイ

クラーによって温度を変化させて，DNA2 本鎖の解離，

プライマーとの対合，相補 DNA 鎖の合成を連続的に行

うものである。30～40回温度変化を繰り返すことで 2つ

のプライマーと対合する部分に挟まれた DNA 断片だけ

を試料 DNAの 100万倍程度に増幅する。 

 加熱されて 1 本鎖に解離した DNA は，配列固有の温

度（Tm）付近まで温度が下がるとプライマーと相補する

DNA が対合する（アニーリング）。プライマーと試料

DNAの間に 1～数塩基のミスマッチがあっても，アニー

リング温度を下げると対合が起こる。このため，普遍的

なプライマーを使用する際はアニーリング温度を Tm よ

りも 10℃程度低い 45～50℃付近にすることが多い。一方，

特異的なプライマーを使用する際はアニーリング温度は

Tmと同じ 60℃付近に設定する。 

３．２ 定量 PCR 

 定量 PCRは，PCRで DNA合成が行われる際に蛍光色

素を取り込ませ，1 サイクルの反応ごとに蛍光を測定し

て反応で生成した DNA の量を測定するものである。反

応チューブの上から紫外線を照射し蛍光を測定すること

ができる専用のサーマルサイクラーを使用する。開始時

に反応液中に含まれる対象領域の DNA 量が多いと早い

サイクルから蛍光が観測され，少ないと 20～30サイクル

の後にようやく蛍光が観測される。一定強度の蛍光が観

測されるサイクル数と DNA 濃度の対数が比例関係にな

ることが知られている。 

 定量 PCR に用いるプライマーは検出対象とする生物

に特異的なもので，生成する DNA 断片が 200 塩基対程

度の長さになるように設計する。定量 PCRは病原微生物

の検査にも使われ，プライマーを含む試薬が全てセット

されたキットが市販されている。 

３．３ シーケンス 

 種の同定を行う際は，普遍的なプライマーで増幅した

DNA断片の塩基配列を解析（シーケンス）する。種名が

明らかな参照標本がある場合は，参照標本からも同様に

シーケンスして比較し，配列が一致したものに同定する。

参照標本がなくても，DNAデータバンクに登録されてい

る配列を検索して同定することが可能である。塩基配列

 

図２ 保存領域と易変領域 

中型哺乳類のミトコンドリアDNAの D-Loop 領域（非コード部分）の一部を表示（大井(2013)を改変） 
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情報を用いて種の同定を行うことを DNA バーコーディ

ングといい，参照用の塩基配列データベースが整備され

つつある。 

 効率的な DNA バーコーディングを行うためには，普

遍的なプライマーで挟まれた易変領域の塩基配列情報が

蓄積される必要がある。例えば真核生物のリボソーム

DNAは 18S-5.8S-28Sという 3つの保存性が高い機能部分

の間に ITSという易変領域が含まれている（図３）。この

ため，保存的な 18Sリボソーム DNA領域と 28Sリボソ

ーム DNA 領域に設計された普遍的プライマーを使用し

て，多くの生物の易変領域の配列を調べることができる。

また，動物のミトコンドリアゲノムでは表１に示したと

おり塩基置換速度が速いため，近縁な種間でも塩基置換

が起こりやすい。このミトコンドリアゲノムにコードさ

れているチトクローム C 酸化酵素遺伝子（COI）は呼吸

に必要な酵素で機能的制約が強いため，非同義置換がほ

とんど起こらない保存的な領域に設計された普遍的なプ

ライマー（LCO1490 と HCO2198）で脊椎動物も無脊椎

動物も DNA を増幅でき，約 650 塩基のシーケンスが得

られる。植物では，葉緑体ゲノムの遺伝子（matKと rbcL）

が DNA バーコーディングに用いられるが，動物に比べ

て塩基置換速度が遅く，近縁種の区別が難しい場合もあ

る。（Ooi ら(1995)，日本バーコードオブライフ・イニシ

アティブ http://www.jboli.org/） 

 

４．プライマー設計の手順 

４．１ DNAデータバンク 

 調査で DNA 分析を行う際には，まず先行研究や参照

データの有無を確認する必要がある。研究で解析された

DNA配列はたいていの場合，論文公表時に DNAデータ

バンクに登録することが義務づけられているため，DNA

データバンクを検索すれば確認できる。DNAデータバン

クは，日米欧のデータが共通化されており，日本の DNA 

Data Bank of Japan (DDBJ)に登録したものも米国の

Genbank に登録したものも同じように検索できる。ここ

では，米国 NCBIのサイト（http://www.ncbi.nlm.nih.gov/）

を使用して検索し，特異性の異なるプライマー2 組を設

計した実例を紹介する。 

 検索する際は，まずは学名を検索窓に入れて検索して

みると，対象種に関して登録されている配列の一覧が得

られる。例えばタテジマイソギンチャクの学名

Haliplanella lineataを検索すると 16個の配列が登録され

ている。このうち，ミトコンドリアゲノムの塩基配列は

6 個であった（図４（ａ））。続いて，近縁な種から少し

遠縁のものまで，対照種があれば種名で，なければ属名

や科名，目名で検索して，登録数の多い遺伝子領域を確

認する。イソギンチャク類ではミトコンドリアゲノムの

16S リボソーム DNA 遺伝子領域が様々な種から登録さ

れていた。図４（ｂ）はタテジマイソギンチャクの

16SrDNAの登録配列を表示したところである。必要な塩

基配列データは，それぞれファイルをダウンロードして

おく。 

４．２ Primer設計ツール 

 DNA データバンクからダウンロードした塩基配列か

ら，定量 PCRで使用するための対象種特異的なプライマ

ーを設計する。プライマー設計には Primer3Plus

（http://primer3plus.com/）という Web アプリケーション

を使用する（図４（ｃ））。 

 タテジマイソギンチャクの 16SrDNA の配列を

Primer3Plus に入力し，定量 PCR による遺伝子の検出に

適した設定でプライマー候補を探索する。この際，

Primer3Plusの探索条件はタカラバイオの「リアルタイム

PCR 実践編－プライマー設計ガイドライン－」

（http://www.takara-bio.co.jp/prt/pdfs/prt3-1.pdf）などを参

考に設定する。 

図３ 真核生物リボソーム DNA の構造 
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 探索の結果 5組の候補が表示される（図４（ｄ））。候

補配列の多くは重複しているので，Tm や GC 含量，末

端の塩基配列などを考慮して候補を絞り込む。また，

Target 領域を変更して別の領域でもプライマー候補を探

索する。 

４．３ 配列エディタとアラインメント 

 DNA データバンクからダウンロードした対象種およ

び近縁種の塩基配列は，配列エディタ BioEdit

（http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html）と配列エ

ディタから呼び出して使用するアラインメントアプリケ

ーション（CLUSTAL W）で整列を行う。イソギンチャ

ク類について 16SrDNAを整列した結果を図５に示す。 

整列した塩基配列にプライマー候補の位置をあてて，対

象種以外の種にも塩基置換が少ない保存的な領域であっ

た場合は，そのプライマーは universalなプライマーにな

ることが予想される。一方で，対象種以外の種とは配列

が異なれば，対象種に specific なプライマーとして使用

できる。図５では 2組のプライマー候補を表示している

が，このうち赤色で表示した tatejima_F と tatejima_R の

組はタテジマイソギンチャク特異的なプライマーである。

一方，青色で表示した isogin_Fと isogin_Rの組はタテジ

マイソギンチャクだけでなく，ウメボシイソギンチャク

科の 7種も配列が完全に一致しており，イソギンチャク

目の中で足盤族というグループの多くの種がこのプライ

マーで増幅できる可能性が高い。 

４．４ PCRによる確認 

 プライマーの特異性の検証には，DNAデータバンクに

登録されている配列の中から候補配列と一致する配列を

検索する BLAST 検索を行う方法もあるが，野生生物の

検出や同定に用いる場合はまだまだデータバンクの登録

 

図４ Genbank と Primer3Plus の使用例 
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数は少ない。最終的には候補となるプライマーいくつか

を，標本から抽出した DNA や環境試料から抽出した

DNAでテストして，良い結果をあげたものを採用する。 

 表２の 2組のプライマーで，海洋の動物プランクトン

試料（70%エタノールで固定）から抽出した DNAを鋳型

に PCR反応を行った結果を図６に示す。タテジマイソギ

ンチャク特異的なプライマー（tatejima_F/R）では 7月と

8月の試料からのみ検出されているのに対し，イソギン

チャク類一般のプライマー（isogin_F/R）では 6～11月と

1～3月と長い期間 DNAの増幅がみられている。プライ

マーisogin_F/Rで増幅されるDNA断片は約 200塩基対と

短いが，図 5で示したように易変領域を含んでいるので，

塩基配列を調べればウメボシイソギンチャク科であるか

どうか程度は判定できる。 

５．おわりに 

 海生生物で，成体はあまり移動しないが幼生の時期に

プランクトンとなって広く移動するものが多数ある。こ

れら浮遊幼生は形態的特徴が乏しいため，近縁な種類を

顕微鏡下の観察で区別することは難しい。プランクトン

ネットを曳いて採集した試料から DNA を抽出し，種特

異的プライマーを用いた PCRにより検出を行えば，形態

では区別できない特定の種の幼生が出現しているかどう

かを判定することが可能になる。現在，ここで報告した

イソギンチャク類だけでなく，貝類や甲殻類等の定量

PCRによる分析方法の開発と検証に取り組んでいる。 

 DNA 分析は，プライマーの設計や分析方法の工夫で

様々なことができる。課題に応じたプライマーの設計や

分析手法の選択ができる高い技術力を磨いて，自然環境

調査に対する社会的要請に応えていきたい。 

 

  

 

図５ 整列した塩基配列とプライマー候補の位置 

表２ イソギンチャク類検出用のプライマー配列 

Name Sequence
tatejima_F TATGAATGGCATCACGAAGG
tatejima_R CCAACTTGCATTCTCCCTACA
isogin_F AAGACGAAAAGACCCCATTG
isogin_R CCCCAACCAAACTATCCAAC
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アオコ原因生物の生態と対策技術の現状 

  

（一財）九州環境管理協会 環境部水生生物調査課 高比良 光治  

環境部水生生物調査課 城内  智行  

環境部環境保全課 柳   健太郎  

環境部 末津  和典  
 

１．はじめに 

 農業用水用のため池や公園の池、またはお濠等の淡水

域で、緑色や赤色に着色した水面をみることがある（写

真１）。これは「水の華」と呼ばれる現象であり、主に植

物プランクトンの異常増殖によるものである。「水の華」

のうち、緑色のものを「アオコ」といい、最近ではその

原因プランクトンがユーグレナや緑藻類の場合を含めず、

細胞内にガス胞をもつ藍藻類（シアノバクテリア）の場

合に限定して使用されている 1, 2）。 

 アオコは、窒素やリン等の植物の栄養源を多く含む、

いわゆる富栄養化した水域で発生する場合が多い。アオ

コが農業用ため池等で発生すると、点滴かんがい施設の

目詰まり、散水した農作物の着色、風評被害等の影響が

起こる場合がある 3)。水道水源となるダム湖等貯水池で

発生すると、浄水施設の目詰まりや水道水の異臭味の原

因となる場合があり、その際は各浄水場で凝集剤や活性

炭処理等による対策がとられている。また、アオコの原

因プランクトンの中には、ミクロシスチンやアナトキシ

ンと呼ばれる毒性物質を生産するものがいる。海外で

は動物に対する被害が多く報告されている。人に対して

も、ブラジルで透析用の水にミクロシスチンが混入し、

100名以上が被害にあい、52名が死亡したという報告が

ある 4)。我が国では人に対しての健康被害は報告されて

いないが 5)、憩いの場となっている公園や観光地のお城

を囲むお濠でのアオコの発生は景観上や悪臭の問題が大

きく苦情も多いため、管理者である自治体等は各種の対

策を実施している。 

 現在のところ、全国各地の水域に適応できる万能なア

オコ対策は開発されていない。これは、各水域の広さ、

水深、富栄養化の程度、滞留時間（回転率）等の違いに

よって、アオコの原因種や発生要因、発生機構が異なる

ためである。これらの諸条件に応じた適切なアオコ対策

を選択し、対処する必要がある。 

 本報告では、各種アオコ対策の適用性を検討する上で

必要なアオコの基礎的な分類・生態情報等について既存

文献を整理するとともに、現在実用化されている各種ア

オコ対策技術について紹介する。 

 

