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◆巻 頭 言◆ 

 

閉鎖性海域における課題と今後の研究の方向性 

 

香川県環境保健研究センター所長  今雪良智 

 

 

 

香川県環境保健研究センターは環境科学部門と保健科

学部門を備え，大気汚染・水質汚濁・廃棄物などの環境

分野と病原ウイルス・微生物や食品中の添加物，農薬分

析などの保健衛生分野に関する試験研究機関としての役

割を担っています。 

 環境科学部門では，河川・海域・地下水等の水質監視

調査，大気・土壌・騒音・放射能等の測定調査，工場・

事業場等の監視調査，飲料水・温泉等の水質検査，土庄

町豊島に不法投棄された産業廃棄物の処理に伴う環境調

査等の幅広い分野にわたる検査・測定やそれらに関連す

る調査研究に取り組んでいます。 

水環境の分野では，本県は，瀬戸内海に面した地の利

を生かし，海と共生しながら発展してまいりましたが，

栄養塩の循環バランスの崩れによる赤潮の発生や養殖ノ

リの色落ち，海ごみ，人と海のかかわりの希薄化など，

いまだ多くの課題がある中で，将来にわたり瀬戸内海の

恵みを享受していくためには，海域，陸域の枠を超えた

包括的，総合的な取組みを進める必要があることから，

平成25年9月に「かがわ『里海』づくりビジョン」を策定

し，美しい海，生物が多様な海，交流とにぎわいのある

海の三つを兼ね備えた「人と自然が共生する持続可能な

豊かな海」を目指し，全県域を対象に県民の参加による

里海づくりの取組みを始めました。 

当センターとしては，海だけでなく山・川・里を一体

的にとらえて保全・活用するため，栄養塩類等の物質循

環の研究や海ごみの動態等の調査に取り組んでいるとこ

ろであります。 

大気環境の分野では，平成27年7月から，当センターが

中央監視局である大気汚染常時監視システムの更新に併

せて，測定局の再配置が行われ，県下全域を対象とする

光化学オキシダントの緊急時対策を講じています。また，

平成25年度から国や地方環境研究所との共同研究として

取り組んできたＰＭ2.5の短期的・長期的評価基準対策に

資するための研究成果を踏まえて，平成28年度からは，

瀬戸内海，伊勢湾等の閉鎖性海域において特徴的な高濃

度をもたらす汚染機構の解明を目指すために共同研究に

参加することとしています。 

瀬戸内海のように広域にわたる水環境や大気環境に関

する対策については，各地方自治体の役割がますます大

きくなってきております。今後，効果的な対策を検討し

ていくためには，環境省，国立環境研究所および地方環

境研究所等が連携して調査研究を行い，情報を共有して

いくことが必要かつ重要であると認識しております。 

平成27年度から2カ年間，中国・四国支部長を務めさせ

ていただいておりますので，引き続き，皆様のご指導と

ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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＜特 集＞第42回環境保全・公害防止研究発表会 

 

第42回環境保全・公害防止研究発表会の概要 
 
 

 

公益財団法人東京都環境公社 

東京都環境科学研究所  

 

平成 27 年 12 月 1 日（火），2 日（水）の両日に環境

省，全国環境研協議会および東京都の共催による第 42

回環境保全・公害防止研究発表会が東京都の文京シビッ

クセンターで開催されました。 

研究発表に関しては全国環境研協議会の会員から 53

題の演題応募があり，大気（18 題），水質（13 題），化

学物質（13 題），生物（4 題），廃棄物・土壌（5 題）の

セッションが 2 会場に分かれて研究発表が行われまし

た。 

 1 日目は主催者のあいさつ，続いて特別講演および研

究発表が行われ，2 日目は引き続き研究発表が行われま

した。2 日間で会員および行政機関等から延べ 285 名の

参加があり，盛況のうちに終了しました。 

 

1．はじめに 

本日は，お忙しい中，第 42 回全国環境研協議会環境

保全・公害防止研究発表会にご参加いただき，ありがと

うございます。 

本年の研究発表会を担当いたします東京都環境科学研

究所所長の中村でございます。研究発表会の開会にあた

り，一言ごあいさつを申し上げます。 

本日は環境省総合環境政策室環境研究技術室の太田

室長を始め環境省の方々，全国の環境関連研究機関の方

々，都の研究・行政機関の方々，さらに都内の区市町村

の環境行政を担当する方々にもご参加いただいており，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございます。 

また，この後，国立環境研究所の牧先生にも特別講演

をしていただくことにしております。よろしくお願い申

し上げます。 

この研究発表会は，全国の環境関連研究機関が実施し

ている調査研究について，相互に情報交換を行い，今後

の調査研究に活かしていくため，毎年行われております。 

今回の発表演題数は 53 件に上りますが，本日と明日

の研究発表会を通じまして，お互いの情報交換が進み，

今後の調査研究の一層の進展と各自治体間の連携につ

ながっていくことを期待しております。 

2 日間の長丁場でございますが，よろしくお願い 

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15ptあき 

（ 東京都環境公社東京都環境科学研究所長 中村 豊氏）

A会場風景 B会場風景 
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2．主催者あいさつ 

○環境省のあいさつ 

ただいまご紹介いただきました環境省総合環境政策局

総務課環境研究技術室長の太田でございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の研究発表会が，ここ東京で開催されることを大

変嬉しく思っています。また，ご多忙の中，全国各地か 

ら大勢の方々にお集まりいただき，誠にありがとうござ 

 

 

います。 

本研究発表会は，環境庁が発足して間もない昭和49年か

ら毎年開催されており，まさに日本の環境研究，環境政策

の創生から発展の流れに併走してきたものではないかと

思っております。この歴史もひとえに，本日，お集まり

の皆様，関係者の皆様の長年のご尽力の賜物と考えてお

ります。重ねてお礼申し上げます。 

本日は，東京湾，三陸沿岸海域における底質・水質の

環境モニタリング，底室改善に関する活動・解明に取り

組んでおられます国立環境研究所の牧秀明様より，海域

の調査研究の在り方についてご紹介いただきます。 

環境問題に取り組む上では，環境の監視を行い，様々

な環境影響因子の影響評価などの実態をきちんと把握し

ておくことが，プロセスの解明，また予防，対策を行う

上での基本となります。環境計測はそのための重要な手

段であり，今後ともさらなる高度化，体系化を目指して

取り組んでいく必要があります。現在，特にPM2.5問題の

ように国際的な汚染が考えられる問題につきまして，そ

の原因物質を特定し，プロセスの解明につなげるために

平成 27 年 

12 月 1 日（火） 

文京シビックセンター（小ホール） 

○開会（13：30～13：45） 

開会あいさつ   （公財）東京都環境公社東京都環境科学研究所長 中村  豊 

主催者あいさつ  環境省総合環境政策局環境研究技術室長     太田志津子 

         全国環境研協議会会長             大河内基夫 

         東京都環境局環境政策担当部長         篠原 敏幸 

○特別講演（13：50～14：50） 

 演題：環境部局による海域の調査研究の在り方について 

 講師：牧 秀明（国立研究開発法人国立環境研究所地域環境研究センター 海洋環境研究室） 

座長：大河内基夫（全国環境研協議会会長） 
（（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所 理事長） 

○研究発表 

A 会場（小ホール） B 会場（会議室 1，2） 

○大気Ⅰ       （15：00～16：25） 

○大気Ⅱ       （16：35～17：43） 

○水質Ⅰ       （15：00～16：25） 

○化学物質Ⅰ     （16：35～17：43） 

平成 27 年 

12 月 2 日（水） 

○研究発表 

○大気Ⅲ       （ 9：15～10：40） 

○大気Ⅳ       （10：50～11：58） 

昼食休憩 

○水質Ⅱ       （13：00～14：08） 

○水質Ⅲ       （14：18～15：26） 

○化学物質Ⅱ     （ 9：15～10：40） 

○生物                （10：50～11：58） 

昼食休憩 

○化学物質Ⅲ     （13：00～14：08） 

○廃棄物・土壌        （14：18～15：43） 

○閉会 A 会場 

 閉会あいさつ      環境省総合環境政策局環境研究技術室長     太田志津子 

 次期開催県あいさつ   山形県環境科学研究センター所長        澤根 敏弘 

 開催県閉会あいさつ   （公財）東京都環境公社東京都環境科学研究所長 中村  豊 

第42回環境保全・公害防止研究発表会日程表 

（環境省総合環境政策局環境研究技術室長 太田 志津子氏）
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は，高度な環境計測を広範囲に実施していくことが重要

であります。PM2.5につきましては，世の中の関心も高く，

地方研究機関等の役割としても，この問題への対応が社

会から期待されているところではないかと思っておりま

す。 

今回の研究発表会では，そうした観点から，これまで

皆様が取り組んでこられました研究や，最近の新しい

PM2.5問題に対応した研究等，様々な発表がいただけるも

のと承知しております。 

お互いに情報交換させていただきまして，それぞれに

有益な知見が得られたらと思っております。 

さて，環境省では，皆様の研究を支援させていただく

ツールとして，いわゆる公募型の研究資金，環境研究総

合推進費を運営しています。 

特に近年は，国の厳しい財政状況にかんがみ，研究の

成果が厳しく問われるようになってきており，環境省と

しては，特に行政ニーズに密接した研究課題を優先的に

採択しております。廃棄物，大気・水質，自然保護とい

った地環研の皆様が日々取り組まれておられる研究課題

は，行政ニーズに即応するものであり，推進費事業の中

でも重みを増してきていると考え，平成28年度新規公募

にあたりましては，地方自治体から提案のありました行

政ニーズ2件を提示し，新規公募を実施させていただきま

した。 

また，地環研が得意とされるような地域連携・中小企

業関係の研究課題については，採択審査の時に加点をす

るようにしておりますので，是非，皆様，引き続き積極

的に推進費へのご応募をいただきますようお願いいたし

ます。 

環境省としては，こうした下支えをさせていただきなが

ら，地域における環境行政を支える科学的・技術的な中

核組織であります地方環境研究所を引き続き支援してま

いりたいと考えております。 

最後になりますが，本研究発表会の開催にあたりご尽

力をいただきました東京都および全環研協議会の関係者

の皆様にお礼を申し上げたいと思います。本日までのご

丁寧な事前の開催準備を始め，このような立派な会場も

準備していただきました。東京都のご尽力を大変ありが

たく感じております。皆様におかれましては，ぜひとも

情報交換，意見交換，親睦を深めていただければ幸いで

す。 

この2日間が皆様にとって実り多いものとなることを

祈念いたしまして，私のあいさつとさせていただきます。 

 

○全国環境研協議会のあいさつ 

今年度の全国環境研協議会の会長を務めております地

方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所の大河

内でございます。第42回環境保全・公害防止研究発表会

の開会にあたり，主催者として，一言，ごあいさつを申

し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は，全国から多数の方々にご参加をいただきまし

て，誠にありがとうございます。また，開催にあたりま

してご尽力いただきました，環境省，国立環境研究所，

東京都，東京都環境公社の皆様に厚くお礼を申し上げま

す。 

さて，地方自治体の財政状況の悪化から，3K，すなわ

ち，交通費，研修費，公設試の予算削減が続いています。

環境関連の地方試験研究機関も例外ではなく，人員の削

減と分析機器の陳腐化の二重苦を背負いながら，地域の

環境を把握し，住民の健康被害を未然に防止するために

必要なギリギリの試験研究レベルを，アセ（汗）とナミ

ダ（涙）とマコト（誠）で維持している状況かと思いま

す。 

こうした環境関連の公設試を取り巻く厳しい状況の

中で，国環研との共同研究や公設試同士の連携は，大変，

重要な意味を持っております。 

日本では，環境政策が国政選挙の争点になることは稀

です。しかし，アメリカでは，今回の大統領選挙で，ヒ

ラリー・クリントンの陣営が，環境政策，特に地球温暖

化への対策を掲げています。クリントン氏は，気候変動

とエネルギーのメッセージビデオで， 

（https://www.hillaryclinton.com/issues/climate/） 

“ Future generations will look back and wonder 

‘what were we thinking? How could be possibly be so 

irresponsible? I’m just a grandmother with two eyes 

and a brain. And I know what is happening in the world 

is going to have a big effect on my daughter and 

especially on my granddaughter. It’s hard to 

believe there are people running for president who 

refuse to accept the settled science of climate 

change — who would rather remind us they’re not 

（会長  大河内 基夫氏）
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scientists than listen to those who are. You don’t 

have to be a scientist to take on this urgent 

challenge that threatens us all. You just have to be 

willing to act.”と言っています。 

この 2 日間の研究発表を通じて，国環研と公設試の連

携，公設試間の横連携が更に強まり，地域で住民，行政

への科学的な根拠を基にした環境問題への理解の広が

りと深まりに貢献できることを祈念し，また，We have to 

be willing to act をお願いしまして，ごあいさつとさ

せていただきます。 

 

○東京都のあいさつ 

東京都環境局の篠原でございます。第 42 回環境保全

・公害防止研究発表会の開催にあたりまして，一言ごあ

いさつを申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は，環境省環境研究技術室の太田室長様をはじめ，

全国各地から，たくさんの研究者の方々にお集まりいた

だきました。心より歓迎申し上げます。 

また，国立環境研究所の牧先生には，この後，御講演

いただくこととなっております。お引き受けくださいま

したことに感謝申し上げます。 

近年の環境問題を考えますと，大気汚染や水質汚濁な

どが改善の方向にあるものの，気候変動やエネルギー，

マイクロビーズ等に代表される海洋ごみの問題など課

題が山積しています。 

 それぞれの問題について，まだまだ知見を集めること

や，技術開発を進めていく事が必要です。例えば PM2.5

は，今回の発表でも多く扱っていただいていますが 2 次

生成メカニズムの解明には至っていません。今後，さら

に効果的な施策を進めていくためにも，こうした研究が

必要になっています。 

 水質にしてもエネルギーにしても，環境政策はテクニ

カルな要素が大きく，皆様研究者の方々のバックアップ

なくしては成り立ちません。そうした意味で今後も皆様

の研究には，環境政策に携わる者すべてが大きな期待を

かけていると言っても過言ではありません。 

今後とも，環境の改善を一層進め，また，環境の負荷

の少ない都市や地域をつくっていくためには，先進的な

調査研究が重要でございます。皆様方の今後の研究活動

に大いに期待しております。 

 最後になりましたが，協議会の益々の御発展と，本日

お集まりいただきました皆様の御健勝，御活躍を祈念い

たしまして開会のあいさつとさせていただきます。本日

はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

3．特別講演 

 国立研究開発法人国立環境研究所地域環境研究セン

ター海洋環境研究室の牧 秀明氏により「環境部局によ

る海域の調査研究の在り方について」として，特別講演

が行われました。概要は特集として後に掲載しておりま

す。 

 

4．研究発表 

 2 日間にわたり，A 会場・B 会場の 2 会場で 53 の演題

について，以下のとおり研究発表が行われました。以下

にその概要を示します。 

 

(1)第 1 日目 

(文京シビックセンター A 会場) 

○大気Ⅰ〔15:00～16:25〕 

  座長：長谷川就一（埼玉県環境科学国際センター） 

1A1-1 アスベスト除去工事における大気中へのアスベ

スト飛散監視調査 

    藤原 亘ほか（(公財)ひょうご環境創造協会兵

庫県環境研究センター） 

1A1-2 新潟県内の家庭由来二酸化炭素の排出削減可能

量のアンケートにもとづく検討 

    岩城 文太ほか（新潟県保健環境科学研究所） 

1A1-3 平成 27 年度北陸新幹線鉄道騒音の環境基準達

成状況について 

    鹿野 正明ほか（長野県環境保全研究所） 

1A1-4 神奈川県平野部及び山間地における酸性雨のイ

オン成分の変遷 

    十河 孝夫ほか（神奈川県環境科学センター） 

1A1-5 東京都区部における真夏日の熱赤外放射量の空

間分布及び変化とヒートアイランド対策 

    常松 展充ほか（(公財)東京都環境公社東京都

環境科学研究所） 

○大気Ⅱ〔16:35～17:43〕 

1A2-1 茨城県における有害大気汚染物質の状況につい

て 

    櫻井 智子ほか（茨城県霞ヶ浦環境科学センタ

（東京都環境局環境政策担当部長 篠原 敏幸氏） 
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ー） 

1A2-2 微小粒子状物質(PM2.5)と有害大気汚染物質と

の関連性について 

    神田 康弘ほか（広島市衛生研究所） 

1A2-3 固定発生源周辺における大気中の 1,2－ジクロ

ロエタンの指針値超過事例について 

    松田 貴志ほか（大分県衛生環境研究センター） 

1A2-4 山口県のダイオキシン類発生源周辺における大

気環境調査について 

    上杉 浩一ほか（山口県環境保健センター） 

(文京シビックセンター B 会場) 