２．アオコの原因プランクトン 

 アオコの原因となるプランクトンは、主にミクロキス

ティス（Microcystis属）、アナベナ（Anabaena 属）等 15

属が知られている 2)。このうち、ミクロシスティスは日

本のみならず、世界中で発生報告が最も多い代表的なア

オコの原因種である 2)。主なアオコ原因種の形態的特徴

を以下に示す（写真２）。 

  
写真１ アオコの発生状況 
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２．１ ミクロキスティス 

 ミクロキスティスのうち、アオコの原因となる主な種

は、エルギノーサ（Microcystis aeruginosa）、イクチオ

ブラーベ（Microcystis ichthyoblabe）、ベーゼンベルギー

（Microcystis wesenbergii）等である。このうち、エルギ

ノーサは世界各地の富栄養湖沼で大発生し、環境問題を

引き起こしている 6)。我が国の湖や池等でもよくみられ

るアオコの代表種であり 4)、古くは本種の和名として「ア

オコ」が使用されていた 2)。 

 ミクロキスティスは、1～5μmの球形の多数の細胞が

寒天質の膜で包まれて群体を形成する 7)。膜は光学顕微

鏡で見える場合（ベーゼンベルギー）と見えない場合（エ

ルギノーサ、イクチオブラーベ）があり、その見え方や

群体の形状、細胞の並び方が分類のキーとなる 4)。ただ

し、近年の DNA 解析結果によると、これら 3 種とビル

ディス（Microcystis viridis）は同一種と考えられ 8）、エル

ギノーサとして一つにまとめるのが主流となってきてい

る。 

２．２ アナベナ 

 アナベナのうち、アオコの原因となる主な種は、マク

ロスポーラ（Anabaena macrospora）、フロスアクアエ

（ Anabaena flos-aquae）、スピロイデス  クラッサ

（Anabaena spiroides var. crassa）等である。 

 アナベナはネンジュモの仲間で、細胞が数珠（じゅず）

のように繋がり糸状体をつくる。糸状体のところどころ

に休眠胞子（アキネート）や空中の窒素固定に必要な異

質細胞（ヘテロシスト）をもつ。マクロスポーラは糸状

体同士がくっつかず、概ねまっすぐであるが、フロスア

クアエは不規則に曲がって絡み合っている 7) 。スピロイ

デス クラッサの糸状体は単独で、螺旋状にねじれる。 

２．３ その他 

 その他のアオコの原因種としては、顕微鏡で観察する

と左右に揺れるような動きをする「ユレモ（揺れる藻）」

の仲間で 7)、異臭味障害を起こすフォルミジウム

（Phormidium 属）やプセウドアナベナ（Pseudanabaena

属）、プランクトリックス（Planktothrix 属）が知られて

いる。これらの一部は分類学の進歩により、属・種が近

年見直されている。例えば全国的に異臭味の原因として

最も知られているフォルミジウム テヌエ（Phormidium 

tenue）は、プセウドアナベナ リムネチカ（Pseudanabaena 

limnetica）の異名同種の可能性が高いとされている 8)。

また、オシラトリア（Oscillatoria属）の中には、近年プ

ランクトリックスに改められたものがある 9)。これらは

異質細胞や休眠胞子をもたず、細胞は長く糸状に繋がっ

ている 9)。 

 

３．ミクロキスティス 生態・生活史 

３．１ 生活史 

 ミクロキスティス エルギノーサの年間を通した生活

史の概要を図１に示す。ミクロキシティスは、群体中の

各細胞（栄養細胞：トリコーム）が 2分裂し、それに伴

い群体が膨大する 10)。この増殖は、主に夏の高水温期に

盛んであるが、秋の水温低下や栄養塩の減少等の生育環

境の悪化に伴い細胞内のガス胞が減少し、細胞の浮力が

低下して池（湖）底に沈む。他の多くの植物プランクト

ンが生活史の中でもつ耐久型の細胞〔藍藻類では休眠胞

子（アキネート）という〕は作らず、通常の栄養細胞の
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まま越冬する 11)。これはミクロキスティスの大きな特徴

である。底に沈んだ栄養細胞の光合成機能は１年以上保

持されるという 12)。また、このバイオマスは浮遊してい

るバイオマスの最大値を大幅に上回るともいわれ、長い

期間、底に溜まって生き残れる能力がアオコ形成に大き

く寄与している 13)と考えられる。 

 春になり、光量や水温が上昇して栄養塩等の環境が栄

養細胞の増殖に適する条件になると浮上し、表層で再び

アオコを形成する 11) 。 

３．２ 生態 

（１）日周鉛直移動 

 アナベナ フロスアクアエ等一部の藍藻類は、図２に示

すように光合成によって細胞内に生産される炭水化物の

蓄積によって細胞内の圧力が上昇し、ガス胞が破壊され、

浮力が低下して沈降する 14)。ミクロキスティス エルギ

ノーサも同様の現象で日周鉛直移動を行うと考えられて

いた。しかし、近年、エルギノーサはガス胞の細胞膜の

耐圧性が高く、膨圧では壊れず、炭水化物の量で調整し

ていると考えられている 14)。つまり、明期には光合成に

よる細胞内炭水化物含量の増加によって細胞密度が上昇

して沈降、暗期には逆に炭水化物が消費されて浮上する

15)。さらにその後、鉛直移動はやはりガス胞によるとい

う研究結果も発表されており 16)、今のところ結論は出て

いない。 

 諏訪湖では、早朝か正午頃にかけて湖の表面に群体が

浮上・集積し、午後になると表層全体に分散、夜を経て

翌朝には表面に浮上・集積するパターンが繰り返される
17)。霞ヶ浦でも同様の研究結果 18)があり、多くの湖沼で

同様のパターンで日周鉛直移動を行っていると考えられ

る。浮上速度は 0.1～1m･s-1と速い 19, 20）。 

 ガス胞は光を強く反射または屈折するため、ガス胞を

もつ藍藻類が水面に集まると、水中を遮光することにな

るため、他の藻類の光エネルギーの吸収に影響する 21)。

また、ガス胞をもつ藍藻類は浮力が強く水面に集積し易

いため、風による表層の流れ（風吹流）に乗って湖沼の

一部に吹き寄せられ濃密化する。これが、アオコの形成

要因の一つとなっている。 

（２）増殖特性 

１）水温 

 ミクロキスティス エルギノーサは、水温 25～30℃で

光合成活性が高い 14)。富栄養な湖沼で、エルギノーサと

競合関係にある珪藻類の光合成活性は水温が 20℃を上

回ると低下するため 22)、エルギノーサが優占し易い条件

になる。伊達 23)は、室内実験で水温 13℃から 30℃の間

でミクロキスティスの増殖量がほぼ直線的に増加するこ

とを報告している 24)。リンの吸収速度も 30℃付近で最大

速度になる 20)。西日本の浅い湖沼では、夏季に水温 30℃

図１ ミクロキスティスの生活史の概要 

（ŠEJNOHOVÁ 200811）より、一部改変）

 

 

図２ ガス胞を持つ藍藻類の鉛直運動 

（井上勲 2006２1）より、一部改変）
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を超えることは珍しくない。猛暑の年はエルギノーサが

発生し易く、逆に冷夏になると発生が抑制されると考え

られる。ちなみに、2014年は冷夏で全国的にアオコの発

生は少なかったようである（私信）。なお、11℃以下の低

水温では急速に光合成活性が落ちるとされ 14)、冬季に本

種によるアオコの発生の可能性は低いと考えられる。 

２）光強度 

 藻類がさらされる光の強さは、暗黒から水面の付近の

約 200μE･m-2･s-1である 25)。一般に、強光下では藻類の

光合成能力が阻害される 25)。強光阻害を受ける光量の目

安は、珪藻類が 86μE･m-2･s-1、藍藻類が 200μE･m-2･s-1

以上、渦鞭毛藻類が 233μE･m-2･s-1、緑藻類が 250μE･

m-2･s-1以上とされ 25)、藍藻類は強光阻害を受けにくいと

考えられる。藍藻類であるミクロキスティスの群体につ

いては、他の藻類よりも強光阻害を受ける光強度が高い

とされ 20)、表層に適応した種と考えられる。 

 光量と増殖速度の関係では、増殖速度の最小及び最大

が得られる光量の目安は、藍藻類が 5μE･m-2･s-1及び 39

μE･m-2･s-1、渦鞭毛藻類が 7μE･m-2･s-1及び 47μE･m-2･

s-1、珪藻類が 6μE･m-2･s-1及び 84μE･m-2･s-1、緑藻類が

21μE･m-2･s-1及び 211μE･m-2･s-1とされ 25)、藍藻類は他

の藻類より低い光量で増殖速度が速い特徴がある。 

３）栄養塩 

 ミクロキスティスは、空中の窒素を利用するのに必要

な異質細胞をもたないため、窒素源としては水中の硝酸

態窒素またはアンモニア態窒素を主に利用すると考えら

れる。特にミクロキスティスは、夏季における動物と細

菌の排泄、または堆積物から供給されるアンモニアに依

存するとされる 25)。1999年 11月の宍道湖における高塩

分（4.6PSU）、低温（15℃以下）下のアオコの発生要因

の一つは、塩水の下層流入に伴うアンモニア態窒素等の

栄養塩を含む底層水の押し上げ、さらにその一部の表層

水への拡散と推察されている 24)。一方、ミクロキスティ

スによるアオコの発生で知られる諫早湾調整池では、底

質からの窒素及びリンの溶出量は小さく、ミクロキステ

ィスの一次生産に及ぼす影響は非常に小さいと推察され

ている 26)。朴ら 20)は、窒素成分としてはアンモニア態よ

りも硝酸態の方を好み、硝酸態窒素が流入窒素の大半を

占める、人為的に富栄養化した湖沼の水質に適合すると

推察している。このように栄養塩の供給過程とミクロキ

スティスの増殖との関係には地域特性があり、各水域で

の今後の研究が待たれる。 

 本間・朴 27)は、諏訪湖におけるミクロキスティス属の

優占種と窒素、リンの栄養塩の変遷から、窒素制限下に

あった 1998年以前は有毒のエルギノーサ、ビルディスが

優占したが、1999年以降はリン制限（<15μg･L-1）の影

響で減少し、その影響が小さくリンの競争能が高い

無毒のイクチヨブラーベが優占するようになったと推察

した 28)。 

 霞ヶ浦では、1987年に優占種がミクロキスティスから

プランクトリックスやフォルミジウム等の糸状藍藻類に

変化した。これを Takamuraら 29)は TN/TP比の増加に起

因していると推察したが、TN/TP比が減少傾向を示した

1990 年前半からミクロキスティスによるアオコは見ら

れず、2001年以降は糸状藍藻類も減少し珪藻類が優占種

となった 28, 30)。これは、窒素・リン濃度やそれらの比だ

けではなく、藻類の増殖に必要な無機態鉄濃度の減少、

鉄と安定的な錯体を形成し、藻類による利用を阻害

するフミン物質等の濃度が影響するためと考えられてい

る 28)。窒素、リン以外の栄養塩要求に関する研究につい

ては次のようなものがある。 

 高村らの培養実験 31)によると、ミクロキスティス エ

ルギノーサの無菌株の主な増殖特性は次のとおりである。 

・鉄は増殖に必須で、硫酸第一鉄（Ⅱ）が最も増殖量が

良い。  

・ビタミン B12は最大増殖量を 3～5倍に増大させる増

殖促進物質であるが、増殖速度には影響しない。 

・塩化ナトリウムは、塩素イオン濃度として 800 mg･L-1

以上で増殖を阻害、1500 mg･L-1でわずかな増殖。濃度

を高くすると、群体が数倍に大きくなる。 

 南條ら 32)も、鳥取県内の湖沼のフィールド調査及び室

内実験から、ミクロキスティスが塩素イオン濃度 1500 

mg･L-1以下でアオコを形成すると推察している。 

 このほか、鉄、マンガン等の元素もリンと同様に過剰

に蓄積する傾向があるとの報告がある 20)。 
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４）pH 

 ミクロキスティスの最大増殖が得られる pHは 10付近

であり、pH7 のときの 10 倍の増殖速度という 33)。ミク

ロキスティスがアオコ状態となっている湖沼の pH は 9

前後が多く、この点でミクロキスティスに有利と考えら

れている 20)。pH10 程度のアルカリ側に傾くと、水中に

溶けている分子状の二酸化炭素はなくなり、重炭酸と炭

酸イオンのみになるため、炭素を重炭酸イオン（HCO3-）

の形で取り込む藍藻類 34)にとって有利で、クロレラ等の

酸性環境下で生育し、分子状の CO2を取り込む藻類は不

利と考えられている 35)。 

 

４．アオコ発生の影響 

 アオコの発生が、大きな社会的問題となる場合がある。

そのほとんどは、景観悪化や水道水の異臭味によるもの

である。「曝気循環施設及び選択取水設備の運用マニュア

ル（案）」36)によると、各水質障害の発生の目安は次のと

おりとなっている。 

 ①アオコによる景観悪化（ミクロキスティス） 

  ミクロキスティスの細胞数が 10,000 細胞･mL-1以上

で水質障害発生、1,000 細胞･mL-1以上で水質障害発

生の可能性が大きい。 

 ②アオコによる景観悪化（アナベナ） 

アナベナの細胞数が 100 細胞･mL-1 以上で水質障害

発生の可能性が大きい。 

 ③かび臭（2-MIB）による異臭味障害 

アナベナの細胞数が 100 細胞･mL-1以上で水質障害

発生の可能性が大きい。 

 毒性物質のミクロシスチンは、水道水質における要検

討項目として目標値〔MC-LR として 0.0008 mg･L-1（暫

定値）〕が定められている。通常の浄水方法（塩素処理）

により分解除去でき、藻類細胞中のミクロシスチン LR

は、通常の処理方法（凝集沈澱＋ろ過）により除去でき、

これまで浄水において検出されたことはない 37)。 

 

 

５．アオコ対策技術 

５．１ アオコ対策の基本的考え方 

 アオコの対策技術を大きく分類すると、①発生の原因

となる栄養塩削減のための流域対策、②アオコの流入対

策、③アオコ原因藻類の増殖抑制対策、④殺藻、⑤アオ

コの回収・処分からなる。 

 ①の流域対策については、下水や農地排水の高度処理

等が必要である。また、大分川のように温泉地下流の河

川ではリンの濃度が高いところもあり 38)、場所によって

は対策が困難な場合もある。 

 そこで、本報では流域対策以外の対策事例に絞って、

以下に紹介する。 

５．２ 主なアオコ対策技術 

（１）植物プランクトンの流入対策 

１）分画フェンス 

 ダム湖の流入河川河口付近では、豊富な栄養塩の供給

と急激な流速の低下により、アオコや赤潮が発生し易い

場所となっている。ここで発生したプランクトンの拡散

防止及び増殖抑制対策、並びに流入濁水対策として分画

フェンス（図３）の設置が効果的であり 39)、近年、曝気

循環装置と併用されることが多くなっている〔松原ダム、

高山ダム、浦山ダム、芹川ダム（計画）等〕。 

 

（出典：ゼニヤ海洋サービス総合カタログ，2015）

図３ 分画フェンス概念図 
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（２）植物プランクトンの増殖抑制対策 

１）曝気循環装置 

 水中に曝気循環装置（散気筒、空気揚水筒、プロペラ

式等）を設置し、循環流により藻類を光合成のできない

無光層、または水温の低い底層に送り込み増殖を抑制す

る（図４）。また、底層に酸素を送り込むことで、栄養塩

の溶出を抑制する。この効果を十分発揮するためには無

光層が必要であり、水深の大きいダム湖に適している 40)。

近年、多くのダム湖で採用され、ミクロキスティスに対

する高い増殖抑制効果が確認されている 41)。しかし、一

部の貯水池は効果が小さかったとの報告もある 42)。効果

の目安としては、曝気循環によって、表層の水温勾配（水

深 0.5～10mの水温差）が朝方に約 0℃となっていること

とされ 42)、貯水池総リン濃度が 0.04 mg･L-1以下の場合

は、最大水温勾配を 0.1℃･m-1以下になるように曝気循環

装置を運転すれば、ミクロキスティスによるアオコを抑

制できるとされる 41)。したがって、設置前に水質シミュ

レーションを実施し、設置地点や台数について検討して

おく必要がある。ミクロキスティスに比べて増殖適水温

が低く、ガス胞による浮上能力が低いアナベナについて

は、曝気循環装置の設置効果は低いと考えられている 41)。

また、ガス胞を持たないとされるフォルミジウムは曝気

循環装置増設（設置）後に概ね低い傾向を示したが、ガ

ス胞を持つ種と持たない種がいるオシラトリアは設置後

に増えるダムもあったという 41)。今後、藻類の種類によ

る曝気循環の効果の違いのメカニズムの解明が必要であ

る。 

２）遮光 

 水面を屋根やシートで覆う、または浮遊板（写真３）

を浮かべる等で遮光することにより、藻類の増殖に必要

な光合成を直接抑制する方法である。藻類の異常増殖を

押さえるには全水面の 30～60％を覆う必要があり 43)、小

水域への適用性が高いと考えられる。動力を必要としな

いので維持管理費は低く抑えられる。 

３）人工浮島 

 水生植物を植えた人工浮体を設置し（写真４）、水生植

物による窒素やリン等の栄養塩吸収と遮光の効果で、藻

類の増殖を抑制する。浮島関連業者の事例では、水域の

直接浄化では対象水面の 5～10%の植栽浮島が設置され

る 44)。マコモ等の抽水植物を植えた浮島とエビモ等の沈

水植物を植えた浮島を組み合わせたフェスタ工法では、

対象水面の 5％で浄化効果が確認されている 45)。 

 1体 0.86 m四方、高さ 0.26 mの人工浮島の養分吸収量

は植物と培地を合わせて（遮蔽物のない条件下）、窒素約

32 g･年-1、リン 4.4 g･年-1で、水量 2000 m2の全窒素濃度図４ 曝気循環装置の稼働イメージ 

写真３ 遮光フロート 

 

 
写真４ 人工浮島 
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を 0.2 mg･L-1下げるのに 20体必要とされ、小面積の池沼

に適した浄化技術と考えられている 46)。 

４）滞留時間の短縮 

 ミクロキスティスの倍化時間は 30～50 時間で 47)、珪

藻類に比べて長い 48) 。湖沼への導水量を増やし滞留時

間を短くすると、本種の増殖に不利に、珪藻類に有利に

働き、アオコの発生が抑制される 28)。 

 天野らは、ミクロキスティスの優占化は滞留時間を 3

～5日程度の範囲で回避できると推察している 28)。この

条件に見合った十分な導水量を確保できる河川が近傍に

あることが必要であり、本対策を導入できる水域は限ら

れる。 

５）流動化 

 ジェットストリーマー、水中ポンプ、プロペラ等の水

流発生装置による水平方向の流れにより、藻類の群体化、

集積、腐敗を防止する。 

 アオコによる景観や悪臭等の問題の大きな河川や湖沼、

水道水源となる貯水池に多く採用されている。 

 近年、超音波やオゾン処理を組み合わせた殺藻併用型

のシステム（アオコキラー：写真５）も開発されている。  

６）底泥浚渫 

 富栄養化した水域に堆積した底泥を浚渫・除去し、底

泥とともに泥に吸着した窒素やリン等の栄養塩及び堆積

したミクロキスティスを併せて除去する。 

 底泥中の栄養塩の高い場所やミクロキスティスの堆積

場所が局所的で、浚渫必要範囲が狭ければ効果的な対策

である。しかし、対象範囲が広く、また富栄養化の流域

対策がなされないまま実施すると、浚渫費用が高く、そ

の効果も長続きしないため、費用対効果は小さいと考え

られる。 

（３）殺藻（オゾン） 

 オゾンの強力な酸化力により、藻類の細胞壁、細胞膜

を破壊し、無毒化、脱色、脱臭する。 

 近年、浮体施設にオゾン発生装置を設置した装置（ア

ルジーハンター：写真６）も開発され、アオコが発生し

 
                                        〔資料提供：エビスマリン〕 

写真５ アオコキラー

〔資料提供：エビスマリン〕

写真６ アルジーハンター  
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た場所に移動も可能となっている。超音波の併用により

殺藻し、底に沈降させる。多くのダム湖で採用され、実

績も多い。 

（４）回収・処分 

 アオコの発生量が多く、前述の対策が困難な場合や、

集積したアオコによる景観・異臭等の緊急対策として回

収・処分が実施される場合が多い。 

 アオコ回収船（写真７）やバキュームカーの利用が知

られている。回収したアオコは濃縮・脱水後、産業廃棄

物や肥料等として処分される。 

 脱水機としては、フィルター式（処理量 0.5～2 m3･hr-1）、

ベルトプレス式（処理量 1～5 m3･hr-1）、スクリュープレ

ス式（6～40 kg-Ds･hr-1）が利用可能である。 

５．３ その他のアオコ対策技術 

 実施事例はまだ多くはないが、現在注目されている、

または研究中の対策技術を次に挙げる。 

 藍藻類の細胞やその一部にダメージを与えて殺藻また

は弱体化させる方法として、紫外線やプラズマ、光触媒

等を利用したものがある。 

 生物を利用した対策手法として、バイオマニュピレー

ション（人為的な操作による食物連鎖等の生態系の管理）、

溶藻細菌やウィルス、ファイトレディエーション（植物

機能を活用した環境浄化）、アレロパシー(植物による他

感作用)、有用微生物（バイオ製剤等）、珪藻等の競合生

物の利用等がある。 

 アオコ回収技術としては、水中に空気による微細な気

泡を大量に発生させ、気泡の浮力を利用して浮遊物質を

取り除く加圧浮上による方法が実用化され、ダム湖等で

オゾンを組み合わせたシステムとして利用されている。 

 

６．おわりに 

 今回紹介した対策技術は、全て対処療法的なものであ

る。アオコが発生する主な要因は、流域の農耕地や生活

排水等からの栄養塩の流入、湖沼等のコンクリート護岸

化に伴う湿地や樹木の減少による栄養塩や光量の増加、

水温の上昇に起因するところが大きいと考えられる。本

来は、諸事情で失われたこれらの環境の再生が抜本的対

策として重要であり、長期的視点で検討することが望ま

しい。 

  

 本報告をまとめるにあたって、写真・図等の資料や情

報提供をいただいたゼニヤ海洋サービス株式会社及びエ

ビスマリン株式会社、現地視察の案内をしていただいた

イービストレード株式会社の清水雅之氏に心よりお礼申

し上げます。 
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水生昆虫の生息場としての湿地の評価 

 

（一財）九州環境管理協会 陸生生物調査課 城島 健 
 

１．はじめに 

 ダム建設事業では、付替え道路やダム堤体工事などの工

事あるいはダム完成後の湛水によって広範囲の環境が改

変され、動植物の生息・生育場がまとまって消失する。ダ

ムの建設工事にあたっては、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、工事中や完成後の生物に対する影響を軽減する

ための保全措置が計画されることが多い。 

 福岡県の伊良原ダム貯水予定地には、かつて里山とよば

れる環境があり、集落の周辺には、水田や二次林、草地が

広がっていた。ここでは、水辺と樹林を生息場とするイモ

リやカエル類、水生貝類の希少種が生息しており、ダム建

設事業によって生息場がまとまって消失することが予測

されている。そこで、伊良原ダムでは、生息場の代償（保

全措置）として希少なイモリやカエル類、水生貝類の生息

を維持するため、これら希少種の生息場や産卵場の条件、

種の生態の違いを考慮して､立地や形状､導水の形式が異

なる複数の湿地を造成している。造成後には､これら希少

種の利用・生息を確かめる調査を行っており、整備を行っ

た年には、希少なイモリやカエル類が繁殖し、また、周辺

の湿地（水田跡地）から個体を移動した水生貝類のヒラマ

キミズマイマイも持続して生息しはじめた。 

 これら一連の保全措置・調査の結果から、造成した湿地

はカエル類等の希少種の生息場として機能していること

が明らかとなった。一方、湿地にはトンボ類をはじめとし

た水生昆虫も生息しているが、これらは一般に広く生息し

ている種が多いこともあって、湿地における生息状況は明

らかになっていない。そこで、本研究では、異なる型式で

造成した湿地において水生昆虫の生息状況を調査し、これ

ら昆虫類の生息場としての機能評価を行うことを目的と

した。 

 

２．造成した湿地の特徴 

 造成した湿地の平面図および断面図を図１に、立地・形

状および保全対象とした種を表１に示す。A2 湿地および

B湿地は 2013年 10月に、A1湿地は 2014年 1月にそれぞ

れ造成された。 

（１）湿地の立地、形状、導水 

 A1湿地、A2湿地は周囲に日照を遮る物がない開放的

な場所に、B湿地は樹林地内に立地している。 

 