○水質Ⅰ〔15:00～16:25〕 

  座長：宮崎 一（(公財)ひょうご環境創造協会兵庫

県環境研究センター） 

1B1-1 琵琶湖における里湖作りと沿岸帯の機能評価 

    一瀬 諭ほか（滋賀県琵琶湖環境科学研究セン

ター） 

1B1-2 生物応答を用いた排水管理手法（WET 手法）に

よる生態影響試験の検討について 

    池田 将平ほか（滋賀県琵琶湖環境科学研究セ

ンター） 

1B1-3 魚類の胚・仔魚期の短期慢性毒性試験およびオ

プションとしての簡易EROD活性測定法による河

川水調査 

    川原 志郎ほか（川崎市環境総合研究所） 

1B1-4 強酸性玉川温泉下流域の酸性成分の挙動とその

実証的対策 

    成田 修司ほか（秋田県健康環境センター） 

1B1-5 有機物指標と無機イオン成分を用いた最終処分

場関連水の水質評価手法の検討 

    平川 周作ほか（福岡県保健環境研究所） 

○化学物質Ⅰ〔16:35～17:43〕 

  座長：荒堀 康史（奈良県景観・環境総合センター） 

1B2-1 LC-MS/MSによる水環境試料中のテトラサイクリ

ン系抗生物質の定量 

    内藤 宏孝（愛知県環境調査センター） 

1B2-2 PUF 小片を用いた水試料中ダイオキシン類の抽

出について 

    野尻 喜好ほか（埼玉県環境科学国際センター） 

1B2-3 リテンションギャップ法を用いた LC/MS による

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸(LAS)の分析 

    清水 明ほか（千葉県環境研究センター） 

1B2-4 高速液体クロマトグラフを用いた環境水中 LAS

分析法の検討について 

    高坂 真一郎（群馬県衛生環境研究所） 

(2)第 2 日目 

(文京シビックセンター A 会場) 

○大気Ⅲ〔9:15～10:40〕 

  座長：熊谷 貴美代（群馬県衛生環境研究所） 

2A1-1 PM2.5 の特異的高濃度事例の発生源解析 

    山神 真紀子ほか（名古屋市環境科学調査セン

ター） 

2A1-2 福井県における PM2.5 成分組成の地域特性につ

いて 

    岡 恭子ほか（福井県衛生環境研究センター） 

2A1-3 北海道における PM2.5 高濃度事例解析と観測上

の問題点 

    秋山 雅行ほか（（地独）北海道立総合研究機

構環境･地質研究本部 環境科学研究センター） 

2A1-4 PM2.5 の成分分析と粒子ごとの化学組成分析に

よる発生源特定の試み 

    福山 由依子ほか（（地独）大阪府立環境農林

水産総合研究所） 

2A1-5 埼玉県における PM2.5 成分の季節・年度・地域

変動とその要因 

    長谷川 就一ほか（埼玉県環境科学国際センタ

ー） 

○大気Ⅳ〔10:50～11:58〕 

  座長：山神 真紀子（名古屋市環境科学調査センタ

ー） 

2A2-1 奈良県における PM2.5 成分レボグルコサン類の

測定法検討とモニタリングの結果について 

    浅野 勝佳ほか（奈良県景観・環境総合センタ

ー） 

2A2-2 PM2.5 中の有機マーカー成分の測定について 

    熊谷貴美代ほか（群馬県衛生環境研究所） 

2A2-3 塩化水素発生施設周辺における最大着地濃度の

推定 

    池貝 隆宏（神奈川県環境科学センター） 

2A2-4 2013年度奈良県における化学輸送モデルによる

PM2.5 濃度解析 

    菊谷 有希ほか（奈良県景観・環境総合センタ

ー） 

○水質Ⅱ〔13:00～14:08〕 

  座長：田中 仁志（埼玉県環境科学国際センター） 

2A3-1 藻類シードバンクからみた琵琶湖の沿岸帯機能 

    古田 世子ほか（滋賀県琵琶湖環境科学研究セ

ンター） 

2A3-2 尼崎港人工干潟における潮位変動と栄養塩類濃

度の関係 

宮崎 一ほか（(公財)ひょうご環境創造協会兵

庫県環境研究センター） 

2A3-3 大阪湾における貧酸素水塊の発生に関する研究

－海水中における DO 消費率の測定の試み 



 

＜特集＞ 第42回環境保全・公害防止研究発表会 
 

    

Vol.41 No.1（2016） 

7 

    小野 純子ほか（（地独）大阪府立環境農林水

産総合研究所） 

2A3-4 霞ヶ浦の水質変動について 

    中川 圭太ほか（茨城県霞ヶ浦環境科学センタ

ー） 

○水質Ⅲ〔14:18～15:26〕 

  座長：一瀬 諭（滋賀県琵琶湖環境科学研究センタ

ー） 

2A4-1 多摩川河口部の浅場・干潟調査 

    橋本 旬也（(公財)東京都環境公社東京都環境

科学研究所） 

2A4-2 大阪湾、播磨灘海水及び流入河川水における有

機物濃度の変動 

    古賀 佑太郎ほか（(公財)ひょうご環境創造協

会兵庫県環境研究センター） 

2A4-3 魚類へい死事案調査結果（弘前市だんぶり池） 

    前田 寿哉ほか（青森県環境保健センター） 

2A4-4 埼玉県および姉妹友好省中国山西省との水環境

保全モデル事業 

    田中 仁志ほか（埼玉県環境科学国際センター） 

(文京シビックセンター B 会場) 

○化学物質Ⅱ〔9:15～10:40〕 

  座長：高澤 嘉一（国立環境研究所） 

2B1-1 環境水中のノニルフェノール測定における試料

前処理方法の簡略化 

    市川 智宏ほか（愛知県環境調査センター） 

2B1-2 川崎市におけるリスク評価手法について 

藤田 一樹ほか（川崎市環境総合研究所） 

2B1-3  新潟県内における地下水汚染事案につい    

て 

    松谷 亮ほか（新潟県保健環境科学研究所） 

2B1-4 福岡市の公共用水域における LAS 測定結果につ

いて 

    山下 紗矢香ほか（福岡市保健環境研究所） 

2B1-5 東京都内水環境中のヘキサブロモシクロドデカ

ンの実態及び排出源調査 

    西野 貴裕（(公財)東京都環境公社東京都環境

科学研究所） 

○生物〔10:50～11:58〕 

  座長：和波 一夫（(公財)東京都環境公社東京都環

境科学研究所） 

2B2-1 陶磁器くずなどの再生砂を用いた大村湾（長崎

県）におけるアサリ生息場造成の可能性につい

て 

    粕谷 智之（長崎県環境保健研究センター） 

2B2-2 里海づくりによる生物多様性の向上および絶滅

危惧種保護の可能性について 

    惠本 佑（山口県環境保健センター） 

2B2-3 河川のモニタリング調査における底生動物調査

結果の概要－かながわ水源環境保全・再生施策によ

る河川環境の変化の把握－ 

    飯田 信行（神奈川県環境科学センター） 

2B2-4 近年の山中湖（平野ワンド）における水生植物

の変遷 

    長谷川 裕弥ほか（山梨県衛生環境研究所） 

○化学物質Ⅲ〔13:00～14:08〕 

  座長：西野 貴裕（(公財)東京都環境公社東京都環

境科学研究所） 

2B3-1 川崎市における大気粉じん中の多環芳香族炭化

水素の環境調査結果 

    福永 顕規ほか（川崎市環境総合研究所） 

2B3-2 新潟県妙高市における1,3-ブタジエンの発生源

解析 

    高橋 雅昭ほか（新潟県保健環境科学研究所） 

2B3-3 奈良県内河川の HBCD 濃度実態調査 

    荒堀 康史（奈良県景観・環境総合センター） 

2B3-4 Ⅱ型共同研究「国内における化審法関連物質の

排出源及び動態の解明」の成果報告：水環境中

の HBCD 及び紫外線吸収剤について 

    高澤 嘉一ほか（国立環境研究所） 

○廃棄物・土壌〔14:18～15:43〕 

  座長：小泉 裕靖（(公財)東京都環境公社東京都環

境科学研究所） 

2B4-1 石膏を利用した下水汚泥焼却灰のアルカリ抽出

液からのリン資源回収 

    有田 雅一ほか（鳥取県衛生環境研究所） 

2B4-2 塩化揮発による焼却灰からの希少金属の分離 

    門木 秀幸ほか（鳥取県衛生環境研究所） 

2B4-3 熊本市周辺畑地における土壌溶出試験 

    永田 武史ほか（熊本県保健環境科学研究所） 

2B4-4 焼却灰含有金属の形態分析 

    辰市 祐久ほか（(公財)東京都環境公社東京都

環境科学研究所） 

2B4-5 道路消雪用設備の適正な稼働に向けた調査 

    溝口 俊明ほか（富山県環境科学センター） 

 

5．閉  会 

 閉会にあたり，環境省および東京都から閉会のあいさ

つが，また次期開催県としてのあいさつが山形県からあ

りました。 

 

○環境省の閉会のあいさつ 

第42回環境保全・公害防止研究発表会の閉会にあたり

まして，一言ごあいさつ申し上げます。2日間に渡りまし
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て，数多くのご発表，ご議論をいただきまして，皆様，

大変お疲れ様でした。 

 また，国環研からも特別講演をいただき，どうもあり

がとうございました。各分野に渡る調査・研究の成果発

表と，議論が行われたことと思います。これもひとえに，

発表者の皆様のご努力，そして各座長の的確なご運営の

賜物と思います。 

 改めまして，環境研究の最前線，あるいは行政と環境

研究の接点で活躍されております皆様の日々のご努力に

対し，敬意を表したいと思います。 

昨日より多くの方々から，財政的にも人員的にも厳し

い中でご苦労されて工夫して研究を進めておられるとい

う話を伺って，しみじみと感じ入ったしだいでございま

す。 

環境省が，皆様をなかなか力強くサポートできていな

いという反省もございますが，引き続き推進費などのツ

ールを使いまして，御支援させていただきたいと思って

おります。 

東京都および全環研協議会の皆様におかれましては，

準備作業や当日の運営にご苦労もあったかとは思います

が，非常につつがなく，的確な運営をしていただきまし

た。厚く御礼申し上げたいと思います。 

本研究発表会は，地環研にとって大変貴重な機会であ

るとの声，評価を多くいただきました。年に一回，全国

から地環研の研究者が一堂に会するという貴重な機会，

これを引き続き継続し，一層充実させてまいりたいと考

えるしだいでございます。 

全環研協議会関係者の皆様には，引き続きお力添えを

いただきますよう，お願い申し上げます。以上，私から

の閉会のあいさつとさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

○次期開催県のあいさつ 

山形県環境科学研究センターの澤根と申します。 

皆様，2 日間の研究発表会大変お疲れ様でした。それ

ぞれのセッションを拝見しましたところ，皆様とても熱

心に討論をされておりまして，今後の研究の発展につな

がる貴重な機会になったという風に感じたところです。  

このように盛大な研究発表会とおもてなしを感じた

情報交換会を，企画・運営されました東京都環境科学研

究所の中村所長また職員の皆様方におかれましても大

変お疲れ様でした。開催までの御苦労，細やかな配慮に

つきまして，心よりお礼を申し上げます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて，次回の開催が山形市におきまして 11 月中旬頃

を今のところ予定いたしております。この研究発表会，

長い歴史がございます。大変有意義な発表会となります

ように開催県といたしまして可能な限り考えておりま

す。 

山形県の紹介をさせていただきますけれども，山形県

は全市町村で，温泉が噴き出す王国であります。また，

さくらんぼをはじめ四季折々果樹が実る果樹王国でも

ございます。数多くの地酒がございます。それぞれに自

慢の味を楽しんでいただけるのではないかという風に

も考えて，最後に沢山の皆様方の参加があることと，沢

山の発表がまた新たにありますことを是非お願いを申

し上げまして，次期開催県のあいさつとさせていただき

ます。 

皆様のご来県，心よりお待ち申しあげております。 

 

○開催県閉会のあいさつ 

東京都環境科学研究所所長の中村でございます。 

昨日，本日と 2 日間にわたり開催されました研究発表

会も無事終了となりました。 

発表された方々，また聴講された方々，大変お疲れさ

までした。 

研究発表会では，多くの研究発表があり，また活発な

意見交換が行われました。今後の皆様の調査研究あるい

は環境行政の推進に，ぜひお役立ていただければと存じ

ます。 

最後に，来年の山形県での研究発表会が盛況に開催さ

れることを祈念いたしまして閉会のあいさつとさせて

いただきます。 

皆さん，大変お疲れ様でございました。ありがとうご

ざいました。 

 

（山形県環境科学研究センター所長 澤根 敏弘氏）
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＜特 集＞第42回環境保全・公害防止研究発表会 

特別講演：座長 大 河 内 基 夫 

（全国環境研協議会会長：（地独法）大阪府立環境農林水産総合研究所 理事長） 

 

環境部局による海域の調査研究の在り方について 
 

 

 

牧  秀 明 

 （国立研究開発法人国立環境研究所 地域環境研究センター 海洋環境研究室主任研究員） 

 

 

1．はじめに 

自治体におけるかつての公害対策部局，現在の環境保

全部局や，環境庁時代の旧水質保全局から現在の環境省

の水・大気環境局により定められてきた海域の公共用水

域常時監視（測定計画）の手法と測定項目は，水産部局

や海洋学分野で通常行われているものから見て相当異質

である。健康項目や要監視・調査項目で定められている

有害化学物質やダイオキシン・PCB 等の POPs の測定には

重きが置かれている反面，水中投入型センサーにより塩

分と水温の鉛直分布を測定して水塊構造を把握すること

や，栄養塩やクロロフィル a（Chl a）等を測定して海域

の生産性（富栄養・貧栄養）や物質循環の状態を知ると

いうことが，全ての自治体での公共用水域常時監視で行

われているとは限らない。実際，海域においては健康項

目の検出・基準超過より，閉鎖性海域における赤潮発生，

底層の貧酸素水塊形成や青潮発生，底質中の硫化水素蓄

積とそれに伴う底生・水生生物の減少と貧相化の方が水

圏生態系で生じている問題としてははるかに大きい。他

方，比較的長年環境部局で測定されてきている COD や全

窒素・全リン，pH，表層の DO 等の生活環境項目は，水産

部局や海洋学上，あまり有用な情報をもたらさない。総

量規制対象となっている閉鎖性海域で行われている広域

総合水質調査では，栄養塩や Chl a 等の項目が網羅され

ているが，原則年 4 回という高いとは言いがたい頻度で

行われているのが現状である。こうした中，環境省では

底層 DO の環境基準を新たに設定することになり，水塊構

造を立体的に捉えることや，貧酸素水塊形成に関する物

質循環上重要な水質指標を含めた常時監視を行う必要性

が出来つつある。 

当方らは地方環境研究機関と国立環境研究所による共

同研究（Ⅱ型）を通じて，上記のように環境部局による

海域のモニタリング調査で欠けている水塊構造の把握，

物質循環的な知見を補うべく，これまで底層 DO の測定や

貧酸素水塊生成の原因となる懸濁態有機物（POC）や Chl 

a，栄養塩の測定を全国の沿岸海域で実施してきた。 

具体的には，「沿岸海域環境の診断と地球温暖化の影

響評価のためのモニタリング手法の提唱」（平成 23～25

年度）と「沿岸海域環境の物質循環現状把握と変遷解析

に関する研究」（平成 26～28 年度）の 2 課題について，

これまで 20 以上の地方環境研究機関と国立環境研究所

が参加して以下の項目について取り組んできた。1）新規

水質環境基準項目である底（下層）DO を対象にした多項

目水質計による水質の鉛直分布の測定，2）非汚濁海域に

おいて漸増傾向のみられる COD の構成要素解明のための

関連項目の詳細分析，3）DO を消費する要因である水塊

中の有機物の性状を評価するための海域版 BOD 測定の試

行，4）栄養塩の状態と推移の評価のために，水質環境基

準項目である全窒素・全リン（TN・TP）に加えて無機態

の各態窒素・リンの測定を行ってきた。また国立環境研

究所では，貧酸素水塊生成の因子である水塊中の有機物

の分解性と底質に着目し，底層環境の劣化の著しい東京

湾奥部を対象にして試験研究を実施してきた。 

本講演では，それらの概要について紹介すると共に，

貧酸素水塊生成因子の定量的解析と今後の沿岸海域環境

における物質循環の状態把握のためのモニタリング調査

研究の在り方について提言を行いたい。 

 

2．調査研究主旨と概要 

平成 23～25 年度に渡って実施したⅡ型共同研究「沿岸

海域環境の診断と地球温暖化の影響評価のためのモニタ

リング手法の提唱」においては，現行の公共用水域（海
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域）常時監視で欠落している水質形成の機構解明，測定

の時間密度，未測定項目を補完することを目的として，

現在，各地の沿岸海域環境で見られている非汚濁海域に

おける COD の漸増傾向要因を明らかにするべく COD の構

成要素の分析と共に，閉鎖性海域において顕在化してい

る貧酸素水塊発生状況を把握するために多項目水質計を

用いて全国の底層 DO 未測定沿岸海域での測定を行うこ

とを主旨とした。 

COD 関連項目の測定は，全国各地の公共用水域常時監

視（環境基準）点や補助点で採水を行い，COD と溶存性

の COD，溶存性の有機炭素（DOC）と懸濁性の有機炭素

（POC），それに Chl a を分析して，塩分と合わせて各項

目間の関係（相関）について検討した。 

また平成 26 年度から現在にかけて実施している「沿岸

海域環境の物質循環現状把握と変遷解析に関する研究」

では，前課題に引き続き底層 DO や COD 関連項目の測定を

行うと共に，易分解性の有機物の簡易評価法として海域

版 BOD の測定の試行を行っている。 

また底層DOを低下させる要因として，1）海水中の有機

物の分解，2）底泥の酸素消費が挙げられるが，公共用水

域での常時監視等，行政調査で測定されている訳ではな

く，それぞれ具体的なデータが乏しいのが現状であり，

国立環境研究所では東京湾を対象にしてそれらのデータ

の蓄積を行ってきた。具体的には，人間活動期限の有機

物や海域で増殖した植物プランクトン由来の有機物の分

解性の比較や，東京湾内の水深や底質の性状の異なる幾

つかの定点において，底泥の酸素消費速度の季節変化に

ついて系統的に調査を行ってきた。 

 

3．結果と考察 

3.1 底層 DO の測定と貧酸素水塊発生状況の把握 

底層 DO の測定をこれまで，日本海側では山形県，新潟

県，富山県の沿岸と港内，京都府の内湾，博多湾（福岡

市），太平洋側では宮城県と茨城県沿岸海域と内湾，東

京湾（千葉県と東京都），大阪湾（大阪府），浦ノ内湾

（高知県），宮崎県沿岸部，東シナ海側では大村湾（長

崎県），鹿児島湾（鹿児島県），那覇港周辺（沖縄県）

の 20 地点以上の箇所で測定を行ったところ，総量規制対

象海域以外でも 11カ所において底層 DOが 3 mg/L を下回

る低・貧酸素水域が見付かった。 

また，これらの中には閉鎖性海域ではない地点や，冬

季でも顕著な貧酸素水塊状が見られる地点が含まれてい

た。 

3.2 COD 関連項目の詳細分析 

CODに関連する有機物の分析項目であるDOCやPOC，Chl 

a について，19 都府県市の管轄する公共用水域（海域）

49 地点の 220 検体の分析を行った。その結果，多くの地

点で COD の大部分を占める溶存性 COD は DOC と比較的高

い相関（R=0.77）を示したが，各水域ごとに個別に検討

すると相関はまちまちで，閉鎖性が強く内部生産も活発

な水域では相関は高く，回帰直線の傾きも 1.5 前後と似

通っていたが，逆に外洋に面した日本海側や四国沿岸で

は相関が低く，回帰直線の傾きもまばらだった。以上の

ことから，内部生産の高い海域では溶存性の COD の相当

の部分は DOC で占められている（説明出来る）と考えら

れた。また POC は Chl a と非常に高い相関（R=0.82）を

示したのに対し，懸濁性の COD と Chl a との相関は低か

った（R=0.49）。 

以上のことから，全国の沿岸海域における POC の中身

の大部分は植物プランクトンで占められていることが示

されたが，懸濁性 COD は POC や植物プランクトン以外の

要因により影響を受けていることが示唆された。一方，

上記のように COD の大半が溶存性 COD であることから，

COD 全体を左右する要因の相当部分は DOC であると考え

られた。 

 

3.3 海域版 BOD の測定試行 

前課題に引き続き COD 関連項目を季節別に測定し，そ

の内訳解明の検討を行うのと同時に，海域版 BOD 測定の

試行を全国の海域 20 地点を対象にして行った。 

その結果，1）通常河川水等を対象にして行っている 5

日間放置ではなく 3 日間の放置で測定・評価が可能であ

ること，2）内部生産が高い夏季は冬季よりも高くなる傾

向を示すこと，3）沿岸近傍部の方が外洋域より高い傾向

を示すこと，4）溶存性の BOD が全 BOD に対して占める割

合は僅少であること，5）人為起源の有機汚濁負荷が無く

内部生産が僅少である外洋域でも何らかの値を示す COD

よりも，適切な評価が下せる有機汚濁指標となりうるこ

とが示された。 

 

3.4 閉鎖性海域における貧酸素水塊形成因子の検討・解

析 

東京湾奥域で様々な地点での海水試料を用いて有機炭

素の分解試験を行ったところ，運河等の陸（人間生活）

起源のものの影響が強い箇所より沖合の内部生産（植物
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プランクトン）由来の懸濁態有機炭素の方が易分解性で

あることが示された。また湾内の水深・底質の異なる地

点で底質による海水中のDO消費速度を行ったところ，水

深があり，粒度組成の細かい地点での酸素消費がより大

きいことが分かった。以上の結果から水柱中のDO消費の

各因子の寄与の見積りを行ったところ，DOCの分解が20%，

POCの分解が30～50%，底質のDO消費が20～50%程度である

と考えられた。 

 

4．まとめ 

DO，栄養塩，DOC・POC，COD，BOD，底質等の水圏環境

中での物質循環に関わる因子の測定は最近の技術革新で

可能になったものではなく，数十年以前から手法は存在

していたが，系統的に行われてこなかったものである。

今後は海域毎に起こっている生態学的な現象と利用障害

を見極めつつ，必要な測定を含めた現場での調査研究が

必要であると考えられる。 

 

謝辞 

本研究遂行に当たり，共同研究課題に参加されてこら

れた地方環境研究機関の皆様全員に対しまして，厚く御

礼申し上げます。 
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国立環境研究所研究プロジェクト報告「貧酸素水塊の形成

機構と生物への影響評価に関する研究（特別研究）」平成

19～21 年度 SR-93-2010 

http://www.nies.go.jp/kanko/tokubetu/pdf/sr93.pdf 
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＜特 集＞第42回環境保全・公害防止研究発表会 

 

各座長によるセッション報告 

 

 

大気Ⅰ 

 

埼玉県環境科学国際センター  

 

                長谷川 就一 

 

本セッションでは，アスベスト，二酸化炭素排出，鉄

道騒音，酸性雨，ヒートアイランドといった，大気に関

わる様々な調査について 5 件の発表があった。 

「アスベスト除去工事における大気中へのアスベス

ト飛散監視調査」（兵庫県環境研究センター）では，1997

年度から 2015 年度にかけて兵庫県で行われた調査結果

に基づき，アスベスト除去工事におけるアスベストの漏

えい件数と割合の経年変化，アスベスト種類別の漏えい

件数などが報告された。また，2014 年に改正大防法が

施行されたことにより義務付けられた工事養生内の負

圧の確認と粒子数の測定に関して，現場で用いられてい

る機器や作業基準に抵触した事例が報告された。さらに，

作業基準を遵守したにもかかわらず漏えいした事例に

関して，その状況と要因が報告された。この中で，粒子

数の測定に用いるデジタル粉塵計の特性や使用方法を

よく理解する必要性が指摘された。 

「新潟県内の家庭由来二酸化炭素の排出削減可能量

のアンケートにもとづく検討」（新潟県保健環境科学研

究所）では，県民アンケートに基づき，冷暖房の適切な

温度調節や加減速の少ない運転など 21 の省エネ行動と，

冷蔵庫・エアコン・テレビ・電球の買い替え行動による

二酸化炭素削減可能量の算出結果が報告された。削減可

能量は算出条件により変わるが，民生家庭部門および運

輸部門（自家用自動車）いずれにおいても，買い替え行

動の方が省エネ行動よりも削減可能量が大きいという

結果であった。また，県民への普及啓発に用いているソ

フトウェアも紹介された。 

「平成 27 年度北陸新幹線鉄道騒音の環境基準達成状

況について」（長野県環境保全研究所）では，北陸新幹

線開業に伴う運行体系の変更による長野県における騒

音環境基準の達成状況の変化について，平成 26 年度と

平成 27 年度の測定結果を比較した結果が報告された。

測定地点において，列車が駅に到着しようと減速してい

る場合，駅から出発して加速している場合，駅を通過す

るため高速運転している場合の 3 つの運行形態におけ

る走行速度と 大騒音レベルには大きな違いはみられ

なかった。しかし，通過する列車本数が増えた駅に近い

測定地点では評価値が上昇しており，沿線地域への影響

が大きくなっていることが示唆されていた。 

「神奈川県平野部及び山間地における酸性雨のイオ

ン成分の変遷」（神奈川県環境科学センター）では，全

国環境研協議会による酸性雨全国調査の中から神奈川

県における 近 5 年間の測定結果，高濃度の要因，平野

部と山間地の比較，全国値との比較について報告された。

夏季は光化学反応により NO3
-や SO4

2-が高濃度になるこ

と，冬季は降水量が少ないため濃縮されること，山間部

は海風の影響が小さいことや大気境界層高度の季節変

動が影響していることなどが示唆されていた。 

「東京都区部における真夏日の熱赤外放射量の空間

分布及び変化とヒートアイランド対策」（東京都環境科

学研究所）では，ヘリコプターで都心上空を飛行し，都

市表面から射出される熱赤外放射量をより広域かつ高

解像度で計測し，真夏・真昼の熱放射環境の空間分布と

変化を調査した結果が報告された。木造住宅密集地域に

おいて熱赤外線放射量が相対的に多く，一方オフィスビ

ル・商業地域では，特に公開空地における緑地や水面な

どの導入により熱赤外線放射量が相対的に少ない傾向

がみられていた。 

 

 

大 気 Ⅱ 

 

           奈良県景観・環境総合センター 

 

浅野 勝佳 

 

本セッションでは，有害大気汚染物質モニタリングに

関連した 2 題，PM2.5 と有害大気汚染物質を関連付けた

1 題，ダイオキシン類に関して 1 題の計 4 題の発表が行

われた。いずれも地方環境研究所が取り組むべき課題で

あり有意義な発表であった。 

「茨城県における有害大気汚染物質の状況について」

では，有害大気汚染物質であるベンゼンと 1,2-ジクロ

ロエタンを対象に風向等の気象条件との関連性と合わ
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せて解析を行った。ベンゼンに関しては，すべての調査

地点において環境基準を達成していたが，指針値超過が

続いている神栖消防の1,2-ジクロロエタンについては，

近傍の発生源事業所からの影響であることを示唆する

解析結果を得た。 

「微小粒子状物質（PM2.5）と有害大気汚染物質との

関連性について」では，相関係数から微小粒子状物質

(PM2.5)と有害大気汚染物質であるジクロロメタン，塩

化メチル，1,2-ジクロロエタンとの関連性が高いことを

示した。また，微小粒子状物質（PM2.5)を高濃度日とそ

れ以外の日に分けて相関係数の変化を調査した。その結

果，高濃度日以外の日は，微小粒子状物質（PM2.5）と

有害大気汚染物質の相関は，総じて低下することを見い

だした。また，微小粒子状物質（PM2.5）が も高濃度

な調査日において，多くの有害大気汚染物質が調査期間

を通して 大値を示していたことを報告した。 

「固定発生源周辺における大気中の 1,2-ジクロロエ

タンの指針値超過事例について」では，PRTR の届けで

1,2-ジクロロエタンの排出量の多い A 事業所とその周

辺地点（A 地点）での調査を行った。A 地点においては

3 年連続で 1,2-ジクロロエタンの指針値が超過してい

ることを確認した。PRTR の届出排出量を用い低煙源工

場拡散モデル（METI-LIS）を用い，A 事業所から 1,2-

ジクロロエタンの拡散解析を行った。その結果，A 地点

の実測値と拡散解析の計算値に大きな解離が認められ

た。A 事業所とモデルに使用した気象観測所との距離の

問題から気象条件等が実情を反映していないと推測さ

れた。また，バックグランド濃度および他の発生源の存

在等，今後調査を継続する必要を報告された。 

「山口県のダイオキシン類発生源周辺における大気

環境調査」では，一般環境調査に加え，廃棄物焼却炉等

のダイオキシン類発生源周辺における大気環境調査の

結果を報告した。平成 22～26 年度で計 15 地点（夏季お

よび冬季の年 2 回）の結果において，他の地点よりも比

較的濃度の高かった地点について，同族体の組成等から

その原因を調査した。対象発生源である施設の排ガス組

成のパターンと測定地点の組成パターンにより，夏季に

おいては，対象発生源である施設の影響を受けているこ

とを見いだした。一方，冬季においては組成パターンの

相違から，対象発生源である施設以外の要因も推測され

た。 

以上，本セッションは発表内容が，大気環境行政に直

結していることもあり，すべての発表において質疑を制

限時間のために打ち切る必要があるくらい活発な意見交

換がなされた。 

 

大気Ⅲ 

 

群馬県衛生環境研究所 

 

熊谷 貴美代 

 

本セッションでは，PM2.5 の成分測定や高濃度事例に

関する調査について 5 題の発表があった。 

 「PM2.5の特異的高濃度事例の発生源解析」（名古屋市）

では，PM2.5の1時間値で特異的に高濃度を示す地点につ

いて，発生源解析の手法を用いてその要因を調査した事

例が報告された。自動測定機のテープろ紙を利用して，

SEM-EDSによる定性分析，ICP-MSによる定量分析を行い，

PM2.5高濃度時にFeやCuなどの無機元素が多いことを明

らかにした。さらに，24時間採取による成分分析により，

他地点のデータも含めてPMF解析を実施した結果，当該地

点においては局所的発生源の寄与率が高いことが確認さ

れ，風向との関係から発生源の位置も推定された。これ

ら一連の調査手法は，他の自治体でも大いに参考になる

と考えられる。 

 「福井県におけるPM2.5成分組成の地域特性について」

（福井県）では，沿岸，市街地，山間地の3地点における

PM2.5成分組成を比較した結果が報告された。市街地にお

いて冬季にNO3
-が他地点よりも若干高かったこと以外は，

各地点の主要成分に大きな違いは見られなかった。また，

9月下旬に昼夜別にPM2.5成分を測定し比較したところ，

組成の違いは見られなかったとのことであった。別の季

節ではどのような結果になるのか，今後の調査が期待さ

れる。 

「北海道におけるPM2.5高濃度事例解析と観測上の問

題点」（北海道）では，2014年3月と7月に発生した高濃

度事例の解析結果が報告された。前者は，SO4
2-とNO3

-の濃

度上昇が観測され，越境汚染に地域汚染が加わって高濃

度化したと考えられる。この事例では濃霧が発生してお

り，霧の存在が粒子生成を促進したと推察している。後

者の事例は，OCやレボグルコサンの濃度が特異的に上昇

した高濃度事例であり，衛星画像からシベリア森林火災

の影響と推察された。また発表の後半には，PM2.5高濃度

事象対応に際し，広い道内において観測体制はどうある

べきかという問題提起がなされた。予算や人員が厳しい

状況にある今日，この問題は多くの地環研にとって共通

の課題であろう。 

「PM2.5の成分分析と粒子ごとの化学組成分析による

発生源特定の試み」（大阪府）では，2014年2-3月におけ

る黄砂現象を含む期間のPM2.5観測結果が報告された。本

研究では，通常の成分分析に加えて，SEM-EDSを用いて各
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粒子の化学組成分析を行っている。その結果，土壌粒子