 

 

図１ 造成した湿地の平面図および断面図 

 
 

表１ 造成した湿地の型式と主な保全対象種 

立地 形状 表土 対象種

A1湿地
水深10cm内外の

止水域

別湿地から水生
植物が生える基
盤ごと移植

・イモリ
・ヒラマキミズマイマイ

A2湿地 水田跡地の表土

B湿地 樹林地内
周囲の樹林地
の表土を混込み

開放的な
場所

・ヤマアカガエル
・トノサマガエル
・ニホンヒキガエル

水深50cm以上の
止水域
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 A1 湿地の断面は平坦で水深は 10cm 程度と浅く、ぬか

るんだ水溜りである。A2湿地は周囲を 1:3～1:5の緩勾配

斜面で囲まれ、中央部の水深は 70cm程度と深い。B湿地

は A2 湿地と同じ緩勾配斜面で周囲を囲まれ水深は 50cm

程度である。A1湿地には直接の導水路はなく、水面が A2

湿地につながっている。A2 湿地では導水口と排水口を近

い位置に配置し、夏場の湿地の水温を導水路付近で低く、

導水口から離れるにつれて高くなるように工夫した。 

 B湿地には導水路と雨水路の 2系統から、それぞれ沢水

と雨水を流入させた。湿地容量が小さいため、A1 湿地、

A2湿地よりも水交換率が高い。 

（２）湿地の表土 

 植生が早期に成立するように、A1 湿地では、既存の湿

地から水生植物の生える表土を、できるだけ撹乱させずに

移した。A2 湿地では、水生植物の種子を含むと思われる

水田跡地の表土を 5～10cm程度の厚さで敷き均した。B湿

地では、土壌に栄養を与えるため周囲の樹林地の表土を混

ぜ込んで表面を仕上げ、枯れ枝・朽ち木を水中に投入した。 

  

３．水生昆虫の生息場としての湿地の評価 

３．１ 調査方法 

 調査対象の水生昆虫は、トンボ目、甲虫目、カメムシ目

の種とした。トンボ目の種では生活史の中で一時的に水中

生活をする幼虫（ヤゴ）、甲虫目とカメムシ目ではそれぞ

れほぼ一生を水中生活するゲンゴロウ類、タイコウウチ類

の成虫を対象とした。 

 現地調査は、トンボ類が産卵期を終えた 2014 年 11 月

30日に行った。採集方法は、一定時間の見つけ取りと、土

壌中に潜む個体をふるいで選別する 2つの手法とした。   

 各湿地での見つけ取りは、A1湿地と B湿地では 2名が

15分、面積の広い A2湿地では 2名が 30分かけて行い、

目合い 0.5mm の網で水底や水際の植生をさらい個体を採

集した。 

 土壌中に潜む個体の採取は、15cm 四方の金属枠を水底

の 3カ所に打ち込んで枠内の土壌を採取し、目合い 0.5mm

のふるいで選別する方法によった。なお、現地では植物残

渣や土砂中に潜む個体の選別が困難であったため、試料を

残渣等とともに持ち帰り室内にて選別した。湿地の生息環

境として植生の調査を行い、植物種の被度を記録した。 

写真 1 造成した湿地の状況（上：A1湿地、中：A2
湿地、下：B湿地） 2014 年 9 月 12 日撮影 
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 3つの湿地で出現した水生昆虫については、下式によ

る類似度から湿地間の種構成の類似性を確かめた。 

 

ここで、SIa，b：地点 a・b 間の類似度、NRi，a：i種の地点

aにおける個体数比率、NRi，b：i種の地点 bにおける個体

数比率である。 

 A1湿地、A2湿地、B湿地の生息場としての機能を、そ

れぞれの湿地を特徴づける水生昆虫の生態・生息条件と湿

地の立地や形状、植生とを照らし合わせて考察した。 

 

３．２ 結果と考察 

（１）水生昆虫の種構成 

 水生昆虫の出現種を表２、3つの湿地間の種構成の類

似度を表３に示す。 

 水生昆虫の出現種は 10 種であった。6 種のトンボ類は

本湿地で産卵・繁殖し、3種の甲虫類、1種のカメムシ類

は周辺から飛来したと考えられるが、A1 湿地では造成時

に別の湿地から植生を移設しており、植物体や土壌中に混

じって個体が運ばれた可能性もある。 

 これら水生昆虫の湿地への進入方法には違いがあるも

のの、いずれも造成から 1年以内、春～秋の昆虫の 1活動

期で多種の水生昆虫が湿地を生息場として利用し始めて

いた。 

 湿地間の類似度は 0.16～0.33であり、湿地間の種構成の

類似性は低かった。トンボ類はため池等の止水域において、

環境の指標性が高いとされている 1）。このトンボ類に注目

してみると各湿地で他の 2 つの湿地よりも個体数が多い

種は、A1湿地ではギンヤンマ・マルタンヤンマ、A2湿地

ではシオカラトンボ・ショウジョウトンボ、B湿地ではオ

ニヤンマであった。各湿地では、その湿地に多い、その湿

地に限って出現する種が生息しており、異なる型式の湿地

を特徴づける種は異なっていた。 

（２）水生昆虫の生息場としての湿地の機能 

 湿地に生育していた被度 25％以上の植物種を表４に示

す。A1 湿地には抽水植物（水中から水面上にかけて茎・

葉を伸ばす植物）のボントクタデが 50～75％、A2湿地に

は抽水植物のイグサが 25～50％を占めていた。B 湿地で

は抽水植物はまだ生育しておらず、荒地雑草のメリケンカ

ルカヤが湿地周辺に 25～50％の被度で生育していた。 

 以下、各湿地を特徴づける種の生態（表５）と湿地の

立地や形状、植生から、水生昆虫の生息場としての湿地

の機能を考察した。 

 

表２ 水生昆虫の調査結果 

 

　（個体数）

湿地
A1湿地 A2湿地 B湿地

アオモンイトトンボ 4 4 0

シオカラトンボ 5 23 1
ショウジョウトンボ 0 6 0

ギンヤンマ 7 0 0

マルタンヤンマ 7 0 0
オニヤンマ 0 0 1
ヒメガムシ 7 0 0

コガタノゲンゴロウ 1 0 0
ハイイロゲンゴロウ 1 2 0

マツモムシ 0 0 1
10種 32 35 3

種

表３ 湿地間の類似度係数 

A1湿地 A2湿地 B湿地

A1湿地 - -

A2湿地 0.30 -

B湿地 0.16 0.33

表４ 被度 25％以上の植物種 

表５ 湿地を特徴づける水生昆虫の生態 

 
 

湿地 A1湿地 A2湿地 B湿地

優占種 ボントクタデ イグサ メリケンカルカヤ

被度 50～75％ 25～50％ 25～50％

植生

湿地
A1湿地 A2湿地 B湿地

種
ギンヤンマ

マルタンヤンマ
シオカラトンボ

ショウジョウトンボ
オニヤンマ

生態
抽水植物の根ぎわや
水底の植物性堆積物
の陰に生息している

開放水面を好む
小規模な水域で，
落葉の沈積物や砂泥
の中に生息している

種の生態
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 A1 湿地を特徴づけるギンヤンマ、マルタンヤンマは、

抽水植物が生える池沼等を好み、幼虫は抽水植物の根際や

水底の植物遺骸の陰にひそんでいるとされる 2、3）。両種と

もに、水に接した植物の組織内に卵を産み付ける 4）ため、

産卵場として抽水植物の生育が重要である。A1 湿地は、

平坦な形状で、全体に抽水植物が 50～70％の被度で生え

ており、水底には植物の遺骸が広く堆積している。このよ

うに、A1湿地では全体に抽水植物が密生していることが、

抽水植物を産卵場とし、その根際や植物遺骸にひそむ水生

昆虫の生息場として機能していると考えられる。 

 A2 湿地を特徴づけるシオカラトンボ、ショウジョウト

ンボは、広い止水域を好み、幼虫は水底の落葉等に隠れ、

水底を這い回るとされる 4）。両種ともに、飛翔しながら水

面に尾をつけるように産卵するため、広い開放水面が産卵

場として必要である。A2 湿地は、広い開放水面で、水際

に抽水植物のイグサが 25～50％の被度で生えており、水

底には植物の遺骸が堆積している。このように、A2 湿地

では広い開放水面が産卵場として機能し、水際の抽水植物

やその遺骸が水生昆虫の生息場として機能していると考

えられる。 

 B 湿地を特徴づけるオニヤンマは山地や薄暗い林の中

を好み、幼虫は砂泥や落葉落枝などの下にひそんで生息し

ているとされる。本種の産卵は砂泥の中に産卵管を突き刺

す様式である。B湿地は樹林地内に立地していることで山

地・樹林性の水生昆虫の生息場として機能していると考え

られる。 

 このように、各湿地を特徴づける種の生態と湿地の立地、

形状、植生等を対応させると、A1湿地は水深が浅く、  

 

水生植物の被度が高いこと、A2 湿地は開放的な水面であ

ること、B湿地は樹林内に立地していることがそれぞれを

特徴づける水生昆虫の生息場として機能していると考え

られ、異なる立地、形状、植生の成立状況のそれぞれが生

息場の機能を担い、総合して多様な水生昆虫の生息場が形

成されていると評価される（表６、写真２）。 

 

４．まとめ 

 伊良原ダム建設事業では、当該地域に生息するイモリ

やカエル類、水生貝類の個体群の生息場の代償として立

地・形状・植生の異なる湿地整備をしており、今回、水

生昆虫の生息場としての機能評価を行った。 

 本研究の結果から、造成後の水生昆虫の生息状況、異

なる型式で造成した湿地の生息場の機能として、以下の

ことが明らかとなった。 

・湿地造成から 1年以内の春～秋の昆虫の 1活動期で多

種の水生昆虫が湿地を生息場として利用し始めてい

た。 

・各湿地では、その湿地に多い、またはその湿地に限っ

て出現する種が生息しており、異なる型式の湿地を特

徴づける種は異なっていた。 

・異なる立地、形状、植生の成立状況のそれぞれが生息

場の機能を担い、総合して多様な水生昆虫の生息場が

形成されていると評価された。 

 

５．おわりに 

 今回調査を行った湿地は、造成から 1年を経過してお

らず、環境の成立状態は初期段階にある。今後数年間の

調査を継続して出現種の推移や植生等の環境の遷移を把

握し、湿地整備にかかる知見を得る予定である。また、

これら湿地における生物の生息環境づくりの計画、設計

にかかる知見を公表し、その成果・課題を今後の環境対

策の参考に資することを考えている。 

 

 

表６ 湿地の機能評価 

各湿地 A1湿地 A2湿地 B湿地

・開放的な水面 広い開放的な水面 樹林地内

・浅い止水域 深い止水域 深い止水域

植生
ボントクタデ
（抽水植物）

イグサ（抽水植物）
メリケンカルカヤ
（荒地雑草）

各湿地の機能
植物組織内産卵す
るトンボの産卵場とそ
のヤゴの生息場

打水産卵するトンボの
産卵場とそのヤゴの生
息場

押泥産卵するトンボの
産卵場とそのヤゴの生
息場

湿地の
立地形状

代表種
および

産卵方法

・ギンヤンマ
・マルタンヤンマ
植物組織内産卵
（接水する植物が重要）

・シオカラトンボ
・ショウジョウトンボ
打水産卵
（広い開放水面が重要）

オニヤンマ
押泥産卵
（植物性沈積物等があ
ることが重要）
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写真 2 湿地で確認されたトンボ類の成虫 

ギンヤンマ 

シオカラトンボ 

ショウジョウトンボ 

オニヤンマ 
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油試料におけるMALDI-TOF-MS 法による分子組成の解析 

  

（一財）九州環境管理協会 調査分析部分析技術課 山中 潤二  

環境分析課 上田 守男  

環境分析課 天日 美薫  
 
 