のほか，Sbを含む廃棄物燃焼由来の粒子や炭素・sulfate

・Asから成る石炭燃焼由来の粒子などが確認された。発

生源の特定につながる情報が得られるとのことで，今後

の展開に期待したい。 

「埼玉県におけるPM2.5成分の季節・年度・地域変動と

その要因」（埼玉県）では，3カ年にわたるPM2.5成分分

析結果から，季節的，地理的特徴などの報告がなされた。

SO4
2-，NO3

-，OCのほか，char-EC，soot-ECについても，年

度，季節，地点別に結果を比較し，SO4
2-は地点間の差が

小さく，NO3
-は地点間でばらつきが多いなどの特徴が見ら

れた。また，OCやSO4
2-/NO3

-比，char-EC/soot-EC比の比較

から，秋冬は化石燃料やバイオマスの燃焼による排出影

響が大きいことが示唆された。常時監視で行われるPM2.5

成分測定は調査期間が限定的なため，本発表のように年

度によっては季節的傾向が異なる場合がある。PM2.5の実

態把握には，複数年の調査結果を比較することも重要と

考えられる。 

 

 

大気Ⅳ 

 

名古屋市環境科学調査センター  

 

山神 真紀子 

 

本セッションでは，PM2.5 の有機マーカーの測定，固

定発生源の 大着地濃度の推定，化学輸送モデルを用い

た解析の計 4 題の研究発表が行われた。 

「奈良県における PM2.5 成分レボグルコサン類の測

定法検討とモニタリングの結果について」では，バイオ

マス燃焼の指標とされるレボグルコサンについて，イオ

ン成分用前処理試験液を使用した LC/MS/MS による測定

法が報告された。GC/MS で測定されたレボグルコサンの

文献値から，開発した方法の下限値で，モニタリング可

能であることが報告された。測定したレボグルコサン濃

度と PM2.5 濃度には，秋季および冬季において関連が見

られた。 

「PM2.5 中の有機マーカー成分の測定について」では，

有機マーカーの多成分同時測定法について報告された。

測定したジカルボン酸は Ox 濃度の上昇とともに増加す

る傾向が見られた。イソプレン由来 SOA マーカーの 2-メ

チルテトロールは，郊外地点よりも森林地点で高濃度と

なった。レボグルコサンは郊外地点で濃度が高く，局地

的なバイオマス燃焼の影響があると推定された。 

「塩化水素発生施設周辺における 大着地濃度の推

定」では，塩化水素発生施設 184 施設を対象に，低煙源

工場拡散モデル METI-LIS を用いて塩化水素の 大着地

濃度を推定した結果が報告された。推定した濃度は，環

境アセスメントの実測値と比較し，モデルの妥当性を確

認した。推定した濃度が目標環境濃度 0.02ppm を超える

可能性は低く，全施設中 90%を占めている廃棄物焼却炉

から排出される塩化水素は，現行の濃度規制で十分であ

り，上乗せ規制を検討する必要がないことが報告された。 

「2013 年度奈良県における化学輸送モデルによる

PM2.5 濃度解析」では，化学輸送モデル（WRF-CMAQ）に

より 2013 年度の PM2.5 濃度の推定を行った。NH4
+，SO4

2-

は良好に再現されていたが，OA は通年で過小評価，NO3
-

は冬季を除き過大評価となった。SO4
2-の排出源別の感度

解析から，季節を問わず国外人為起源排出量の影響を強

く受けていたと推定された。 

 

 

水質Ⅰ 

 

（公財）ひょうご環境創造協会 

兵庫県環境研究センター 

 

宮崎 一 

 

本セッションでは，湖沼の環境評価から WET 手法の

検討，WET 試験後の残余試料の有効活用，河川におけ

る水質改善， 終処分場関連水の水質評価にわたる多

様な分野から興味深い 5 題の発表が行われた。 

「琵琶湖における里湖作りと沿岸帯の機能評価」で

は，単調で急勾配の人工的な湖岸帯の増加により「生

態系の多様性」だけでなく「生物の多様性」が低下し

ていることが報告された。  

湖内の植物プランクトンに関して，量の減少に加え

て餌資源として不適な藍藻の占める割合が増加して

いることが示され，このことが魚介類の餌資源の貧弱

さにつながっている可能性があるとされた。豊かな生

物多様性の再生のために，沿岸帯が有する生態的な機

能回復に向けた取り組み，および「里湖（さとうみ）

づくり」の推進の重要性が指摘された。 

また，30 年前にはプランクトン調査を 1 検体実施

するのに2～3時間要したが今では30分で済むという

ような，長年，現場に精通してきた地環研の研究者だ

からこそ出せるコメントをいただき，事態の深刻さを

実感できた。 
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「生物応答を用いた排水管理手法（WET 手法）によ

る生態影響試験の検討について」では，WET 手法の技

術確立のため胚・仔魚期の魚類を用いる短期毒性試験

の結果が報告された。 

ふ化率，ばく露終了時の生存率，ばく露期間を通じ

ての溶存酸素濃度の維持といった試験成立条件が達

成された下で，毒性値が文献上確認可能な化学物質を

利用することにより良好な結果が得られ，本試験が実

施可能であることが示された。 

なお，試験を実施する上での課題点として，試験に

必要となる受精卵の確保，産卵時期のコントロール，

良好な受精卵の選定が挙げられた。今後，国立環境研

究所，地方環境研究所との共同研究により事業場排水

への適用に向けた知見の蓄積が待たれる。 

「魚類の胚・仔魚類の短期慢性毒性試験およびオプ

ションとしての簡易 EROD 活性測定法による河川水調

査」では，短期慢性毒性試験後に生残する仔魚を用い

た EROD 活性測定に関して，環境試料を用いた有効性

の検証と川崎市内河川水中の汚染実態の把握につい

て報告された。 

汚染実態としては，生物に重篤な影響を及ぼすレベ

ルにはなかった。また，手法としては多環芳香族，ダ

イオキシン類に相関がある活性測定であることから

燃焼工程を有する事業場，廃棄物の埋め立て処分場で

の有効性が示唆された。 

なお，本手法は発表者らの検討による，通常では試

験終了後廃棄される残余試料の有効活用であり，発表

者らの創意工夫が感じられた。 

「強酸性玉川温泉下流域の酸性成分の挙動とその

実証的対策」では，秋田県玉川源泉からの，世界的に

も珍しい硫酸-塩酸，鉄(Fe)(Ⅱ)を主成分とする pH 約

1.2 の強酸性水の流入によってもたらされる河川水

pH 低下の改善について報告がなされた。 

工業用酸化カルシウムを懸濁状に分散させた中和

剤の投入による中和実証試験においては，改善目標を

達成した平成 25 年度と比較して，平成 26 年度は前年

度と比較して流入する総酸度が約 3 倍に増加したた

め，改善目標達成に至らなかった。しかしながら，両

年度において総酸度の低下が認められ，同流域が本来

有する希釈や自然中和能を有効に引き出すことが可

能となったとされた。 

「有機物指標と無機イオン成分を用いた 終処分

場関連水の水質評価手法の検討」では，福岡県内の

終処分場関連水について，有機物指標の性質を比較調

査するとともに，有機物指標と無機イオン成分を複合

的に用いた水質評価について報告がなされた。 

終処分場の関連水において，有機物指標としての

BOD については N-BOD の影響が認められ，今後の調査

が必要であるとされた。また，有機性および無機性の

汚濁を総合した指標を第 1 主成分，有機性成分と無機

性成分の汚濁のバランス値を第 2 主成分とした主成

分分析が 終処分場の関連水について他地域の異な

る試料でも適用可能であると考えられ，本手法による

水質の推定事例が示された。 

地域に根差したオンリーワンの調査研究から，新規

手法の着実な導入を期する調査研究，地元で得た知見

・手法のより広い適用を目指す調査研究まで，広範囲

に意欲的な取り組みが披露されたことから活発な討

論がなされた。調査研究の更なる発展，今後の報告が

期待される。 

 

 

水質Ⅱ 

 

埼玉県環境科学国際センター 

 

田中 仁志 

 

本セッションでは，琵琶湖沿岸帯の藻類シードバンク

機能の評価，人工干潟内外の栄養塩濃度の変化要因の調

査，大阪湾の貧酸素水塊の発生要因の解明，および霞ヶ

浦水質における COD と植物プランクトン体積の関係解

析についての計 4 題，湖や湾の閉鎖性水域を対象にした

研究発表が行われた。まず，2A3-1「藻類シードバンク

からみた琵琶湖の沿岸帯機能」は，滋賀県では,琵琶湖

の南湖湖岸の約 7 割を人工的護岸が占めることを踏ま

え，湖辺域の生態系に及ぼす影響を評価し，生息環境の

再生に向けた沿岸対管理のあり方を提示しようとする

調査研究を実施している。本発表は藻類の供給源として

の沿岸帯の機能が自然的護岸と人工的護岸ではどのよ

うに異なるのか，それぞれの例として旧草津川河口およ

び打出浜地先の 2 地点から採取した底泥を用いて，藻類

回帰実験および藻類シード量が比較された。回帰細胞数

および藻類シード量は旧草津川河口より打出浜地先が

多く，どちらも藍藻類の割合が大きかったものの，珪藻

と緑藻の割合は両地点間で異なり，興味深い結果が得ら
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れた。今後の母なる琵琶湖の沿岸帯機能の研究進展に期

待したい。2A3-2「尼崎港人工干潟における潮位変動と

影響塩類濃度の関係」では，尼崎港人工干潟におけるこ

れまでの調査において，無機栄養塩類の海域への供給の

可能性が認められたことを踏まえ，潮位変動に伴う栄養

塩類の濃度変動を調査し，人工干潟がもたらす無機栄養

塩類供給のインパクトが検討された。干潮時には人工干

潟内で NH4-N および PO4-P が干潟外よりも高濃度で，潮

位の上昇に伴い濃度が低下し，干潟外との濃度差が減少

する現象が明らかになった。無機態の窒素およびりんの

上昇の要因として，干潟内外の底生生物の現存量の違い

に着目していることから，底生生物の水質浄化機能を含

めた更なるフィールド調査によって，干潟内における無

機栄養塩濃度の上昇メカニズムが解明されることを期

待したい。2A3-3「大阪湾における貧酸素水塊の発生に

関する研究－海水中における DO 消費率の測定の試み

－」では，国において海域底層の溶存酸素（DO）の基準

値導入が検討されている中，底層の DO 低下の要因とし

て，有機物の酸化分解に伴う海水中の DO 消費に着目し，

BOD の測定を試みた。その結果，大阪湾の表層と底層は，

調査地点によって，さらには，夏季と冬季を比べると

DO 消費率が異なることが明らかになった。本研究は公

共用水測定を担っている地方自治体の調査機関として

取り組むべき課題と考えられるので，更に知見を蓄積

し，底層の DO 低下メカニズムの解明に貢献して欲しい。

2A3-4「霞ヶ浦の水質変動について」では，霞ヶ浦の水

質は 8 地点において定期的に測定されてきた結果を活

用し，水質変動要因を明らかにしようとしている。霞ヶ

浦の化学的酸素消費量（COD）は，昭和 50 年代に比べて

平成 25 年度には全水域の平均で 6.8mg/L まで低下して

きたことが明らかとなった。一方，平成 17 年度～26 年

度の10年間のCODは大きく変動していることを踏まえ，

この要因について西浦湖心の 10 年間の COD と植物プラ

ンクトンの生体積の変化について解析した。その結果，

平成 17 年度から 21 年度の霞ヶ浦は，糸状藍藻の

Planktothrix 属の増殖に有利な温度や光環境など条件

が整い，それらが増加して COD の上昇を引き起こしたこ

とが示唆された。本研究は，これまでに蓄積された公共

用水測定の貴重なデータを活用した優れた研究事例と

いえる。 

後に，本セッションで発表された研究成果は，調査

対象水域での活用にとどまることなく，全国の湖沼の水

質改善や生態系保全に貢献すると考えられるので，今後

の研究推進と積極的な情報発信をお願いしたい。 

 

 

水質Ⅲ 

 

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 

 

一瀬 諭 

 

本セッションでは「多摩川河口部の浅場・干潟調査」，

「大阪湾，播磨灘海水及び流入河川水における有機物濃

度の変動」，「魚類へい死事案調査結果」，「埼玉県お

よび姉妹友好省中国山西省との水環境保全モデル事業

について」の計 4 題の研究発表が行われた。 

まず，「多摩川河口部の浅場・干潟調査」については，

浅場・干潟に形成される生態系の浄化能力を明らかとす

るため，底生生物，魚類，付着動物，貝類などを調査し

たところ，浅場や干潟には多様な生物群集が確認され，

特に，羽田空港船着場下流の浅場においては「コアマモ」

の群生なども新たに確認されたとの発表があった。今

後，これら生物群集の水質浄化能力の評価や生物群の餌

となるプランクトン量との関係も明らかにされること

が期待される。 

「大阪湾，播磨灘海水及び流入河川水における有機物

濃度の変動」では，瀬戸内海における有機物の量的，質

的変化についての発表があり，COD-C/TOC 比は，

2005-2010 年度には測定開始時の値よりも高い値とな

り，全有機炭素に占める COD の割合が増加してきている

ことなどが指摘された。今後，COD や TOC の有機物指標

や有機物の質的な変化を考える上での研究成果を期待

したい。 

また，「魚類へい死事案調査結果」では，青森県弘前

市のだんぶり池において発生した魚類へい死事案につ

いての具体的な報告と，その原因となった農薬とみられ

る黄色の粉末状沈殿物が分析結果からキャプタンに類

似していたとの発表があった。質疑では，河川水の回収

から分析までに時間がかかり過ぎたことによるためか，

これら原因とされる物質が検出されなかったことを考

えると，今後，このような緊急時対応については，早期

に安全確認のできるバイオアッセイを用いた簡易急性

毒性試験法などの導入についても検討したらどうかと

の意見が出された。 
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後に「埼玉県および姉妹友好省中国山西省との水環

境保全モデル事業」については，中国山西省で実施して

いる人工湿地や水生植物の調査結果が発表された。その

結果，泌河における水生生物の生物学的水質階級はⅠ～

Ⅱと考えられたこと。また，丹河人工湿地では，流入す

る NH3-N 濃度は 3.4mg/L であったが，人工湿地通過後は

1.1mg/L と低下し，中国河川環境基準Ⅳ類の基準値であ

る 1,5mg/L に適合したことなどの効果が報告された。質

疑の中では,埼玉県環境科学国際センターがどのように

中国との共同研究を計画し，調査の実施や研究を推進

し，その成果を出しておられるのか？との質問があっ

た。この質問に対しては，埼玉県環境科学国際センター

内に中国人の研究員が在籍しており，その研究員が窓口

となり，いろいろな外交面での交渉や日程調整を担当し

ているので，大きなトラブルもなく推進しているとの回

答があった。今後,調査研究を進めていくためには，各

地環研の中にも外国人研究者が在籍することにより，さ

らに国際的な調査・研究が可能になることが期待され

た。 

 

 

化学物質Ⅰ 

 

奈良県景観・環境総合センター 

 

荒堀 康史 

 