１．はじめに 

 近年、原油の重質化や供給源の多様化が予想される一

方で、国内石油製品や重油の需要が急速に減少している。

このような状況に対して、重質油を分解してガソリン、

軽油、灯油等の白油や高付加価値の石化原料・中間製品

を製造する石油精製技術の研究開発が求められている。

その基盤技術として、ペトロリオミクス（Petroleomics）

技術の開発が産学官一体となり進められている。これま

での石油精製処理は、原油の成分をひとまとまりの留分

（バルク）として扱い、その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いた。それに対し、ペト

ロリオミクスは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て

いる 1)。  

 ペトロリオミクスは、複雑な成分で構成されている重

質油を分子の集合体として捉え、各成分の化学構造と組

成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、ペトロインフォ

マティクスの 3つの要素技術で研究が進められている。

詳細組成構造解析では、試料の分子組成を把握する機器

分析技術の確立が目標の一つである 1)。現在まで、沸点

が 350℃以上の重質油は、核磁気共鳴（NMR）法等によ

る化学構造の特定が試みられてきたが、近年では、複数

のカラムクロマト分離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、重質油中の成

分の構造式の解析が進められている 2,3)。しかしながら、 

FT-ICR-MS法は、詳細に構造解析を進めることができる

有効な手段であるが、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。 

 このような現状を踏まえて、本研究では、沸点の高い

減圧軽油及び減圧残油等の重質油の構造解析に使用する

分析方法として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法（MALDI-TOF-MS 法）に注目し

た。MALDI-TOF-MS 法は、一般的にタンパク質や樹脂

等の高分子量化学種の分析方法として用いられており、

従来のイオン化法では壊れやすかった高分子化合物のイ

オン化が可能、また、TOF-MSにより約 50万までの質量

範囲が測定でき詳細な構造解析が可能であるという 2点

が大きな特長である 4)。したがって、沸点が高い重質油

に含まれる化合物の構造解析にも有効であると考えられ

る。 

 昨年、本誌において、4 つの地域から産出した原油中

の減圧残油（AR）を測定対象とし、その中に含まれる分

子組成及び構造式の推定を試みた。しかし、全ての試料

において 1000本以上のピークが認められ、そのピーク解

析は非常に煩雑だったため、AR 試料中の化合物を個別

に同定することは困難であった 5)。 

 そこで、本研究では、一つの AR 試料について分画を

行い、特定の化合物群に分けた後にそれぞれを

MALDI-TOF-MS 法で測定することで、分子組成及び構

造式の推定を試みた。 

２．実験 

２．１ 測定対象物質 

 測定対象には、ある重質油を蒸留して得られた AR 試

料（沸点範囲 360℃以上）及びそれを飽和分（Saturates）、

芳香族（Aromatics）、レジン分（Resins）、アスファルテ

ン分（Asphaltenes）の 4 つに分画（SARA 分画）した試

料を用いた。 
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２．２ 分析装置 

 分析装置は、日本電子社製 JMS-3000（図１）を使用し

た。MALDI-TOF-MS の測定原理としては、測定対象物

質に紫外レーザー光を照射することで光電子移動が進行

し、イオン化された物質が TOF-MS 部に導入される。

TOF-MS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

が小さいイオン、つまり軽いイオンほど高速で飛行し、

短時間で検出器に到着することを利用して化合物を分離

する。本研究の共通の測定条件を表 1に示す。測定試料

はテトラヒドロフラン（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滴下したもの

を測定に供した。 

２．３ MALDI-TOF-MSの測定条件の検討 

 AR試料を測定対象とし、測定条件のうち、Delay Time

とレーザー強度について最適な条件を検討した。Delay 

Time とは検出器に到着したイオンを計数する時間の間

隔を示し、レーザー強度とは測定対象物質に照射する紫

外レーザー光の強さを示す。これらは、測定試料に合わ

せて最適な条件を設定する必要がある。本研究では、

Delay Timeについて 130 ns、200 ns及び 300 nsの 3条件、

レーザー強度について 53 %及び 55 %の 2条件で、それ

ぞれ AR 試料を測定し、両条件について最適な測定条件

を検討した。 

２．４ 油試料のMALDI-TOF-MS測定 

 AR試料における最適な測定条件で、AR試料及びそれ

を SARA分画した 4試料を測定し、それぞれの質量スペ

クトルを比較した。 

２．５ 油試料中の成分の分子組成及び構造
推定の検討 

 AR 試料及びそれを SARA分画した 4 試料の測定で得

られた質量スペクトルと精密質量から、各試料に含まれ

る成分の分子組成及びその構造式の推定を試みた。また、

各試料の測定から得られた精密質量を基に、Kendrick 

Mass Defect (KMD) 分析の適用を試みた。KMD分析は、

同じ基本構造を持つが、CH2基等の官能基の数のみが異

なる一連の化合物群を取り出すことができる。これは石

炭化学分野で用いられてきた手法であるが、Hugheyらが

原油試料に適用し、FT-ICR-MS分析で得られた多数の質

量イオンピークが分子式の予測に有効であることを示し

た 6, 7)。 

３．結果と考察 

３．１ 測定条件の最適化 

 図２及び図３にそれぞれDelay Time及びレーザー強度

の比較の結果を示した。図内は、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。図２より、

いずれの条件においても質量数 250付近からピークが検

出されたが、Delay Timeが長いほど大きい質量数のピー

クが得られ、それぞれのピーク強度も大きく得られた。

また、図３より、レーザー強度を 55%にした方が高質量

数側のピークが多く得られ、それぞれのピーク強度も大

 

図１ MALDI-TOF-MS (JMS-3000) 

 

図２ AR 試料における Delay Time と質量スペクトルの
関係
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きかった。さらに、レーザー強度を 55%にすると低質量

数側のピークが排除でき、高質量数側の分析に適してい

ることが確認できた。以上の結果より、AR 試料の測定

においては、Delay Timeを長くし、レーザー強度を 55%

に設定する事が最適であると確認された。 

３．２ 油試料のMALDI-TOF-MS測定 

 図４に AR試料及び SARA分画した 4試料の質量スペ

クトルを示した。AR 試料、飽和分、芳香族、レジン分

及びアスファルテン分の質量分布範囲は、それぞれ 200

～1100、200 以下、100～1100、150～800 及び 250～550

であり、SARA 分画試料における質量分布の特徴が確認

することができた。アスファルテン分は一般的に分子量

が 1,000～100,000の化合物群とされているが、今回の測

定ではそれよりも低い質量分布が確認された。これは、

1000以上の質量数は検出できないと考えられる。したが

って、アスファルテン分のように質量数が大きい試料に

ついては、測定条件の再検討をする必要がある。また、

各試料について、精密質量数が 14.016毎にピークが確認

できた。これによって、CH2基の数が異なる化合物が存

在することが示唆された。しかし、SARA 分画した試料

についても、精密質量から分子組成を推定したが、複数

の候補が挙がり、化合物の同定には至らなかった。 

３．３ 油試料中の成分の分子組成及び構造
推定の検討 

 各試料の測定から得られた精密質量を基に、KMD分

析の適用を試みた。KMD分析は、測定で得られた質量

を下式により Kendrick Mass (KM) に変換する。 

     KM=ピークの精密質量
官能基の整数質量

官能基の精密質量
 

図３ AR 試料におけるレーザー強度と質量スペクトル
の関係 

図４ AR 試料及び SARA 分画した試料の質量スペクトル 
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例えば、(CH2)nによって表すことのできる有機物群の

KMは、下式のようになる。 

 KM[CH2]=ピークの精密質量× 14
14.01565

 

この KM[CH2]及び Nominal Kendrick Mass（ピークの整数

質量）により、 

KMD CH2 =Nominal Kendrick Mass-KM[CH2]  

を求める。したがって、(CH2)nによって表すことのでき

る有機物群の KMDは 0となる。4つの SARA分画試料

について、KND分析を行った結果を図 5に示した。図内

は、横軸が Nominal Kendrick Mass、縦軸が KMD[CH2]を

示している。図内のプロットが水平方向に並ぶことが確

認できれば、その化合物群に CH2基が複数付加した化合

物が存在することとなる。図５より、飽和分を除く 3試

料についてCH2基が複数付加した化合物が多数存在する

ことが確認できた。一方、アスファルテン分については、

プロットが右上がりの直線上に並んでいる。このように

Nominal Kendrick Massと KMD[CH2]がそれぞれ一定数増

加することで、右上がりの直線となるとき、CH2以外の

官能基が繰り返し結合した化合物が存在することが示さ

れている。本研究では、その繰り返されている官能基の

特定には至らなかったが、一般的にアスファルテンは縮

合環の芳香族炭化水素が架橋結合してできた高分子化合

物であるため、ある縮合環芳香族炭化水素を繰り返し構

造とした化合物が含まれている可能性が考えられる。 

４．おわりに 

 本研究では、減圧残油に含まれる化合物の構造解析手

段として、MALDI-TOF-MS 法の可能性を検討するため

に、AR 試料及びその分画試料の測定及びその解析を実

施した。その結果、AR 試料及び各分画試料中の成分の

質量分布を確認することができたが、複雑な組成をもつ

AR 試料中の化合物の構造を特定するまでには至らなか

った。分画を施した試料であれば、分子組成の推定が可

能であると考えていたが、処理後の試料でも組成推定は

困難だった。しかし、TOF-MS によって得られた精密質

量数を用いて、KMD 分析を行うことで、化合物の官能

基の推定の可能性が示唆された。MALDI-TOF-MS 法に

よる分析に加え、各試料について元素分析を行い、各試

 

図５ SARA 分画した試料の KMD分析結果 
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料に含まれる元素の割合を参考にして、組成式の推定が

可能となるか検討すべきと考えている。 
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ストロンチウム 90分析法の改善に向けた検討 
～水酸化物沈殿分離法とチェレンコフ光測定法について 

（一財）九州環境管理協会 調査分析部分析課 川崎 伸夫  

調査分析部分析課 玉利 俊哉  
 
 

１．はじめに 

１．１ ストロンチウム 90及びその分析が抱
える問題 

 2011年 3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故か

ら 4年以上が経過し、環境中へ放出された放射性核種を

モニタリングする上では、比較的半減期の長い放射性核

種に着目し、その移行を把握することが重要である。そ

のような放射性核種の中でストロンチウム 90（半減期

28.79年、以下、「Sr-90」とする）は、アルカリ土類金属

に属し骨に移行しやすい性質をもつ。Sr-90を多量に摂取

した場合は長期間にわたり内部被ばくが懸念されるため、

Sr-90は注目すべき重要な核種とされている。 

 Sr-90分析では、試料を前処理（Sr-90 の分離・精製）

し、Sr-90の娘核種イットリウム 90（以下、「Y-90」とす

る）を一旦除去（スカベンジング）し、2 週間以上放置

して Sr-90と放射平衡となった Y-90を測定する。その前

処理法は極めて煩雑で、分析結果を得るまでに長時間を

要する。特に Caを分離する操作は、試料中 Ca量に依っ

て試料ごとに処理に要する時間も異なり、魚骨試料や貝

殻のような Ca を多く含む試料では、さらに前処理時間

が長くなる。このため、環境分野において適用されてき

た本分析方法を、分析値の速報性や緊急性の必要という

視点で評価すると、改善すべき問題点は多く、福島原発

事故後にみられるような社会ニーズに適応しているとは

言い難い。なお、最近では、迅速分析法として Srレジン

を用いた前処理法（Sr レジン法）1-3)や、ICP-MS を用い

た測定法（ICPMS法）4, 5)が報告されているが、両方法と

もに供試料を増やすことが難しい等の理由から検出下限

値は高く、環境濃度レベルの Sr-90 検出下限値を担保し

つつ、従来法よりも迅速に濃度レベルを把握することが

課題である。 

 そこで、本研究では Sr-90 分析法の改善に向けて、前

処理法の改善法としての水酸化物沈殿分離法に加え、前

処理後の溶液を直接測定が可能という特性を活かしたチ

ェレンコフ光測定法を検討したので以下に紹介する。 

１．２ カルシウムを多く含む試料に対する
水酸化物沈殿分離法の適用 

 Sr-90分析の前処理における Caを分離する手法は、一

般的に発煙硝酸法またはイオン交換法に依る 6, 7)。しかし

魚類灰試料など Ca を多量に含む試料に対し、発煙硝酸

法では処理を繰り返す必要があるため、取扱いに危険が

伴うと共に、ドラフト等設備へのダメージが大きい。イ

オン交換法では 1検体に対し数本の分離カラムが必要と

なり、一度に分析する検体の数がカラム本数により制約

されてしまう。さらにカラム流出液の蒸発乾固工程もド

ラフトを大きく占有するなど、非効率な面を持っている。 

 Ca分離法の手法に関するいくつかの文献 8-11)では、ア

ルカリ溶液中での Sr、Ca水酸化物の溶解度が異なること

を利用した分離法が提案されており、本研究では、この

水酸化物沈殿分離法を参考に、分離条件の確認結果と環

境試料（生体灰試料）にその分離条件を適用して得られ

た結果を紹介する。 

１．３ チェレンコフ光測定法のストロンチ
ウム 90 濃度の暫定値とその分析妥
当性について 
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 Sr-90の測定法は、2πガスフローカウンタによりβ線

を計数する方法（ガスフロー法）が主に用いられている

が、液体シンチレーションカウンタによりチェレンコフ

光を測定する方法（チェレンコフ光測定法）も古くから

知られている。 

チェレンコフ光測定法では Sr を分離精製した溶液を

測定バイアルに入れて直接測定するため、放射平衡に達

する前の暫定的な測定を行うことにより、濃度レベルを

いち早く把握出来るメリットがある。また、放射平衡後

に再測定し、確定値としてデータを得ることも可能であ

る。 

近年、液体シンチレーションカウンタは高感度化・低

BG 化を実現しているが 12)、チェレンコフ光測定法はガ

スフロー法と比較して BG 計数率が比較的高く、検出下

限値は高い。今回、材質、容量の異なる数種類の測定用

バイアルを用い BG 計数率、計数効率を測定し、検出下

限値を試算し、実際の試料への適用性を検討した。また、

IAEA等から頒布されているSr-90濃度既知の標準試料を

用いて、分析測定の妥当性を確認した。 

 

２．実験 

２．１ 水酸化物沈殿分離法の最適な pH範囲
の確認と生体灰試料への適用 

 蒸留水 1Lに Sr 50mg（Sr(NO3)2溶液）、Ca 10 g（Ca(NO3)2

溶液）を加え、NaOH添加量を変化させることにより pH

を変化させ Ca(OH)2沈殿を生成させた。pHをガラス電極

で測定するために、沈殿生成温度は室温とした。１時間

静置後、上澄みを分取、希釈して ICPAESにより Sr、Ca

濃度を測定した。Sr 回収率と Ca 除去率を求めることに

より、水酸化物沈殿分離のための最適な pH 範囲を求め

た。Sr回収率を向上させるために、生成した水酸化物沈

殿を 0.2 mol/L NaOH溶液（100～200 mL）で洗浄し、そ

の洗液を上澄み液に足し合わせた。足し合わせた溶液中

の Sr 濃度を ICPAES で測定し Sr 回収率を求め、水酸化

物沈殿の洗浄の効果を評価した。 

 生体灰試料として、Caが多く含まれる魚類（全身，ア

ラ）、海藻類、馬骨、貝殻の灰試料を選定した。酸分解～

水酸化物沈殿分離までの前処理フローを図１に示す。灰

試料を酸分解した後（溶液Ⅰ）、シュウ酸塩の生成、分離

によりリン酸イオンを除去し、ろ過後の沈殿を 550℃で

一晩灰化した。これを塩酸に溶解、水を加え液量約 2L

とし、充分に煮沸して炭酸イオンを完全に除去した後に

水酸化物沈殿分離を行った。 

 温度が高いほど、Ca(OH)2は溶解し難く、Sr(OH)2は溶

解し易くなる 13)ため、分離時の温度条件は 80℃以上とし

た。煮沸後の溶液を 80℃以上に保って、6M NaOH溶液

を添加し pH を 13.0～13.6 に調整した。pH の確認には、

溶液の温度が高くガラス電極が使用できないため pH 試

験紙を用いた（Advantec pH Test Paper ALB）。上澄み溶液

に 6M NaOHを滴下して沈殿が生じないことを確認した

後，3000rpmにて 5分間遠心分離し、沈殿を温 0.2M NaOH

溶液 100～200 mL で洗浄，洗液を分離溶液にあわせた。

その後 Na2CO3を 10g 添加，加熱して炭酸塩を熟成、一

図１ 水酸化物沈殿分離試験のフロー 
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夜放置した。沈降分離した炭酸塩沈殿をガラスフィルタ

ー（17G4, Pyrex Inc.）でろ過し、希アンモニア水 50mL

で洗浄した後、塩酸で溶解し Ca 粗分離溶液（溶液Ⅱ）

を得た。Sr 回収率及び Ca 除去率は、溶液Ⅰと溶液Ⅱか

ら一部分取、希釈して ICPAESで Sr, Ca濃度を測定して

求めた。 

２．２  チェレンコフ光測定の分析妥当性確
認と分析条件の検討 

 バイアルの違いによる測定値への影響を検討するため、

表１に示す測定用バイアルを用いて BG 計数率、計数効

率を測定して検出下限強度を求め、チェレンコフ光測定

時にどのバイアルが有効か比較した。また、放射平衡を

待たずに測定した場合のチェレンコフ光測定の検出下限

強度について検討した。検出下限強度の計算方法は、放

射能測定法マニュアル 8 )に準じた。 

 また、分析測定の妥当性を確認するために、Sr-90濃度

既知の標準試料を分析した。標準試料を適量分取し、イ

オン交換法で前処理を行いスカベンジングした。スカベ

ンジング後の溶液をテフロンバイアル（100mL）に入れ

て、放射平衡を待つために 14日程放置し、低バックグラ

ウンド液体シンチレーションカウンタ（日立アロカメデ

ィカル㈱； LSC-LB5）を用いて測定した。 

  

３．結果と考察 

３．１ 水酸化物沈殿分離法の検討結果 

 水酸化物沈殿分離における pH 条件確認試験結果を図

２に示す。Caの除去率は概ね pH 13以上で 90%以上であ

ったが、pH 13.0を下回る pH領域では、相当量の Srが

分離溶液側に残存していることが判った。したがって

NaOHを充分に加え、水酸化物分離時の pHは 13以上と

する必要がある。 

 一方，本試験における Sr回収率は 80%台に留まり，残

り 20%前後の Srは、Ca(OH)2に含まれていると推察され

る。そこで水酸化物沈殿を温 0.2 mol/L NaOH溶液で洗浄

して、その洗液を回収し再度、Sr回収率を求めた（図３）。

洗浄することにより、Sr回収率が数％改善された。水酸

化物沈殿の洗浄は、大きな効果は望めないが有効である

図２ 各 pH における Ca 除去率と Sr 回収率 

 
図３ Sr 回収率に対する沈殿物洗浄の効果 
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表１ 検討したバイアルの種類、液量、材質 

名称 液量(mL) 材質 

ポリバイアル 145SLD 100 Super low diffusion polyethylene with Teflon coating inside 

テフロン 100mL 100 Teflon PFA 

テフロン 20mL 20 Teflon PFA 

低拡散ポリバイアル 20mL 20 Low-diffusion polyethylene with Teflon coating inside 
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と考えられる。 

 生体灰試料に対して水酸化物沈殿分離法を適用した結

果を表２に示す。Sr回収率は馬骨を除いて 80%以上、Ca

除去率は 90%以上と良好な結果であった。馬骨の Sr回収

率が 75%とやや悪いが、これはシュウ酸塩灰化時の熱分

解が不完全であり、その後の水酸化物沈殿分離の工程で

シュウ酸塩として Srは Caを多く含む水酸化物沈殿と一

緒に除去されたと考えられる。 

 Sr の回収率測定の方法は、ICPAES 等の機器分析によ

る方法と、精製した Sr を炭酸 Sr として秤量する重量法

がある。重量法では、Caが残存すると、回収率を正確に

測定することが出来なくなるため、Caは完全に除去する

必要がある。水酸化物沈殿分離法により大半の Ca は分

離されるが、完全には除去されないため（表２）、回収率

を重量法で測定する場合は、発煙硝酸法またはイオン交

換法による更なる Ca 分離は必要である。しかし大部分

の Ca は除去された後のため、試薬使用量や手間は大幅

に改善される。 

魚 A（全身）灰試料の処理を行った場合の Ca分離工

程における試薬使用量を、発煙硝酸法、イオン交換法と 

比較し表３に示す。発煙硝酸法の場合、発煙硝酸使用量

は 1L以上、イオン交換法の場合は、酢酸アンモニウム

530g、メタノール 1.7L程度が必要となる（内径 3cm，樹

脂充填高さ 26cmのカラム 3本使用した場合）。これらと

比較すると、水酸化物沈殿分離法の試薬使用量は極めて

少量で済み、コストや安全管理上の改善に繋がる。 

３．２ チェレンコフ光測定の検討結果 

 表４に測定バイアル毎の BG計数率、計数効率を示す。

分析操作性は、容量の大きい 100、145mL バイアルが良

いが、BG計数率は小容量の 20mLバイアルが低かった。

2 種類の小容量バイアル（20ml）を比較すると、低拡散

ポリエチレンバイアルは、テフロンバイアルよりも BG

計数率が低く、且つ安価であるため、実用的であると考

えられる。なお、計数効率はバイアル毎に殆ど変わらな

かったため、検出下限値は 20ml バイアルが低く計算さ

れている。 

 チェレンコフ光測定は、Y-90単離のための試料調製が

不要である等のメリットがあるが、検出下限値はガスフ

ロー法（約 0.02 Bq / 供試料 注 1）と比較して高い。スカ
                                                                 
注 1 計数効率 40％、BG計数率 0.20cpm、測定時間 60分の場合。 

 

表２ 水酸化物沈殿分離法を適用した際の Sr 回収率と Ca 除去率 

試料名 供試料 
(g ash) 

試料中 Ca量 
(g/sample) 

Ca残量 
(mg) 

Ca除去率 
(%) 

Sr 回収率 
(%) 

魚 A (全身) 39  9.7 590 94 87 

魚 B (アラ) 53 14.4 730 95 88 

海草 46  3.1 260 92 86 

貝殻 50 18.5 200 99 89 

馬骨 50 16.7 230 99 75 

 

表３ Ca 分離工程における試薬使用量の比較 

試料名 方法 試薬量 

魚 A（全身） 

水酸化物沈殿分離法 

（本手法） 
水酸化ナトリウム ca. 40 g 

イオン交換法 酢酸アンモニウム: 530 g 
メタノール : 1.7 L 

発煙硝酸法 発煙硝酸 : > 1.0 L 
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ベンジングから 14 日後に測定した際のチェレンコフ光

測定の検出下限強度（Bq/供試料）は、低拡散ポリエチレ

ンバイアル 20mlを使用しても 0.032 Bq/供試料と、ガス

フロー法と比較して依然高かった。しかし、この差は 1.5

倍程度であるため、チェレンコフ光測定の測定時間をお

よそ 2倍長くすることにより、ガスフロー法と同程度の

検出下限値を得ることが出来ることから、一般環境レベ

ルの Sr-90測定方法としても有効であると考えられる。 

 放射平衡を待たずに測定した場合のチェレンコフ光測

定の検出下限強度は、スカベンジング日から 1日経過後

（Y-90成長率 24%）で 0.13～0.17、3日経過後（Y-90成

長率 54%）で 0.058～0.074と計算され、暫定的な測定と

しては十分な検出下限強度である。ただし、前処理操作

において実験室雰囲気からラドン・トロンが試料に混入

してしまった場合は、その直後から数日間は、それらの

娘核種が放出するβ線による偽計数により計数率が高く

なる恐れがあることに留意する必要がある。このために

は、測定を数回繰り返し、正味計数率が Y-90の生長曲線

に沿って増加していることを確認することが重要である。 

チェレンコフ光測定法による標準試料の分析結果を表

５に示す。どの分析結果も認証値の拡張標準不確かさ

（95%信頼区間、k=2）の範囲内にあり、分析測定の妥当

性を確認することが出来た。 

 

４．まとめ 

 Sr-90分析は、極めて煩雑で手間がかかり、安全管理面

およびコスト面で改善が求められているだけでなく（特

に Ca量が多い試料）、分析値を得るまでに多大な時間を

要することも問題視されているため、Sr-90分析の改善に

向けて、水酸化物沈殿分離法とチェレンコフ光測定の検

討を行った。 

 今回、Ca含有量の多い生体灰試料を対象に、水酸化物

沈殿分離法による pHと Sr回収率、Ca除去率との関係を

検証し、適用の妥当性を確認した。本法は発煙硝酸法、

イオン交換法に比較して使用試薬量が少なく、安全管理

面やコスト面で有効な方法であると考えられる。 

 液体シンチレーションカウンタによるチェレンコフ光

測定では、4 種類の測定バイアルの BG 計数率と計数効

率を測定し、低拡散ポリエチレンバイアル（20ml）が比

較的 BG 計数率が低く、コスト面上でも有効であること

が判った。分析測定の妥当性は、Sr-90濃度既知の IAEA

 

表４ 測定バイアル毎の BG計数率、計数効率、スカベンジング日から経過した日数における検出下限強度 

測定バイアル BG (cpm) eff (%) 
検出下限強度 (Bq/供試料)* 

1日後 3日後 14日後 

ポリバイアル 145SLD 4.6 67 0.16 0.074 0.041 

テフロン 100mL 4.4 66 0.17 0.072 0.040 

テフロン 20mL 3.4 69 0.14 0.061 0.034 

低拡散ポリ 20mL 2.8 66 0.13 0.058 0.032 

*測定時間 60分、回収率 100％として計算した。 

 

表５ チェレンコフ光測定による標準試料の分析結果 

番号 種類 認証値（Bq/kg）* 測定結果（Bq/kg）* 

IAEA-330 ほうれん草 20.1±2.1 20.2±1.8 

IAEA-PT（2012） 土壌 30.4±2.6 29.0±1.8 

JSAC-0785 魚骨灰 11.5±1.2 11.6±1.2 

IAEA-443 海水 0.107±0.026 0.107±0.007 

*不確かさは包含係数 k=2（95%信頼区間）として示した。
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標準試料等を分析することによって確認した。なお、前

処理後の溶液を直接測定出来るため、スカベンジング後

の Y-90の生長過程を確認することが出来る。これにより、

ガスフロー法による測定とのクロスチェックが可能とな

り、分析の信頼性向上につながると考えられる。 

 今後は、環境放射能測定における天然放射性核種によ

るバックグラウンド影響等に傾注し、引き続き検討・改

善していきたい。 

 

参考文献 

1）N. Vajda, C. Kim, Applied Radiation and Isotopes, 68, 

(2010) 2306. 