本セッションでは，化学物質の分析方法に関する研究

報告として，4 題の発表が行われた。 

 「LC-MS/MS による水環境試料中のテトラサイクリン系

抗生物質の定量」では，一般的な固相抽出法では十分な

回収率を得ることが難しいテトラサイクリン系抗生物質

の前処理方法を検討された。この物質は，固相抽出にお

いて，疎水性相互作用のほか，水素結合やキレート結合，

イオン交換等の様々な作用が働くため，十分な回収率を

得ることが困難であった。この対策として，試料採取後

直ちに EDTA-2Na を添加することと，固相からの溶出溶媒

としてメタノールとギ酸水溶液の混合液を用いることで

この問題に対応された。この方法を環境試料に適用した

ところ，クロルテトラサイクリンを検出した地点では，

イソクロルテトラサイクリンも検出する等の知見が得ら

れた。環境水中の抗生物質は，生態系への影響や耐性菌

の出現等の問題を引き起こす可能性があり，本手法を用

いることにより環境モニタリングによる環境実態の把握

が期待される。 

 「PUF 小片を用いた水試料中ダイオキシン類の抽出に

ついて」では，河川水等のダイオキシン類の測定には，

数十リットルの試料を固相抽出または液－液抽出で行わ

なければならないが，抽出操作を PUF 小片を入れてかく

はんするという簡易な操作に置き換えることで，大幅な

省力化を検討された。この方法は JIS 法との併行測定の

結果，回収率や信頼性は十分な結果が得られ，省力化も

達成出来た。また，PUF 小片を長時間かくはんすること

による試料容器内面の拭き取りや，懸濁物の吸着といっ

た効果も得られた。本方法はマグネチックスターラーと

大容量のメジューム瓶およびソックスレー抽出装置で構

成され，取り組みやすく効果が高い方法で，操作の省力

化に有効な方法であると思われる。 

 「リテンションギャップ法を用いた LC/MS による直鎖

アルキルベンゼンスルホン酸(LAS)の分析」では，公定法

ではアイソクラティックとなっている LC の移動相条件

を，グラジエントで行うことを検討された。グラジエン

トでは感度の向上が認められ，試料中の不純物の影響を

低減できることが示唆されたが，アイソクラティックで

は発生しない移動相由来のブランクが検出されるという

問題がある。これに対して，リテンションギャップ法を

用いて移動相由来のピークを分離する条件を検討され

た。本方法を用いることにより，7 倍程度感度が向上す

る同族体もあり，海水試料を用いた添加回収試験でも良

好な結果が得られた。本方法で懸念されるシステム圧力

の上昇についても，通常の使用範囲である 2000psi 程度

に収まり，実用面でも有効な方法であると思われる。 

 「高速液体クロマトグラフを用いた環境水中の LAS 分

析法の検討について」では，公定法では LC-MS/MS を用い

ると規定されている環境水の LAS 分析を，HPLC で行う方

法を検討された。この方法を検討された背景には，管轄

地域内で LAS の環境基準超過の可能性があることがわか

り，環境状況の把握が急務となった。しかしながら

LC-MS/MS の導入に至っていないため，HPLC を用いた環境

調査の手法について検討する必要が生じたことがある。

検討の結果，測定は可能であるが，添加回収試験におい

て試料中の不純物の影響を受けて，炭素鎖の長い化合物

の回収率が低下する問題を指摘された。今後，前処理方

法を検討して環境調査を実施するとのことで，発生原因

を含めた調査の進展に期待する。 

 本セッションでの報告は，化学物質分析の信頼性向上

・省力化・高感度化等を，限られた設備で行う手法を提

案されており，地環研の業務上有益な報告であった。 

 

 



 

＜特集＞ 第42回環境保全・公害防止研究発表会 

    

Vol.41 No.1（2016） 

18 

化学物質Ⅱ 

 

国立環境研究所 

 

高澤 嘉一 

 

本セッションでは，環境水分析の前処理方法の簡略化，

環境水中の化学物質の汚染事例と排出源調査，化学物質

のリスク評価手法について計 5 題の研究発表が行われ

た。 

「環境水中のノニルフェノール測定における試料前処

理方法の簡略化」では，市販のシリカゲルカートリッジ

を用いた環境水の試料前処理の簡略化検討の結果が報告

された。その結果，本法ではクロマト管を用いた従来の

カラムクロマトグラフィーと同等の前処理効果を得るこ

とが確認され，溶媒試料量を約 1/10 に，前処理時間を約

1/8 に削減することが可能となった。法改正によりジク

ロロメタンなど含ハロゲン溶媒の使用は様々な制約を受

けることから，分析従事者や環境に対してより負荷の少

ない代替手法の開発は今後も強く望まれる。 

「川崎市におけるリスク評価手法について」では，塩

化メチルとノルマルヘキサンを例として化学物質の大気

経由の吸入暴露によるヒト健康影響のリスク評価事例が

報告された。大気濃度の予測は数理モデルである

METI-LIS および AIST-ADMER を組み合わせて行われてお

り，市域を臨海部，内陸部，丘陵部の 3 地域に区分して

実施された。一般的に化学物質の環境リスクの評価手法

には不確実性などの課題があるものの，行政施策の有効

性評価や化学物質の適正管理を進める上で有用な情報を

もたらす。特に，川崎市は工業の盛んな地域であること

から，本手法による知見を蓄積して予測精度の向上につ

なげるとともに，市民に対する継続的な情報発信と環境

リスクの低減に向けた取組に期待したい。 

「新潟県内における地下水汚染事案について」では，

平成 17 年に発生した活性白土製造工場内におけるトリ

クロロベンゼンとダイオキシン類の地下水汚染の事例が

報告された。工場敷地内の井戸水からトリクロロベンゼ

ンとダイオキシン類が高濃度で検出されたことから，工

場の下流方向に存在する地下水を包括的に調査した。そ

の結果，トリクロロベンゼンでは 32 地点（調査地点 154

地点）で当時の WHO 飲料水設定値（0.02 mg/L）を超過し

ていることが明らかとなる一方で，ダイオキシン類の汚

染は工場敷地内に限定していた。汚染源の除去など必要

な浄化対策を実施後，平成 24 年頃からトリクロロベンゼ

ン濃度は大きく下がり始め，現在では微量に検出される

のみとなった。本事例から，地下水の動きは遅いため汚

染プルームの見かけ上の変化は数年程度では現れないも

のと考えられる。また，汚染の広がりを予測するための

調査計画は，その地域の社会環境や自然環境に即した内

容であることが重要だと改めて感じられた。 

「福岡市の公共用水域における LAS 測定結果につい

て」では，平成 25 年度から平成 26 年度に調査された福

岡市内の河川および博多湾における直鎖アルキルベンゼ

ンスルホン酸およびその塩（LAS）の水質濃度が報告され

た。その結果，博多湾においては調査期間中に LAS は全

く検出されず， も高い濃度平均値を示した河川地点で

も，その濃度は 0.012 mg/L であった。したがって，年平

均値が水生生物の保全基準である 0.02 mg/L を超過した

地点はなく，炭素鎖数ごとに比較すると，炭素数 11 の

LAS が も高濃度で存在しており，LAS 総濃度の 40％以

上を占めていることがわかった。今回の調査では環境基

準値以下で LAS 濃度は推移していたが，私たちの身の回

りには LAS を含む製品が多く存在することから，今後も

定期的なモニタリングにより汚染状況を監視する意義は

大きいと考えられる。 

「東京都内水環境中のヘキサブロモシクロドデカンの実

態及び排出源調査」では，化審法の第一種特定化学物質

であるヘキサブロモシクロドデカン（HBCD）について，

都内河川および東京湾における主要地点の水質および底

質試料，事業場排水中の濃度が報告された。その結果，

河川および海水中のHBCDは，国内外の過去の報告事例と

比較して2.0 ng/L以下の低い濃度で存在していた。底質

では，隅田川河口の感潮域において高濃度のHBCDが検出

されるとともに，水質試料と比較してα体の異性体比率

が高い地点が存在した。いくつかの事業場排水は河川や

海水と比較してより高い濃度（総濃度の 高値168 ng/L）

でHBCDが検出されたが，水生生物への影響を直ちに考慮

すべき濃度レベルではなかった。HBCDはストックホルム

条約や化審法の指定物質となったことから，環境中への

放出量は今後減少するものと考えられる。しかしながら，

底質や水生生物への残留性が特に高い物質であることか

ら，これらの媒体への蓄積状況に関する知見を集積し，

環境動態の解明に資することが期待される。 

 

 

化学物質Ⅲ 

 

（公財）東京都環境公社東京都環境科学研究所 

 

西野 貴裕 

 

本セッションでは，化学物質に関する 4 題の調査・研
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究発表が行われた。 

「川崎市における大気粉じん中の多環芳香族炭化水

素の環境調査結果」では，高分解能ガスクロマトグラフ

質量分析計（GCHR/MS）を用いて，川崎市内における大

気粉じん中の多環芳香族炭化水素（PAHs）の環境実態調

査を実施している。GCHR/MS の利点を活用し，従来の有

害大気汚染物質測定方法マニュアルに基づく方法のう

ち抽出およびクリーンアップ操作の工程を簡略化する

ことで効率的な分析方法を検討している。効率化した分

析方法を用いて市内の調査を実施したところ，大気粉じ

ん中の PAHs 濃度は，いずれの物質も内陸部の調査地点

と比較して臨海部の工業地帯に近い地点の方が高かっ

た。本分析法は，GCHR/MS を使用しているため，選択性

や感度の面で大きな利点がある。引き続き分析技術の向

上に努めるとともに，多くの機関への普及活動を進める

ことを期待していきたい。 

「新潟県妙高市における 1,3-ブタジエンの発生源解

析」では，市内大気中における 1,3-ブタジエンの濃度

実態について，他の調査項目との関連性を調べるととも

に，レセプターモデルの一種で発生源の情報を必要とし

ない PMF（Positive Matrix Factorization）法を用い

て発生源の推定を行っている。本調査から，1，3-ブタ

ジエン濃度は，トルエンやエチルベンゼンと比較的高い

相関があった。また PMF 法による解析から，酸化エチレ

ンや PAH 類と挙動や発生源に関連性があると考えてい

る。解析の妥当性についてさらなる向上に努め，発生源

の特定ひいては同物質の濃度低減につながる調査に期

待していきたい。 

「奈良県内河川の HBCD 濃度実態調査」では，国内で

も製造使用が禁止になっているヘキサブロモシクロド

デカン（HBCD）の河川水中における環境濃度実態の調査

を進めている。現在進行している国立環境研究所とのⅡ

型共同研究で構築した分析法を用いて事態調査を進め

たところ，特定の地点から定量下限値以上の濃度で検出

されており，下水処理場放流水の影響が大きいことを示

唆している。ただ，下水処理場放流地点より上流でも，

定量下限値以上の濃度で検出している地点もあったた

め，さらなる調査を進め，排出源に関する情報の集積に

期待したい。 

「Ⅱ型共同研究「国内における化審法関連物質の排出

源及び動態の解明」の成果報告：水環境中の HBCD 及び

紫外線吸収剤について」では，国立環境研究所と地方環

境研究所とのⅡ型共同研究の，現在までの成果を総括し

ている。国立環境研究所と奈良県を含めた 26 機関の地

方環境研究所が連携し，前述の HBCD や紫外線吸収剤を

対象に，国内の水環境における濃度実態を幅広く調査し

ている。なかでも道路洗浄排水の流入箇所など比較的高

い濃度で検出された地点が存在することも報告してい

る。今後は，このような濃度レベルの高い地点について

重点的に調査を進め，ひいては汚染のホットスポットお

よびその近傍におけるリスク試算の推進が期待される。 

 

 

生物 

 

（公財）東京都環境公社東京都環境科学研究所 

 

和波 一夫 

 

本セッションでは，次の 4 題が発表された。 

1) 陶磁器くずなどの再生砂を用いた大村湾（長崎県）

におけるアサリ生息場造成の可能性について 

2) 里海づくりによる生物多様性の向上および絶滅危

惧保護の可能性について 

3) 河川のモニタリング調査における底生動物調査結

果の概要―神奈川県水源環境保全・再生施策による

河川環境の変化の把握―  

4) 近年の山中湖（平野ワンド）における水生植物の変

遷 

1)と2)の研究では，閉鎖性が強い大村湾や瀬戸内海の

山口湾干潟において生物生息環境の改善策を現地で実施

し，生物相の変化を詳細に調査した。 

大村湾は，栄養塩類の蓄積進行に伴う水質悪化や底質

悪化が問題となっており，有用水産物であるアサリの漁

獲量が減少している。アサリの減少要因として，稚貝の

生息に適した場の喪失が考えられることから，長崎県認

定リサイクル製品の陶磁器くずを利用した人工砂による

生息場を大村競艇場横の水路に造成して，底質環境の変

化やアサリの出現状況を継時的に調査した。富栄養化し

た湾では，沈降物により底泥に有機物が堆積するが，こ

の人工生息場では，造成後2年6カ月経過でも底質に大き

な変化が認められなかったということであるので，周辺

の地形や流況がアサリの生息環境維持に有利に働いてい

ると思われた。調査からは，人工生息場のアサリの出現

密度の変動が大きいことが示されたが，この要因解析に

ついては大村湾全体のアサリの挙動も含め継続的な調査

を期待したい。 
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大村湾と同様に山口湾干潟においてもアサリ漁獲量復

活に向けた人為的環境改変の試みが実規模で実施されて

いる。山口湾へ注ぐ椹野川（ふしのかわ）河口に広がる

干潟で，対照区，耕耘区，竹柵区，被網区の4試験区を設

定し，生物相の変化等を把握した。試験区の設営・維持

は市民参加型で，大勢のボランティアが現場の作業を行

っている。このような行政・研究機関と市民が一体とな

った活動方式は，干潟環境保全を進めるうえでの一つの

方向性を示したものといえる。同調査からは，212種のベ

ントスが同定されており，場の多様な創出は生物の多様

性に大きく影響を与えることが実証された。この研究で

行われている周辺海域や隣接県の範囲も含めた広域的な

生物情報を収集して解析する方法は，他水域での生物調

査する場合も必須となると思われる。 

3)の研究は，神奈川県の主要河川である相模川と酒匂

川（さかわがわ）をはじめとした県内の各河川水系での

底生動物調査結果をまとめたものである。発表では，こ

の底生動物調査の内容報告に先立って，神奈川県が目指

している水源環境保全・再生施策の概要が説明された。

具体的には，「かながわ水源環境保全・再生施策大綱」

と5年間の具体的な計画を定めた「実行５か年計画」の内

容について，策定の経緯・背景も含めて説明がなされた

が，河川モニタリング調査は，これらの事業のうちのひ

とつに位置付けられているということであった。同調査

は，「河川水辺の国勢調査マニュアル」に基づいて実施

され，底生動物による河川環境の評価を行うとともに生

物多様度指数の経年マップを作成し，マクロ的な視点で

の河川環境の状況を把握するようにしている。5年間の施

策の進展と対応については，明らかな変化が求められな

かったということだが，河川モニタリングは長期に実施

することが必要であるので，今後とも同調査が継続され

るようご努力されたい。 

4)の研究は，山中湖の平野ワンドにおける水生植物を

調査し，15年前の2000年から現在に至る水生植物種の変

遷を追ったものである。3)の研究と同様に長期的なモニ

タリングの必要性を裏付けるものとなっている。過去の

調査結果が詳細に報告されていなければ，このような変

遷を把握することはできない。今回の発表では，2014年

の調査結果と比較すると，2015年は水草2種が減少し，全

水生植物量が1/3に減少したと報告されたが，1年の経過

でこのように変化した要因としては，降水量の増加およ

び湖底に届く光量子量の減少ではないかと推測している。

外来種のコカナダモは，2014年にわずかに確認されたが，

2015年には確認できないなど，水生植物相の経年変動は

小さいものではないことも報告された。山中湖の環境変

化と水生植物相の変化に関する考察や在来種・外来種の

遷移に関する調査は，他自治体が水生植物調査を実施す

る場合の参考となる。山中湖での調査を続けられ，水草

の遷移と環境要因との関係を明らかにされることを期待

したい。 

 

 

廃棄物・土壌 

 

（公財）東京都環境公社東京都環境科学研究所 

 

小泉 裕靖 

 