2）東京電力（株）報道発表資料：ストロンチウム-90分

析における Srレジン法の導入について。平成 26年 8

月 19日， 

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2014/

images/handouts_140819_05-j.pdf 

3）R. Jakopic, L. Benedik, Acta. Chim. Solv. , 52, (2005) 

297-302. 

4）高貝慶隆，古川真，ぶんせき，10 (2014) 551. 

5）東京電力㈱報道発表資料：ICP-MSによるストロンチ

ウム分析の運用開始について,平成 26年 11月 27日，

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/141127/

141127_01_023.pdf 

6）放射能測定法シリーズ 2，放射性ストロンチウム分析

法，文部科学省（平成 15年改訂） 

7）放射能測定法シリーズ 23，液体シンチレーションカ

ウンタによる放射性核種分析法, 文部科学省（平成 8

年改訂） 

8）大江俊昭，福島政法，中岡章，電力中央研究所研究報

告，283053，昭和 59年 3月 

9）L. Popov, G. Mihailova, I. Hristova, P. Dimitrova, R. 

Tzibranski, V. Avramov, I. Naidenov, B. Stoenelova, 

Radioanal. Nucl. Chem. 279, (2009) 49. 

10）L. Popov, X. Hou, S. P. Nielsen, Y. Yu, R. Djingova, I. 

Kuleff, J. Radioanal. Nucl. Chem. 269, (2006) 161. 

11）Qingjiang Chen, Xiaolin Hou, Yixuan Yu, Henning 

Dahlgaard, Sven P. Nielsen, Anal. Chem. Acta. 466, 

(2002) 109. 

12）萩原清，加藤結花，吉村共之，松原昌平，

RADIOISOTOPES, 61 (2012) No.2, 79-85. 

13）化学便覧，日本化学会編 (1975) ，丸善 

 

 

 



 

93 
 

＿＿＿＿ 業務報告 ＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

 

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 

最近の天候を見ると、各地で過去の観測データを大き

く塗り替えるような集中豪雨や大規模な台風の発生、更

には記録的な豪雪なども多発しています。まさに、地球

の気候システムが、何か新たな領域、つまり地球温暖化

と、それに伴う大規模な気候変動を生じさせつつある、

あるいは既に生じさせていることを強く実感させられる

状況となっています。 

このような中、国際社会では、京都議定書の第２約束

期間に続く、2020年以降における、全ての国が参加する

新たな地球温暖化対策の枠組みを、本年 2015年末までに

構築することを合意しています。現在、国の内外で活発

な議論が行われていますが、今まさに、地球温暖化対策

の新たな枠組みの合意に向けて、重要な時期にさしかか

っていると言えます。 

そのような中、地球温暖化対策の実効を高めるために

は、経済活動の主役である企業などの事業活動について、

その価値を高めつつ、できるだけ環境に配慮したものへ

と転換し、更に、それを継続的に発展、拡大させていく

ことが求められています。 

環境省が策定した環境マネジメントシステムであるエ

コアクション 21（以下「EA21」という。）は、まさに、

そのことを実現する有効なツールとして高い評価を得て

おり、今、多くの企業から注目を集めています。 

２．ＥＡ２１とは 

EA21 とは、広範な企業、学校、公共機関等の全ての

事業者が、環境への取組を効果的、効率的に行うことを

目的に、環境への目標を自ら設定し、その達成に向けて

行動し、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、取組結果を環境活動レポー

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。更に、EA21 では、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

の貢献はもちろん、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を得ることができます。 

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九環協を開

設しています。 

地域事務局では、認証・登録を希望する事業者から審

査申込書を受け付け、受審事業者の業種や業態、規模等

を勘案し、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着

実に伸展し、平成 26年度末現在で 269となっています。

平成 26年度は、上記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。 
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（１）自治体イニシアティブ・プログラム 
ECO-KEEA九環協では、事業者の皆さんが EA21の認

証・登録をスムーズに得られるよう、毎年度、自治体と

連携して EA21導入セミナー（EA21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）をセットにした無料の自治体イニシアティ

ブ・プログラムを実施しています。平成 26年度は、福岡

県・福岡市と連携したプログラムに７社が参加しました。 

（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。平成 26年度は、あいおいニッセイ同和損害保険株

式会社によるグリーン化プログラムに 1社が、株式会社

マツダオートザムによるプログラムに 4社が参加しまし

た。 

（３）フォローアップセミナー 
現在、多くの事業者が EA21 の取組を継続しています

が、一方で、担当者が異動等により替わった場合には、

取組の継続が大きな負担になるということをよく聞きま

す。このような問題の解決に資するため、「エコアクショ

ン 21新任担当者のための事務概要及び文書・記録類の作

成管理について」と題した説明会、並びに個別相談会で

構成されるフォローアップセミナーを開催しました。セ

ミナーには 44社が参加されました。 

（４）エコアクション２１ＣＯ２削減プログラ
ム（Ｅｃｏ－ＣＲＩＰ）実証事業 

EA21 を基礎に CO2削減に特化したプログラムである

Eco-CRIP の実証事業が、平成 26 年度、環境省の事業と

してスタートしました。この事業は、事業者が支援相談

人（EA21 審査人の中から選出）からマンツーマンによ

る 5回の訪問コンサルティングを受けて環境マネジメン

トシステムを構築する仕組みとなっています。また、プ

ログラムの中には、EA21 へのステップアップが組み込

まれており、同時取得も可能となっています。ECO-KEEA

九環協は、平成 26年度の担当地域事務局に選定され、九

州・沖縄地域に広島県、山口県を加えた地域を担当しま

した。事業実施にあたっては、他の地域事務局や審査人

の皆さんとも広域的に連携し、30の事業者の担当事務を

実施しました。 

４．今後の取組 

（１）ＥＡ２１の普及促進 
EA21 は、事業者の経済活動と環境への配慮を統合す

る環境経営システムであり、環境の世紀と言われる新た

な時代を切り拓いていく事業者にふさわしいシステムで

あると言えます。ECO-KEEA九環協では、その一層の普

及促進を図るため、引き続き、自治体イニシアティブ・

プログラム等に取り組むことはもちろん、継続して取り

組む事業者のためのフォローアップに努めてまいります。

また、平成 27年度も実施が予定されている Eco-CRIPを

積極的に活用し、当該事業を通じて、事業者の EA21 認

証・登録取得の取組を支援していく考えです。 

（２）ＥＡ２１の制度改善 
EA21認証・登録制度は 10周年を迎え、環境認証制度

としてその社会的責任は益々大きくなっています。一方

で、経済社会を取り巻く状況は、制度発足当時から大き

く変化しており、事業者や社会の要請に的確に応じた制

度の見直しや体制の整備が求められています。 

このようなことを背景に、中央事務局において、引き

続き制度の改革検討が進められており、ECO-KEEA九環

協においても、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

協力していく考えです。 

 
集合コンサル風景 
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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について 

 （一財）九州環境管理協会 普及啓発部 松崎 良勇 

１．はじめに 

（一財）九州環境管理協会は、福岡県知事から福岡県

地球温暖化防止活動推進センターの三期目（平成 25年 4

月 1日～平成 30年 3月 31日の 5年間）の指定を受け、

県内の地球温暖化対策に関する普及啓発の拠点として、

福岡県地球温暖化防止活動推進員や多様な人・組織と連

携しつつ、脱温暖化社会の形成に向けた活動を進めてい

ます。ここでは、平成 26年度に実施した本センターの活

動内容の一部を紹介します。 

 

２. 平成２６年度の主な活動実績 

（１）温室効果ガス排出量の推計※1 

本センターでは、低炭素社会に向けた効果的な対策を

                                                                 
※ 平成 2年度。ただし、HFC、PFC及び SF6 は平成 7年度。 

実施するために、福岡県内の温室効果ガス排出量の推計

を毎年実施しています。福岡県における平成 24年度の温

室効果ガス総排出量は 6,419万トンで、基準年度※に対し

て 4.9％の増加、前年度に対しては 3.4％の増加となりま

した。 

この温室効果ガス排出量の増加の原因は、人口、世帯

数の増加、東日本大震災後の原子力発電所の稼動停止に

伴う火力発電所の稼働率上昇により、電気使用量の二酸

化炭素排出係数が大幅に上昇したためです。 

県内の二酸化炭素排出量とエネルギー使用量の推移を

比較すると、二酸化炭素排出量は平成 21年度（2009）以

降増加傾向になるのに対し（図１）、エネルギー使用量は

近年減少傾向にあります（図２）。これは、省エネ行動の

浸透やエネルギー高効率製品への買換えが進んでいるこ

とが一因と考えられます。 

 

図１ 福岡県における二酸化炭素排出量の推移 



 

96 
 

（２）福岡県地球温暖化防止活動推進員への
活動支援 

地域の温暖化対策の担い手となる地球温暖化防止活動

推進員の活動支援として、活動経験が少ない推進員と地

元自治体との連携強化を推進しています。 

一つの事例として、香春町の推進員が、はじめて町主

催のイベントにブース出展することになったため、本セ

ンターからイベント出展の運営方法を伝え、当日も職員

を派遣するなど支援を行いました。イベントは成功裏に

終わり、推進員と町職員の連携がより親密となりました。

こうした取組みにより、推進員と町職員との連携が強化

され、町内の幼稚園や保育園を対象としたエコ出前講座

を共に開催するなど、推進員活動が活発になりました（図

３）。 

（３）大学との連携 

本センターの学生ボランティア組織である「ふくおか

エコトン隊」は、次世代教育の一環として社会人になる

前に、地球温暖化防止活動を体験することを目的として

います。平成 26年度は、福岡女子大学生によるセンター

事業に関する 2件の共同研究が実施されました。 

1 件は、推進員活動に関するアンケート調査で、結果

から推進員間やセンターとの連携は概ね満足しているも

のの、地元自治体との連携不足が推進員活動の課題とす

る方が多数を占めていることが明らかとなりました。ま

た、従来から自治体職員と推進員の連携強化を求める声

があり、今回のアンケート調査でもこのことが明確にな

りました。 

もう 1件は、幼稚園や保育園等における園児を対象と

したエコ出前講座の家庭への効果を調べるアンケート調

査です。アンケート結果から、園児たちはエコ出前講座

で学んだエコ活動を自ら行うだけでなく、保護者に伝え

ることが多く、その有効性が家庭内に及ぶことが認めら

 

図３ 香春町の推進員支援図 

図２ 福岡県におけるエネルギー使用量の推移 
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図４ 次世代教育の効果まとめ 