本セッションでは，廃棄物・土壌に係わる 5 題の研究

発表が行われた。 

 「石膏を利用した下水汚泥焼却灰のアルカリ抽出液か

らのリン資源回収」は，リン資源の枯渇が危惧される中，

下水汚泥中からのリン回収について，廃石膏ボードを用

いたリン回収について，検討を行ったものである。従来

の水酸化カルシウムと比較しても，石膏を用いた場合の

回収率は，ほぼ同等との結果が得られた。実際の廃石膏

にはヒ素などが含まれる場合があるなど実用化には課題

はあるが，リン回収経費の削減と廃石膏の有効利用に向

けて本研究成果の活用が期待される。 

「塩化揮発による焼却灰からの希少金属の分離」は，

落じん灰中に豊富に含まれる金属を塩化揮発法により分

離・回収するための実験的な検討を行ったものである。

ニッケル，銅，亜鉛，鉛，金などについては，塩素添加

量により高い揮発率が得られたことが示された。今後は，

鉛などの有害金属の除去や溶融処理に替わる金属資源リ

サイクル技術としての活用が期待される。 

「熊本市周辺畑地における土壌溶出試験」は，地下水

中の硝酸性窒素等の上昇がみられる中，ボーリング調査

を行い，地下水への浸透状況の把握を行ったものである。

竹迫と戸島で 14～15m のコア採取を行った結果，NO3-と

他のイオン成分との相関関係には，地点間で差が認めら

れた。また，畑地土壌中の硝酸性窒素などの無機成分含

有量は地質，利用形態，施肥状況などにより違いが表れ

ることが分かった。今後は具体的な土壌改良などの対策

への活用が期待される。 

「焼却灰含有金属の形態分析」は，複数の清掃工場に

おける焼却灰，焼却飛灰，溶融飛灰中の金属の形態を把

握し，比較検討したものである。金属の形態としては，

酸化物態が特に多く，焼却灰では，有機物硫化物態，残

留物態なども多く，逆に塩化物は少ないことが示された。

今後は，これらの形態の違いを考慮した，鉛やカドミウ

ムなどの有害金属の処理や有価金属の回収への活用が期



 

＜特集＞ 第42回環境保全・公害防止研究発表会 

    

Vol.41 No.1（2016） 

21 

待される。 

「道路消雪用設備の適正な稼働に向けた調査」は，道

路消雪用の地下水一斉揚水が地下水位の大幅な低下を引

き起こしていることから，稼働状況調査を行ったもので

ある。調査結果によれば， 大で約 10m の地下水低下が

見られており，自噴が止まるなどの影響が生じているこ

とが分かった。今回は，間欠運転モードにした場合と現

行稼働との比較を行っており，この結果がより適正な運

用改善につながることが期待される。 
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＊Investigation of the Influence to Environmental Water by River Muddy Sediments in Bindagawa 
＊＊Kenji KENMOCHI,Kazuhiro YASUDA,Toshihiro MAEDA,Taiki ITO,Kozo SAGAWA（いわき市環境監視センター）Iwaki City Environmental 

Monitoring Center 

 ＜報 文＞ 

 

蛭田川における河川底質による環境水への影響調査* 
 

 

 

剣持 賢仁**・安田 和浩**・前田 俊宏**・伊藤 大樹**・佐川 浩三** 

 

キーワード ①蛭田川（びんだがわ）②常時監視 ③環境基準 ④生物化学的酸素要求量(BOD)  

 

要   旨 

いわき市南部を流れる蛭田川は，法定受託事務である水質の常時監視において，環境基準値の数倍に相当する高濃度の

生物化学的酸素要求量（BOD）が突発的に観測されており，その原因の究明が喫緊の課題となっている。しかし，これま

でも流域に位置する事業場排水の影響等を疑い，その都度に追跡調査を行ってきたが，現在も解明には至らず懸案化して

いる。故に今般は，自然環境中の河川底質が水質に与える影響を検証するため，底質汚濁負荷によるBODの変化や化学的

酸素要求量（COD）または不揮発性全有機炭素（TOC）との相関を調べた。 

 

 

 

1.はじめに 

 蛭田川は，延長16.7 

kmの 2級河川で，上流 

域は自然豊かな山間部， 

中流域は生活圏となる 

市街地を形成し，下流 

域には製紙工場や化学 

工場を擁する工業専用 

地域や下水道終末処理 

場も位置している。 

当該水域を代表する 

環境基準点は，中・下流部に小塙橋と蛭田橋の 2 地点が

存在し，水域は C 類型（BOD の環境基準値：5.0 mg/L）

に指定されている（図 1）。 

 従前は，水質の常時監視において，蛭田川の水質汚濁

が進行し，BODの75%水質値で環境基準の未達成が続いた

が，近年は，評価基準点である小塙橋，蛭田橋ともに環

境基準を達成している。しかし，蛭田橋では，しばしば

BODの濃度が 30 mg/Lを超える様な一過性の現象が観測

されており，BOD以外のデータや採水時の状況から異変

等が予見できていないのが実情である。 

 

2.調査内容 

本調査では，流域地点を蛭田川の源流側から上・中・ 

下流部の 3地点（畑王橋，小塙橋，蛭田橋）とし，河川 

 

流心の表層水と底質を採取した。そして，河川底質が水

質に与える影響を知るため，次により，底質汚濁負荷の

河川表層水への移行濃度を調べた。 

2.1 河川水の有機汚濁量の分析 

採取した河川表層水は，流域地点ごとに有機汚濁量の

指標であるBOD，CODおよびTOCの濃度を調べた（表1）。 

結果は，有機汚濁量の程度が，上流部から下流部へ

と進むにつれて上昇し，各地点は相対的に，BOD＜TOC

＜COD の関係を示した。また，流域横断的に見たそれぞ

れの指標濃度に良好な相関も認められた（図 2）。 

特に，BODとCODの比較では，CODの濃度が2倍以上高い

ことから，当該水域は，難分解性有機物や被酸化性無機

物の存在量が多いと分かった。BODとTOCの比較では，TOC

の濃度が高くなる傾向を示した。 

 

 表1 流域地点別の河川表層水の実測濃度 （単位：mg/L） 

流域地点 河川流量 BOD COD TOC 

畑王橋
0.334m3/秒 

(0.711m/秒)
0.28 0.84 0.55 

小塙橋
0.633m3/秒 

(0.322m/秒)
0.73 1.9 1.3 

蛭田橋 
0.477m3/秒 

(0.056m/秒)
1.7 4.2 2.7 

 注）表中，河川流量の下段の（ ）内の数値は，流量計で実測

した有効な値を平均化した河川流速。蛭田橋では，常態的

に河口の閉塞や潮汐の影響で見かけ上の流量が小さい。 

図1  蛭田川の流域図 
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図2  流域横断的な河川表層水の指標濃度 

 

2.2 河川水の溶存態成分の分析 

次に，下流部の蛭田橋は，河口に近く，汽水域にあ

たることから，河川表層水への海水の影響を知るため，

ICP質量分析装置（ICP-MS）およびイオンクロマトグラ

フ（IC）による同定を行い，無機溶存態の成分濃度を

調べた（表2）。 

結果は，予想のとおり蛭田橋で海水中の組成である

塩化物イオン，硫酸イオンの濃度が顕著に高く，    

794 mg-Cl-/L および 118 mg-SO4
2-/L 検出されたため，

潮汐による影響を強く受けていた。 

また，流域別の比較では，上流部の畑王橋は，無機

溶存態の成分が一般的な簡易水道データ 1)と同程度の

濃度を示したが，中・下流部の小塙橋と蛭田橋は，溶

存態鉄やマンガンの濃度が 0.33～0.41 mg-sFe/L およ

び 0.068～0.072 mg-sMn/L 検出されており，自然環境

中の河川水に 0.05 mg-sFe/L 未満または 0.01～0.18 

mg-sMn/L 程度含まれるとの知見 2)から，流域排水によ

る鉄分の寄与が高いと分かった。特に，蛭田橋では，

近下流に下水道終末処理場がある影響か，アンモニウ

ムイオンも 1.8 mg-NH4
+/L 検出された。 

なお，小塙橋と蛭田橋の本流途中には，工業専用地

域から多量の排水が流入するため，蛭田橋では，海水

塩分以外の無機溶存態の成分濃度が小塙橋より僅かに

減少し，逆に，製紙工場の塗工排水により亜鉛濃度が

高くなることが別途調査で判明している。 

 

  表 2 河川表層水の無機溶存態の成分濃度 （単位：mg/L） 

流域地点 s-Mn s-Fe s-Zn NH4
+ SO4

2- Cl- 

畑王橋 0.0028 0.013 0.0012 <0.1 4.25 3.18

小塙橋 0.072 0.41 0.0030 0.337 33.6 9.84

蛭田橋 0.068 0.33 0.040 1.80 118 794

注）s-Mn～s-Znは ICP-MSで同定し，NH4
+，SO4

2－およびCl－は IC

で 同定した濃度。 

 

2.3 底質の有機汚濁負荷の分析 

試験に用いた底質は，採泥器により流域地点の流心

から採取した。その性状は，上流部の畑王橋で均一な

褐色の砂礫，中流部の小塙橋で赤褐色の砂利や小石，

下流部の蛭田橋で黒色の泥状を呈し腐卵臭も認められ

た。なお，下流部の汚泥蓄積は，蛭田橋の流況が常態

的な河口の閉塞で水深が 2m を超え，流速も小さく，淡

水中の有機懸濁物や栄養塩が滞留し発達した貧酸素水

塊が還元的に働くなど，海水塩分から硫化物を形成す

るためと考えられた 3，4）。 

実際の底質の分析操作は，採取した底質が，自然環

境中で河川下層水と等面積（1：1）で接触すると仮定

し，流域別に湿潤底質を定量分取後，同容積の河川表

層水で軽く振とうしながら溶出を行った。これを検水

としたが，着色や懸濁がひどい場合，必要に応じて前

処理し，河川水と同様に BOD，COD および TOC の濃度を

調べた（表 3）。 

結果は，底質の性状や前処理の違いのためか，底質

汚濁負荷による河川水質への濃度変化に，流域ごとの

規則性は認められなかった。しかし，下流部の蛭田橋

は BOD の濃度が 2000 mg/L まで上昇し，COD や TOC の濃

度は 12～36 mg/L 程度と低いため，BOD だけが顕著な

変化を示した（図 3）。 

 

表3 底質汚濁負荷による河川水質の濃度変化 （単位：mg/L） 

流域地点 底質の主な性状 BOD COD TOC 

畑王橋 砂礫，褐色，無臭
0.75 

(0.47) 

3.1 

(2.3)

0.63 

(0.080)

小塙橋 砂利等，赤褐色，無臭 
5.0 

(4.3) 

6.5 

(4.6)

2.5 

(1.2)

蛭田橋 泥状，黒色，腐卵臭 
2000 

(1998) 

36 

(32) 

12 

(9.3)

注）表中，上段の数値は，底質溶出後の検水濃度。下段の（ ）

内の数値は，底質溶出後の検水濃度から溶媒の河川表層水

の実測濃度を減じて得た底質汚濁負荷の移行濃度。 
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図 3  流域地点別の底質汚濁負荷による濃度変化 

 

2.4 底質の有機汚濁負荷による濃度推定 

更に，底質溶出後の検水濃度データ（表3上段）から

溶媒の河川濃度を減じて得られた底質汚濁負荷の移行

濃度（表3下段）を基に，この単位体積 1Lにつき，調

査時の河川流量で除して求めた希釈濃度を河川濃度で

加算補正し，河川環境中における有機汚濁量の推定濃

度を試算した（表4）。 

結果は，上・中流部の推定濃度に通常の河川水質と

の有意な差は見られないが，下流部の蛭田橋で BOD の

推定濃度が 5.9 mg/L まで上昇するため，河川流量が

0.5m3/秒 を下回り，何らかの要因で底質泥の巻き上げ

が生ずる場合，蛭田橋の水質が BOD の環境基準値（C

類型：5.0 mg/L）を超える可能性を示唆していた。 
 

 表 4 底質の有機汚濁負荷による推定濃度 （単位：mg/L） 

流域地点 河川流量 BOD COD TOC 

畑王橋 0.334 m3/秒 

0.28 

0.28 

（0.47） 

0.85 

0.84 

(2.3) 

0.55 

0.55 

(0.080)

小塙橋 0.633 m3/秒 

0.74 

0.73 

（4.3） 

1 . 9 

1.9 

(4.6) 

1 . 3 

1.3 

(1.2) 

蛭田橋 
0.477 m3/秒 

（<0.5 m3/秒） 

5 . 9 

1.7 

（1998） 

4 . 3 

4.2 

(32) 

2 . 7 

2.7 

(9.3) 

注）表中，上段の  内の数値は，底質汚濁負荷の移行濃度お

よび河川流量から試算した河川環境中の推定濃度。中段の数

値は，河川表層水の実測濃度。下段の（ ）内の数値は，底

質溶出後の検水濃度から溶媒の河川表層水の実測濃度を減

じて得た底質汚濁負荷の移行濃度。 

注）流域ごとの濃度推定は，同一の流動系内が停止状態にあると

便宜的に見なし，新たな有機汚濁負荷の濃度移行および滞留

時間を考慮していない。 

 

また，流域ごとのBODの推定濃度を基に，河川表層水

の実測濃度から導かれるBOD-CODまたはBOD-TOC相関式を

用い，CODおよびTOCの相関濃度を求めた（表5）。 

結果的に，上・中流部の畑王橋，小塙橋は有機汚濁量

の推定濃度が通常の河川水質を意味する相関濃度とおお

むね一致するが，下流部の蛭田橋は COD と TOC の推定濃度

が 4.3 mg/L または 2.7 mg/L であるのに対し，相関濃度

が 13 mg/L および 8.5 mg/L となるため，底質溶出後の推

定濃度の方が約 3 倍低く算出された（図 4）。  

この濃度のかい離は，仮に実際の常時監視において，

蛭田橋の BOD が高濃度で出現しながら，COD や TOC の濃度

が低く観測された場合，底質汚濁負荷の影響が強く疑わ

れることを裏付ける結果となった。  
 

表 5 流域地点別の推定濃度と相関濃度の比較 （単位：mg/L） 

流域地点 相関式 BOD COD TOC 

畑王橋 
BOD-COD 相関式 

（y=2.2371x+0.2485）

BOD-TOC 相関式 

（y=1.3955x+0.2428）

0.28 

（-） 

0.85 

(0.87) 

0.55 

 (0.63)

小塙橋 
0.74 

（-） 

1 . 9 

(1.9) 

1 . 3 

 (1.3)

蛭田橋 
5 . 9 

（-） 

4 . 3 

 (13) 

2 . 7 

 (8.5)

注）表中，上段の  内の数値は，底質汚濁負荷の移行濃度および

流量から試算した河川環境中の推定濃度。下段の（ ）内の数

値は，河川表層水の実測濃度の相関式に，BODの推定濃度を代

入して得たCODまたはTOCの相関濃度。 
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2.5 底質の遊離成分の分析 

蛭田橋で BOD が高濃度となり，同時に COD や TOC が

低濃度で観測される特有の現象は，底質泥中で BOD の

酸素要求量に対して特異的な作用をする無機性物質の

存在が否定できない。このため，微生物の有機物代謝

以外に被酸化性無機物による溶存酸素の消費を探るた

め，底質溶出後の検水について，ICP-MS および IC に

よる同定を行い，遊離成分と河川表層水への移行濃度

を調べた（表 6）。 

結果は，下流部に近づくに従い，底質中から多様な

成分が同定されたが，汽水域であって下水道終末処理

場に近い蛭田橋の底質泥には，塩類や硫酸化合物およ

びアンモニウム化合物等の遊離成分（Cl-，SO4
2-，NH4

+）

の濃度が顕著に高く，数万～数百万mg/L検出された。

また,溶解性鉄やマンガンの濃度も比較的高く，8.5 

mg-sFe/L および1.2 mg-sMn/L検出された。なお，下流

部の無機性泥の蓄積は，蛭田橋の流況が汽水域の海水

遡上により，淡水中の縣濁物や栄養塩が塩水と混合し

凝集沈降や下層密度流が卓越するなど，泥状堆積する

ためと考えられた5)。 

 

     表 6 底質の遊離成分による濃度変化 （単位：mg/L） 

流域地点 s-Mn s-Fe s-Zn NH4
+ SO4

2- Cl- 

畑王橋 
0.011 

（0.0082） 

0.22 

（0.21） 

0.077

（0.076） 

<0.1 

（<0.1） 

16.6 

（12.4） 

10.7 

（7.52）

小塙橋 
1.8 

（1.7） 

0.43 

（0.020） 

0.027

（0.024） 

1.34 

（1.00） 

34.4 

（0.800） 

43.2 

（33.4）

蛭田橋 
1.2 

（1.1） 

8.5 

（8.2） 

0.14

（0.10）

2.75*104 

（2.75*104）

1.27*106 

（1.27*106）

3.60*106

（3.60*106）

注）s-Mn～s-Zn は ICP-MS で同定し，NH4
+，SO4

2-および Cl－は IC

で同定した濃度。いずれも前処理で懸濁物を除去後，必要に

応じて希釈。高濃度の NH4
+は，NH3aqへの平衡移動を考慮して

いない。 

注）表中，上段の数値は，底質溶出後の検水濃度．下段の（ ）

内の数値は，河川表層水の実測濃度を減じて得た底質成分の

移行濃度。 

 

3.検証実験 

3.1 検証の目的 

被酸化性物質には，各種様態の有機物や亜硝酸塩，

硫化物などの無機物がある。主な被酸化性物質は有機

物と考えられるが，蛭田川の下流部の底質泥中には，

BOD の酸素要求量に対して特異的な作用をする無機性

物質の存在が推察された。このため，次により，模擬

的に試験水を作成し，有機物の共存下で，特定の被酸

化性無機物が BOD の測定値に還元的に影響しうるかを

検証の目的とした。  

3.2 標準試料の調整 

実際の河川環境水にはきょう雑物が多いことから，

再現性を高めるため，BOD の酸素要求量の確認方法 6)

に推奨されるグルコース・グルタミン酸混合標準液

（BOD 標準液）を用いて，標準試料を作成した。濃度

設計は，植種希釈水をブランク BL に，BOD 標準液を STD

１～4（1.25，2.5，5.0，10 mg/L）の 4 段階に調整し，

BOD，COD および TOC の濃度を測定した（表 7）。  

結果は，それぞれの指標濃度が良好な相関を示し，

確認された標準試料の酸素要求量は，推奨値 220±10 

mg/L に対して 150～216 mg/L に収まった（図 5）。 

 

      表7  標準試料の有機汚濁量の濃度   （単位：mg/L） 

標準試料 設定濃度 BOD COD TOC 

BL 植種希釈水 0.70 0.42 0.30 

STD1 1.25 1.8 1.0 0.95 

STD2 2.5 2.5 1.8 1.6 

STD3 5.0 5.4 3.1 3.0 

STD4 10 10 5.1 5.7 

注）植種には，市販のNOVOZYMES BIOLOGICALS社製「BI-CHEM BOD 

SEED」を使用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 試験水による確認実験 

最終段階として，被酸化性物質による BOD，COD およ

び TOC の測定値への影響を知るため，次により，試験

水を作成し確認実験を試みた。基本試料には，蛭田川

の BOD の環境基準値（C 類型：5.0 mg/L）と同値にあ

図5  標準試料の指標濃度の相関 
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たる標準試料（STD3：BOD 標準液 5.0 mg/L）を選び，

蛭田橋の底質溶出後の遊離成分データ（表 6 上段）を

参考に，環境中の条件に近づけるため，硫酸マンガン

（MnSO4），硫酸鉄（FeSO4）および硫酸アンモニウム

（(NH4)2SO4）を添加した。添加量は，底質成分の遊離

濃度データ（表 6 下段）を考慮し，溶解性マンガンを

約 1.0 mg-sMn/L，溶解性鉄を約 10 mg-sFe/L，下水道

終末処理場の規制基準を勘案し，アンモニウムイオン

を約 200 mg-NH4
＋/L となる様に調整した。試験水は，

添加物の遊離濃度を ICP-MS または IC により確定後，

BOD，COD および TOC の濃度変化を比較した（表 8）。 

結果は，添加のない基本試料（STD3）の測定値を基

準（100%）にした場合，BOD の酸素要求量が，いずれ

の試験水も 70～77%と低い比率に留まった。一方，COD

の酸素要求量は，溶解性鉄を添加した試験水が 159%，

TOC の不揮発性全有機炭素は，アンモニウムイオンを

添加した試験水が 127%と高い比率を示した。 

しかし，実験の主意である BOD の測定値が，COD ま

たは TOC に対して，単独で上昇しうる様な蛭田橋特有

の現象は確認されなかった（図 6）。 

 

   表 8 試験水の無機物添加による濃度変化 （単位：mg/L） 

試験水 

(標準液 5mg/L) 
添加量 BOD COD TOC 

基本試料 
STD3 

（添加なし） 

5.4 

（100%） 

3.1 

（100%） 

3.0 

（100%）

s-Mn 添加 
s-Mn:1.0 

（1.2～1.3） 

4.1 

（76%） 

3.1 

（100%） 

3.0 

（100%）

s-Fe 添加 
s-Fe:10 

（9.3～9.5） 

4.1 

（77%） 

4.9 

（159%） 

3.0 

（102%）

NH4
+添加 

NH4
＋:200 

（187～193） 

3.8 

（70%） 

3.1 

（100%） 

3.8 

（127%）

注）表中，添加量の下段の（ ）内の数値は，実際に ICP-MS ま

たは IC で定量した添加物の検出濃度。（以下同） 

注）表中，指標濃度の下段の（ ）内の数値は，基本試料（STD3）

に対する試験水の測定値の比率%。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 標準試料と試験水の濃度比較      

 

3.4 試験水の無機物添加による影響 

最後に，試験水の BOD の酸素要求量の違いが，被酸

化性無機物による微生物の有機物代謝以外で生じた現

象であるかを考察するため，BOD 検査で使用した培養前

後の検水から TOC の濃度変化量を調べ，培養期間（5 日

間） の不揮発性全有機炭素の消費量（以下「炭素消費

量または C 消費量」）を求めた（表 9，図 7）。 

同時に，標準試料の培養期間における炭素消費量も

調べ，有機物の減少傾向を把握した。（表10，図7） 

 

      表 9 試験水の培養期間の炭素消費量 （単位：mg/L） 

試験水 

(標準液 5mg/L)
添加量 BOD 

TOC① 

(培養前) 

TOC②

(培養後)

C 消費量

（①-②）

基本試料 
STD3  

（添加なし）
5.4 3.0 0.42 2.6 

s-Mn 添加 
s-Mn:1.0 

（1.2～1.3）
4.1 3.0 0.64 2.4 

s-Fe 添加 
s-Fe:10 

（9.3～9.5）
4.1 3.0 0.83 2.2 

NH4
＋添加 

NH4
＋:200 

（187～193）
3.8 3.8 0.50 3.3 

注）表中，TOC（培養後）とは，20℃暗所で5日間培養したBOD検水

のTOC濃度（未消費炭素量）。（以下同） 

 

   表 10 標準試料の培養期間の炭素消費量 （単位：mg/L） 

標準試料 設定濃度 BOD 
TOC① 

(培養前)

TOC②

(培養後)

C 消費量

（①-②）

BL 植種希釈水 0.70 0.30 0.29 0.01 

STD1 1.25 1.8 0.95 0.29 0.66 

STD2 2.5 2.5 1.6 0.31 1.3 

STD3 5.0 5.4 3.0 0.42 2.6 

STD4 10 10 5.7 0.59 5.1 

注）植種には，市販のNOVOZYMES BIOLOGICALS社製「BI-CHEM BOD 

SEED」を使用。 
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図7  試験水のTOC炭素消費量とBOD酸素要求量 

 

直感的には，試験水のBODの測定値が標準試料の相関

直線を超えていれば，添加した無機性物質による微生物

の有機物代謝に依存しない還元的な溶存酸素の消費が

見込まれる。しかし，結果は，試験水のBODの測定デー

タが，いずれも標準試料の相関直線より低い値に留まっ

た。これを数値化するため，培養期間のTOCの炭素消費

量データ（表9）を，酸素消費相当量に換算後（TOC-O2=C

消費量×32/12）7), BODの酸素要求量への寄与率（BOD寄

与率%=BOD/TOC-O2)を求めた（表11）。 

結論として，基本試料のBOD寄与率が 78%であるのに

対し，溶解性マンガンや鉄を添加した試験水は 64～69%

と低く，特にアンモニウムイオンの試験水は，酸素消費

相当量(TOC-O2)が基本試料に比べて高いのに反し，BOD

寄与率が最も低い 43%に抑えられた。故に，これら試験

水のBOD寄与率の低さから，被酸化性無機物による溶存酸

素の還元的な消費自体は確認されなかった。 

補足として，アンモニウムイオンを添加した場合の酸

素消費相当量(TOC-O2)の増加は，原因を検討する余地を

残したが，溶解性マンガンや鉄を添加した場合の減少は，

無機性物質が有機物と拮抗し微生物の代謝活動を阻害

するなど，炭素消費反応を律速している可能性が否めな

かった。 

 

 表11 試験水のTOC炭素消費量とBOD寄与率 （単位：mg/L） 

試験水 

(標準液 5mg/L) 
BOD① 

TOC 差 

(炭素消費量) 

TOC-O2
 ② 

(酸素換算量) 

寄与率%

（①/②）

基本試料 5.4 2.6 6.9 78% 

s-Mn 添加 4.1 2.4 6.4 64% 

s-Fe 添加 4.1 2.2 5.9 69% 

NH4
＋添加 3.8 3.3 8.8 43% 

注）表中，酸素換算量(TOC-O2)とは，TOC の炭素消費量（TOC 差)

から換算して得た酸素消費相当量。 

  4.まとめ 

 本調査の結果から，蛭田川の下流部に位置する蛭田橋

の水質において，底質の有機汚濁負荷が要因とされる

BODの濃度上昇および環境基準値の超過のおそれが推測

できた。 

しかし，時間的な制約もあり課題としてきた高濃度の

BODが突発的に観測される原因を解明するには至らなか

った。また，反省点として十分な検討を経ずに検証実験

に着手したこともあり，試験水の実験結果が蛭田橋特有

の現象を暗示させる様な，無機性物質による有用なデー

タは得られなかった。 

今後は，補完調査の必要性を感じるが，蛭田川下流の

流況が潮汐の影響を受ける汽水域であること，近下流に

下水道終末処理場が位置することなど，流域特性に応じ

た新たな検証方法を模索し，原因究明に努めたい。 
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視覚による官能試験を利用したPM2.5簡易測定法の検討* 
 

―地方環境研究所の強みを活かした科学リテラシー向上のための環境学習を目指して― 

 

齊藤由倫**・田子 博** 

 

キーワード ①地方環境研究所 ②環境学習 ③科学リテラシー ④PM2.5 ⑤官能試験 

 

要   旨 

PM2.5の環境学習のために，視覚による官能試験を利用したPM2.5質量濃度（以下，PM2.5濃度）の簡易測定法を検討した。

地域特性の異なる一般環境，山間地，沿道の3地点で，異なる時期にPM2.5をフィルター捕集し，その視覚的な色の濃淡を官

能試験した。3地点とも色の濃淡とPM2.5濃度は比例したことから，PM2.5濃度が既知の標準フィルターの色を指標に，官能

試験によって未知のPM2.5濃度を簡易測定できることが考えられた。ただし，PM2.5濃度は同じでも，沿道のそれは他の2地

点よりも色が有意に濃いと判定され，自動車排ガス由来の元素状炭素の影響が考えられた。また，同じ地点でも色の濃淡が

異なる時期があった。地点別のPM2.5簡易測定法の確度は，日環境基準35μg/m3と同等の実測値（公定法）に対して，86～

114％（一部151％）であった。時期による影響で一部151％となったことから，標準フィルターの選択（作成）には地点と

時期を考慮する必要が考えられた。 

今後はこの簡易測定法を体験学習の軸に，環境問題を科学的に考えさせ，現状を客観的に判断させる学習プログラムを作

成していく。地方環境研究所が展開するこのような学習プログラムは，とかく感性教育になりがちな日本の環境教育に科学

的視点を与えるかもしれない。 

 

 

 

1．研究背景 

環境問題は，全体的な構造を科学的に解明し，確かな

将来予測を行ってその対策を進めることが理想的であ

る。しかしながら，多くの原因や作用に伴って複雑に発

生する環境問題の解明は難しく，さらにその影響もリス

クという確率論で議論されることが多く理解が難しい。

そのため現実には，政策実務者や研究者などの一部の専

門家によって，ある程度の不確かさ（曖昧さ）をもって

環境政策が進められるのが実情である。この環境問題の

分かりにくさや曖昧さは，時として世論のミスリーディ

ングを招き，風評被害などの社会問題に発展してしまう

ことがある。これに対し日本では今，環境問題を科学的

かつ論理的に理解し，その現状を冷静かつ客観的に判断

できる力（本論では環境科学リテラシーと呼ぶ）が国民

全体に求められており，それに寄与する教育に期待が寄

せられている 1）。 

わが国では，環境教育を教育および環境政策上の重要

な施策の一つに位置付け，これまでに環境教育指導資料

の刊行や環境教育等促進法の制定が行われてきた。特に

環境教育等促進法では，地域の特性に応じた環境教育の

推進を自治体の責務として具体的に定め，これによって

日本各地で様々な教育が展開されるに至った 2）。しかし，

その多くは行政部門主導による普及啓発などの単調な

事業が主であるように見受けられる。事実，放射能を巡

る風評問題 3）や，PM2.5 に関する非科学的な一連の騒動

は，これまでの環境教育が環境科学リテラシーの醸成に

は十分寄与してこなかったことを明示している。小出 4）

が訴えるように，社会全体の環境科学リテラシーを醸成

させることは，社会の持続可能な発展にとって重要であ

り，それを社会に発信していく科学者集団の育成は確か

に急務と言えよう。 

全国に存在する地方環境研究所（以下，地環研）は，

地域の環境問題の中心的な研究拠点として，専門的な技

術や知識をもって科学的知見の集積に努めている。そし

て，研究上の必要性から，日々国内外の動向や 新の学

術情報にも注視している。この地環研の強みは，環境教

育における地域性の重視と，環境科学リテラシーの向上

という今日的な教育目標によく相応するのではないだろ

うか。また，地環研のノウハウは，高い教育効果が期待

できる体験学習の提供にも活かせるかもしれない。 
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2．研究の目的 

自治体が主導する環境教育は，水環境や森林，廃棄物

に関するものは多いが，大気環境に関しては極めて少な

いのが現状である 2）。環境教育は行政部門が主導するこ

とが多く，目に見えず実態の捉えにくい大気環境は，調

査方法も専門的で，技術的に教えづらいことが原因と推

察される。また，数年前に PM2.5 が社会的な関心事とな

ったが，それにも関わらず教育現場で PM2.5 の体験学習

が行われていないのは，やはり調査方法の専門性が学習

のハードルになっている点は否めない。しかしながら，

PM2.5 は，世間の注目度と過去の騒動を踏まえれば，科

学的に正しい知識を得て，冷静な対応を促すための環境

科学リテラシーの重要性を認識する上で適した教育題

材と考えられる。 

地環研は，公定法に則したPM2.5質量濃度の測定ノウハ

ウを持っている。しかし，これは操作が煩雑で時間もか

かるため，受講する者が初学者でかつ時間の限られる環

境学習にそのまま活用するのは適当ではない。環境学習

では受講者の関心を喚起させることが重要であり，その

ための体験学習は，ある程度の正確さを保ちつつも，簡

便かつ印象的である必要がある。すなわち，調べる対象

物質を目で見て実感でき，それを簡単に測れることが望

ましいだろう。この体験をきっかけに，正確な公的デー

タにも関心をもち，現状を科学的に捉え，冷静かつ客観

的に判断するといった一連の学習が，環境科学リテラシ

ーの向上に効果的と思われる。この考えのもと，我々は

先行研究において，SPMを捕集したフィルターの色の濃淡

を指標に，視覚による官能試験によって，SPM質量濃度を

簡易測定する体験学習を行った5）。その結果，このような

体験型の環境学習が，受講者の環境科学リテラシーを養

える可能性が見出された。本研究での目的は，SPMに関す

る簡易測定法をPM2.5に適用すること，また，先行研究で

は未検討であった調査場所や時期の違いがその測定結果

に与える影響を明らかにすることとした。 

 