れました。次世代教育は、このように本人だけでなく家

庭等へ浸透することが明らかになりました（図４）。 

（４）自治体と連携した「うちエコ診断」 

平成 26年度は、家庭向けの温暖化対策の一環として古

賀市と大牟田市、大木町等と連携し、地域住民を対象と

したうちエコ診断を実施しました。 

古賀市では、市役所を会場として、「うちエコ診断会」

を延べ 8日間開催し、市長も含め計 72世帯が受診しまし

た。大牟田市では、担当職員が太陽光発電補助申請世帯

を戸別訪問し 41世帯が、うちエコ診断を受診しました。

また、大木町でもイベントごとに診断会を開催し多くの

世帯が受診するなど、うちエコ診断を通じて、温暖化対

策に熱心な自治体を支援することができました。 

 

３．今後の活動方針 

当センターでは、地球温暖化防止対策のため、県内の

温室効果ガス排出量の推移、地球温暖化防止活動推進員

などの活動に関する情報発信に努めます。また、当協会

の経営理念に基づき公益性の視点から、環境 NPO等の普

及啓発及び効果的実践の支援を行うとともに、次世代を

担う子ども達を対象とした環境教育を実施する予定です。 
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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 

 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、環境教育を幼児期から

実施することで、エネルギーや環境を専門分野として学

び、実践する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、職場での教育は

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 26

年度は以下の活動を行いました。 

２．活動内容  

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」で、カブトガニ等の生体展示、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（写真１）。 

 平成 26年度は、過去最多の 13,862人が来館しました。 

②科学実験講座等のエネルギー・環境教育 

 読売新聞西部本社主催の「あおぞらの授業 小学校理

科実験講座」と「あおぞらサミット あおぞらの授業 in

福岡工業大学 FITアリーナ」を学識経験者等の協力を得

て実施しました。 

 「あおぞらの授業」では、九州・山口地方の各県１小

学校で、理科の実験を通じて自然や環境の大切さを伝え

るために、7つの実験メニューのうちから生徒たちが選

んだ 3つの実験を提供しました（写真２）。 

 【 1. 超低温の世界 】 

  液体窒素で花や風船を凍らせ、物質の三態変化を体

験する。 

写真１ カブトガニの体験型展示（まもるーむ福岡）

写真２ 水をきれいに－ろ過－（科学実験講座） 
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 【 2. 省エネ照明の比較 】 

  手回し発電機で電気を作り、白熱球・蛍光灯・LED

を点灯させ、省エネや発電を体験する。 

 【 3. 燃料電池の実験 】 

  備長炭を電極にして水を電気分解し、得られた水素

と酸素より電気エネルギーを作る。 

 【 4. チリメンモンスター 】 

  チリメンジャコに含まれるイカや海老の幼生を探し、

生物多様性を体験する。 

 【 5. 身近な放射線 】 

  昆布や人体から出る放射線を測定したり、ウィルソ

ンの霧箱を使って放射線の飛跡を観察する。 

 【 6. 二酸化炭素の実験 】 

  ドライアイスから発生するCO2の水への解けやすさ、

pH測定による酸性雨との関係を学ぶ。 

 【 7. 水をきれいに 】 

  にごり水やお茶等をろ紙や活性炭を使ってきれいに

し、水道や下水処理のメカニズムを学ぶ。 

 講師は、専門性と地域性のあるメンバーで構成しまし

た。各小学校での実験の様子は、読売新聞の特集記事と

して掲載され、生徒たちの感想とともに、弊協会も紹介

されました。 

 このほか、九州電力株式会社熊本支社の委託により、

熊本県立大学原子力講座へ放射線測定の指導員を派遣し

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、主に福岡県内

の中小企業 75事業所を対象に、福岡県省エネルギー相談

を実施しました。 

 現地相談では、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ヒアリングし、それぞれの事業特

性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、並びに適切な設備更新の時期等をアドバイスし

ました。 

 また、新たな取り組みとして、環境省補助事業の地域

活動支援･連携促進事業による幼稚園・保育所向けの節

水・節電エコ体験プログラムと連携しました。 

 このエコ体験プログラムは、園児たちが、講師である

環境 NPOから地球温暖化が起こるしくみを聞き、節水や

節電の必要性を学び、園児自らが幼稚園・保育所の節水

や節電に努め、CO2排出量の削減に貢献するものです。

プログラムでは、節水コイル作りや手回し発電機による

発電なども体験していただきました。 

 エコ体験プログラムを受講した 11箇所の幼稚園・保育

所のうち 2箇所に専門家が赴き、実際のエネルギー使用

の特性に応じた運用改善や設備更新による節水や節電の

ポイントを助言しました。 

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の「どじ

ょうクラブ」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

ンショウウオ等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・観察方法も指導しま

した。水田の機能を復元し、市民参加による田植えや稲

刈り等のイベントも開催され、地域が主体性を有するビ

オトープとなっています（写真３）。 

 

３．今後の活動 

 平成 27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。 

写真３ 田植え（手光ビオトープ） 
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①環境学習施設での展示案内・実験指導 

 福岡市環境局と連携し、健康・環境と生物多様性に関

心や学習意欲のある小学生から大人までの幅広い世代が

対象となるように、展示内容や講座を見直します。 

 平成 27年度は、小学生向けの理科応援教室や工作教室

に加えて、試行事業の特別講座として、小学生から大人

も参加できる「まもるーむ福岡」周辺の砂浜や松林等の

自然観察会、夏休み前の昆虫標本作り体験講座、線虫・

キノコ・放射線等の健康や医療分野でも話題性のある講

座を予定しています。環境 NPO等には、活動発表会や展

示会の場として、本施設での利活用を呼びかけます。 

②科学実験講座等のエネルギー・環境教育 

 企業及び学識経験者と連携し、環境学習施設や大学な

どを会場に、学生や社会人を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、幼児や小学生などの

次世代層に対する生物多様性保全や保健・環境の出前講

座を企画開発します。 

③事業者の省エネルギー活動の支援 

 エネルギー管理士、学識経験者、エコアクション 21

審査人、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ます。福岡県の省エネルギー

相談事業や環境省の CO2削減プログラムなどを活用し、

事業者の省エネルギー活動を、運用改善から設備更新及

び活動の効果検証まで幅広く支援します。 

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、環境カウ

ンセラー研修会の講師、小学校やため池などのビオトー

プ整備のオブザーバー、さらには行政や事業者主催の「節

電・省エネセミナー」及び「生物多様性講座」などの講

師として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、次世代層を対象とした

エネルギー・環境教育の企画運営、並びに事業者の省エ

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の社会

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  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２７年７月１日現在） 
役 職 名 氏 名 所 属
理 事 長 百 島  則 幸 理学博士 九州大学教授（アイソトープ総合センター長） 
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 出 光  一 哉 工学博士 九州大学大学院工学院教授（原子力）
理 事 梶 田  卓 嗣 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院教授（環境システム工学・廃棄物工学）
理 事 関 根  雅 彦 工学博士 山口大学大学院理工学研究科教授（衛生工学・環境工学） 
理 事 平 松  和 昭 農学博士 九州大学農学院教授（環境水理学・環境水文学） 
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（環境工学・環境管理学）
監 事 石 内  英 光 福岡フィナンシャルグループ（監査役）
監 事 甲 野  市 郎 甲野公認会計士事務所（所長）

 
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 浅 野  直 人 福岡大学名誉教授
評 議 員 楠 田  哲 也 工学博士 九州大学名誉教授
評 議 員 薛   孝 夫 農学博士 西日本短期大学特任教授
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
評 議 員 中 野  勝 之 工学博士 福岡大学名誉教授
評 議 員 中 村  明 九州電力株式会社 原発本部副本部長
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
顧 問 竹 下  健次郎 工学博士 九州大学名誉教授 元当協会副理事長
顧 問 持 田  勲 工学博士 九州大学名誉教授 前当協会理事長
技 術 顧 問 川 野  田實夫 大分大学名誉教授 前当協会副理事長

 
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 大 上  和 敏 理学博士 大分大学教育福祉科学部准教授（地球化学） 
技術諮問委員 久 場  隆 広 工学博士 九州大学大学院教授（環境工学） 
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（環境経済学） 
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（環境化学） 
技術諮問委員 勢 一  智 子 西南学院大学教授（環境法学） 
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（環境材料化学） 
技術諮問委員 早 瀬  隆 司 工学博士 長崎大学環境科学部教授（環境政策学・環境行政学） 
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 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（動物生態学） 
技術諮問委員 矢野  真 一 郎 工学博士 九州大学大学院准教授（環境水理学） 
技術諮問委員 渡辺  公 一 郎 工学博士 九州大学大学院教授（地球資源科学等） 
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編 集 後 記 
 

7 月初旬、ただいま台風接近中🌀。気象庁によると、
福岡の梅雨明けは例年 7 月 19 日頃だそうです。また暑

い夏がやってきます。昔と比べて気温（日平均値）が高

くなっているのを実感しますし、これは周知の事実です。

では、具体的にはどのように上昇しているのでしょうか。

福岡管区気象台のデータを使って、観測が始められた

1890年（明治 28年）から 2014年までの 8月の日最低気

温（月平均値）と、同じく日最高気温（月平均値）と日

最低気温（月平均値）の差のそれぞれの経年変化をみて

みましょう。右図によると、日最低気温の上昇は、1950

年以降に特に顕著にみられ、それと同時に日最高気温と

の差が小さくなっていることがわかります。これは、日

最高気温がこの約 100 年間で 1℃上昇している一方で、

実は、日最低気温の上昇の度合いがそれの約 3 倍高い

（3℃上昇）ためです。最高気温と比べて日射の影響が直

接的に反映されにくい最低気温が上昇していることの意

味を大気ポテンシャルの増加ととらえるならば、そのエ

ネルギー増加分だけ大気環境の不安定さが増したことに

なります。最低気温の大部は早朝に出現しますので、日

常では最低気温の変化の実態を実感しにくいのでしょう。

明治時代はもっと安定した環境だったのかもしれません。 

本号では、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。 

「巻頭言」では、福岡工業大学長の下村輝夫先生に福

岡工業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「社会環境学部」をいち早く組織

され、自然科学的アプローチのみならず社会的価値観な

ど総合的な視野を取り入れた先進的な問題解決に取り組

まれています。当協会でも課題解決や人材育成にあたっ

て多面的な解析思考を浸透させていく必要があると感じ

ました。 

「論説」では、香川大学瀬戸内圏研究センターの本城

凡夫先生、九州大学名誉教授の吉村和久先生にご寄稿い

ただきました。本城先生には、古くは奈良時代にその記

録をみる赤潮の発生メカニズムとその被害軽減対策を総

括していただきました。養殖業におけるアコヤガイをセ

ンサーとするリアルタイムモニタリングシステムは、毒

性をもつ赤潮プランクトン発生の早期感知において実効

性が確かめられています。吉村先生には、鍾乳石の成分

分析結果から推定したひとと自然の関わり方をご紹介い

ただきました。鍾乳石にはその成立当時の環境の様子が

タイムカプセルのように封じこめられていることは非常

に興味深く、まるで環境自身がその歴史を物語っている

ようです。 

「特別寄稿論文」としては、九州歯科大学の荒井秋晴

先生、佐賀大学の上野大介先生からご寄稿いただきまし

た。荒井先生には、テンの糞の分布調査結果からダム工

事の影響を評価する方法をご紹介頂きました。糞の DNA

から定着個体（数）と非定着個体（数）を識別すること

により、工事区域への依存度を推定するというものです。

上野先生には、シックスクール症候群に関する研究内容

をご紹介頂きました。校内において未規制の VOCs物質

にはアレルギーを発症するレベルのものもみられており、

将来を担う子供たちの学習環境を健全に保つためにも、

臭気指数を用いた指針の設定や化学物質を特定しない対

応の必要性を再認識いたしました。 

 また、本号では、7 月 1 日に、任期満了につき当協会

理事長が交代いたしましたので、前理事長、新理事長の

挨拶を掲載いたしました。このほか、当協会職員による

自主研究の成果を「研究報告」として 7編、普及啓発を

目的とする公益事業（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）の概要を「業務報告」として紹介いたしました。 

 最後に、執筆依頼が遅くなりましたことをお詫び申し

上げますとともに、お忙しい中ご寄稿いただいた先生方

と職員の皆様のご協力によりこの出版が支えられました

ことにあらためて感謝申し上げます。（編集担当：中嶋） 

福岡の日最低気温の推移（1890～2014 年）

y = 0.029x + 21.7
R² = 0.65
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