3．方  法 

3.1  PM2.5のサンプリング装置 

PM2.5 のサンプリング装置を図 1 に示す。柴田科学社

製のミニポンプ（ΣMP-500）と個人サンプラー用フォル

ダー（NWPS-35HS 型）を用いて，2.5L/min の大気吸引速

度にて，PM2.5 を石英繊維フィルター（2500QAT-UP，東

京ダイレック）上に捕集した。電源は付属のアダプター

により商用電源（100AC）から得た。なお，ミニポンプ

と個人サンプラー用フォルダーは，当研究所既存のもの

を使用した。雨避けとして，安価な調理用のお玉とビニ

ール袋を利用した。石英繊維フィルターは，ほとんどの

地環研で実施している有害大気汚染物質調査に供して

いるものの余り（ロットの余り）を活用し，革ポンチ（エ

スコ社製）を用いてφ35 mm にくり抜いて使用した。得

られたフィルターは透明なペトリスライド（φ47 mm，

ミリポア社製）に入れてその後の官能試験に供した。 

3.2  PM2.5 フィルターセットの作成 

PM2.5 質量濃度（以下，PM2.5 濃度）の簡易測定法は，

先行研究 5）と同様に，PM2.5 濃度が未知のフィルターの

色の濃淡を，PM2.5 濃度が既知の標準フィルターのそれ

と見比べる官能試験を想定している。しかし，PM2.5 の

成分組成は，地域および季節ごとに異なるため 6），それ

に伴って視覚的なフィルターの色調も変わる可能性が

ある。そこで，本検討では図 2 に示す地域特性の異なる

3 地点で，時期を変えて PM2.5 濃度が異なるフィルター

を複数枚作成した（本論では PM2.5 フィルターセットと

呼ぶ）。環境学習の実践では，PM2.5 を 12 時間サンプリ

ング（ミニポンプの乾電池による稼働時間の上限）する

が，本研究における PM2.5 フィルターセットの作成では，

サンプリング時間を任意に調整（商用電源使用）した。

これにより，環境学習と同じ 12 時間サンプリングに換

算した場合の PM2.5 濃度を求めた。サンプリング中の

PM2.5 濃度は，各地点にある大気測定局のデータ（Web

図 1 PM2.5 サンプリング装置

図 2 PM2.5 フィルターセットの作成地点と時期

地 点 地 域 特 性
PM2.5ﾌｨﾙﾀｰ
ｾｯﾄ作成時期

前橋
一般局

周りは住宅と田畑で，北と東
に約30ｍ離れて片側1車線の
道路が1本ずつ通る。県都。

2014年5月, 7月
2015年1月, 3月

嬬恋
一般局

山間地で交通量や工場等は
少なく，人口も少ない。

2014年8月, 
12月

前橋
自排局

片側3車線の国道沿いで，大

型車の通行も多い。周辺は近
隣商業地域。県都。

2014年7月,
2015年2月
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公開済みの 1 時間値）を利用した。 

3.3  PM2.5 フィルターセットの官能試験 

PM2.5フィルターセットに対する官能試験は，各フィル

ターの視覚的な色の濃さが，12階級カラースケール（ラ

ックオフィス社製）のどのスケールに近いかで被験者に判

定させた（図3）。被験者は，20代～30代の男女10人（A

～J）で，その内5人は当研究所の職員であり，残りの5

人は大学の学生であった。なお，このカラースケールは

スケール1であっても僅かに色があるため，ブランクフィ

ルターを用意してこれをスケ

ール0とした。官能試験では，

PM2.5フィルターセットに関す

る作成地点，時期およびPM2.5

濃度の情報は伏せた。通常の居

室において，窓のブラインドを

閉じ，太陽光は極力遮って蛍光

灯の下で試験を行った。官能試

験に要した時間は個人差があ

ったものの，おおむね6分から

14分の範囲であった。 

 

  4． 結果および考察 

  4.1  PM2.5濃度の挙動 

図 4 に各地点，各作成期間中の PM2.5 濃度の挙動と風

速を示した。また，表 1 には作成期間中の PM2.5 濃度と

風速の平均値を示した。群馬県環境白書 7）によれば，平

成 26 年度の PM2.5 濃度の年平均値と日平均値（年間の

98％値）は，前橋一般局が 15.0 と 38.0，嬬恋一般局が

10.2 と 27.9，前橋自排局が 13.6 と 38.0μg/m3であっ

た。これに対し，表 1 の各地点および各時期の PM2.5 濃

度も同等のレベルであり，また，図 4 からいずれの地点

および時期においても，PM2.5 濃度が突出して高くなる

ような異常な挙動は見られなかった。それぞれの地点付

近で，火災あるいは野焼き等の特別な事象も確認されず，

大陸からの黄砂の飛来もなかったことから，PM2.5 フィ

ルターセットの作成期間中は，各地点における通常の大

気環境であったと考えられた。 

作成したPM2.5フィルターセットの写真を図5に示し

た。前橋一般局は，5 月，7 月，1 月，3 月のすべての作

成期間において，1 日の環境基準（以下，日基準）35 

μg/m3を超える時間があったように（図4），比較的PM2.5

濃度が高い時間帯を捉えたため，約 10～70μg/m3 の

PM2.5 フィルターセットを作成することができた。しか

し，1 月は風が若干強く，風速の高まりに伴って PM2.5

濃度が低下する時間帯が多かったことから，PM2.5 濃度

が高くなるのを待ったために作成期間はいくらか長く

なった。 

嬬恋一般局の 8 月は PM2.5 濃度が 15μg/m3前後で推

移したため，11～61μg/m3の PM2.5 フィルターセットを

作成することができた。しかし，12 月は PM2.5 濃度が

低いまま推移したため， 大 10μg/m3 のフィルターし

か作成することができなかった。嬬恋一般局は当研究所

から約 80 km と遠いことから，都合により各時期の作成

期間を連続 3 日間しか確保できなかった。そのため，追

加の作業ができず，12 月は十分な PM2.5 フィルターセ

ットを作成することができなかった。 

前橋自排局の 7 月と 2 月は，日基準 35μg/m3を超え

る時間があったように，作成期間中は PM2.5 濃度が高い

時間帯を捉え，約 10～60μg/m3の PM2.5 フィルターセ

ットを作成することができた。ただし，2 月は前橋一般

局の 1 月と同様に PM2.5 濃度の低い時間が多く，作成期

間が長くなった。 

図 3 12 階級カラースケ

ールによる官能試験 

図 4 各地点における作成期間中の PM2.5 濃度の挙動 
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前橋一般局の7月を除き，各地点および各時期のPM2.5

濃度と風速には負の相関関係が見られ，特に冬季はその

傾向が強かった（表1）。これは風がPM2.5の拡散に寄与

していることを示している。なお，前橋自排局は，国道

と接する北西方向を除き，周囲を学校や団地などの比較

的高い建物に囲まれている。そのため，他の地点に比べ

て冬季においても風は弱く，国道からの自動車排ガスが

滞留し，その影響を受けやすい特徴がある。風向に関し

ては，国道の風下になることが多いことから，風が吹け

ば排ガスの直接的な影響を受けやすいことが考えられ

る。しかしながら，前橋自排局は夏季も冬季もPM2.5濃

度と風速の負の相関が，他の地点に比べて高いことがわ

かる（表1）。このことから，この地点はむしろ，風が吹

くことで国道からの自動車の影響が増すよりも，滞留し

ていた自動車由来のPM2.5が拡散，希釈される影響の方

が強く作用していたことが考えられた。 

  4.2   PM2.5フィルターセットに対する官能試験 

各 PM2.5 フィルターセットに対する官能試験の結果

を表 2 に示した。一般に官能試験では，試験値の 大値

と 低値を除いて（上下カット）平均値を求めることが

多いが，今回の A～J の 10 人の結果では，上下カットし

た場合の平均値は，上下カットをしなかった場合のそれ

に対して 94～107％とほぼ差が無かった。そのため，こ

こでは上下カットをしない算術平均値（表 2 の平均値 a）

を採用した。各地点および時期の PM2.5 濃度と官能試験

結果（スケール）の関係を図 6（a）～（c）に示した。

次以降で各地点について考察する。 

  4.2.1  前橋一般局 

どの時期の PM2.5 フィルターセットであっても，

PM2.5 濃度とスケールには直線的な比例関係（R2≧0.92）

が見られた。ただし，両者の関係は時期によって異なり，

特に 2015 年 1 月は他の時期よりも全体的にスケールが

大きかった。これはつまり，同じ PM2.5 濃度であっても

他の時期よりもフィルターが濃く見えたことを意味す

る。この 1 月の回帰直線の直線性は高く（R2＝0.93），

極端に外れている点もないことから，サンプリングエラ

図 5 PM2.5 フィルターセット 

表 1 PM2.5 濃度と風速の平均値 

地　点

作成時期 5月 7月 1月 3月

PM2.5

(μg/m3)
18.3 22.1 8.1 28.5

風速

(m/s)
2.5 1.4 3.3 1.8

PM2.5と風速の

相関係数
-0.31 0.18 -0.36 -0.26

地　点

作成時期 8月 12月 7月 2月

PM2.5

(μg/m3)
12.4 2.2 19.7 15.8

風速

(m/s)
0.7 2.3 0.9 1.1

PM2.5と風速の

相関係数
-0.02 -0.20 -0.38 -0.51

前橋一般局

嬬恋一般局 前橋自排局

表 2 PM2.5 フィルターセットに対する官能試験の結果 

11 25 33 49 60 11 25 35 46 68 12 24 35 48 62 15 28 37 45 69 11 25 34 46 61 3 10 12 25 37 47 61 13 26 35 45 64
A 1 3 4 5 5 1 2 3 3 4 1 3 4 5 6 1 3 4 4 5 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 4 5 1 4 3 4 4
B 1 2 4 4 5 1 1 3 4 5 1 4 5 5 7 1 3 4 4 6 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 6 2 5 4 5 5

  試   C 0 1 2 3 3 0 1 2 3 4 0 3 4 5 7 1 2 4 5 5 1 1 2 3 3 1 1 2 3 4 5 7 1 3 3 4 5
D 1 3 5 6 6 0 2 4 5 5 2 4 6 7 8 3 5 5 6 7 1 2 3 4 5 0 3 4 4 6 6 7 2 5 4 5 5

  験   E 1 2 3 4 4 1 2 2 3 4 1 4 5 5 7 1 3 3 5 6 1 2 2 3 3 1 2 4 4 5 6 8 2 4 3 4 5
F 1 2 3 4 5 1 2 2 4 5 1 4 5 5 7 2 3 3 5 5 1 2 3 3 4 1 2 3 4 5 5 7 2 5 4 5 5

  者   G 1 2 2 3 3 1 2 3 3 3 1 3 4 4 4 2 3 3 3 3 1 3 3 4 4 1 2 3 3 5 5 5 2 4 3 3 3
H 2 3 3 5 5 1 3 4 5 5 2 3 4 4 6 2 3 3 4 6 2 3 3 4 5 2 3 5 6 7 7 9 3 5 4 5 4
 I 2 3 4 5 5 1 2 4 5 5 1 4 6 7 9 2 4 5 5 6 2 4 5 5 6 1 2 3 5 6 6 9 2 5 5 5 6
J 1 2 3 5 5 0 1 1 4 5 1 5 6 7 8 1 4 5 6 7 1 2 3 3 4 1 3 3 4 5 5 7 1 5 5 5 5

1.1 2.3 3.3 4.4 4.6 0.7 1.8 2.8 3.9 4.5 1.1 3.7 4.9 5.4 6.9 1.6 3.3 3.9 4.7 5.6 1.2 2.2 2.9 3.5 4.2 1.0 2.2 3.3 4.0 5.2 5.4 7.0 1.8 4.5 3.8 4.5 4.7

10 11 10 11 13 16 14 13 12 15 11 6 7 9 9 9 8 9 10 12 9 11 12 13 15 - - 4 6 7 9 9 7 6 9 10 14

　　　［10.8±2.5］ ［12.0±2.0］ 　　［8.0±2.7］

12 25 36 47 50 8 19 30 42 49 12 40 53 58 74 17 36 42 51 60 14 26 35 42 50 - - 26 32 42 43 56 14 36 30 36 38
1 0 3 -2 -10 -3 -6 -5 -4 -19 0 16 18 10 12 2 8 5 6 -9 3 1 1 -4 -11 - - 14 7 5 -4 -5 1 10 -5 -9 -26

* 単位はμg/m3

**感度係数=PM2.5/平均値a

前橋自排局
8月 12月 7月 2月5月 7月 1月

前橋一般局 嬬恋一般局
3月

感度係数**

[平均値
b
±標準偏差]

PM2.5推定値
*

推定値-実測値

　
1
2
階

級
カ

ラ
ー

ス
ケ

ー
ル

平均値a

地　点

PM2.5実測値
*

作成時期
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ー等ではなく，実際に他の時期よりもフィルターを濃く

見せるような成分（例えば黒色の元素状炭素（以下，EC））

が多かったことが考えられた。このことから，同一地点

であっても時期によってフィルターの色の見え方は異

なる場合があることが分かった。 

  4.2.2  嬬恋一般局 

4.1 で述べたとおり，嬬恋一般局の 12 月は十分な質

量濃度範囲の PM2.5 フィルターセットが作成できず，官

能試験の結果を議論できるだけのデータは得られなか

った。8 月については，PM2.5 濃度とスケールには直線

的な比例関係（R2≧0.99）が見られた。この回帰直線は，

前橋一般局の 2015 年 1 月を除く回帰直線と類似した。 

  4.2.3  前橋自排局 

2014 年 7 月は，PM2.5 濃度とスケールには直線的な比

例関係（R2＝0.97）が見られた。他の地点に比べてスケ

ールは高い値をとっていることから，フィルターを濃く

見せる成分（例えば EC）が多かったことが考えられた。

自動車（特にディーゼル車）排ガス由来の PM2.5 には

EC（一般にすす）が多く含まれるため 8），自排局では他

の地点よりもスケールが高くなったと推測される。 

2015 年 2 月の冬も，PM2.5 濃度とスケールには比例関

係が見られた。ただし，その回帰直線の直線性は悪く（R2

＝0.57），7 月のフィルターに比べれば，同程度の PM2.5

濃度であっても薄く見える（スケールが低い）ものが多

かった。前節で，2 月は自動車由来の PM2.5 が風によっ

て希釈されやすかったことを考察した。これは単に自動

車の影響が希釈されるだけでなく，風に乗って別の発生

源由来の PM2.5 を含む空気塊が流入する可能性も考え

られる。この 2 月の各フィルターのスケールは，1 カ月

ずれているが前橋一般局の 3 月に似ていることから（表

2），2 月は空気の入れ替わりにより，自排局でありなが

ら一般環境に近い大気環境であったことが推察された。 

  4.2.4  3地点間の比較 

PM2.5 濃度とスケールの間には，嬬恋一般局の 12 月

を除いて比例関係が見られた。嬬恋一般局の 12 月につ

いては，十分なサンプリングができなかったこともあり，

この後の計算からは除いて考察を行った。 

各地点，各時期のフィルターに対して，PM2.5 濃度と

スケールの平均値の比（ここでは感度係数という）を求

めた（表 2）。仮に PM2.5 濃度とスケールが完全な比例

関係（R=1.00）にあれば，この感度係数は PM2.5 濃度に

関わらず常に一定の値をとる。実際には，同一地点であ

っても PM2.5 濃度と時期によって感度係数は異なった。

この感度係数について，各地点の年間を代表する値とし

て平均値（表 2 の平均値 b）を求めると，前橋一般局：

10.8，嬬恋一般局：12.0，前橋自排局：8.0 となり，前

橋自排局のみ他の局よりも有意（p < 0.05）に低い結果

となった。感度係数が低いということは，同じ PM2.5 濃

度のフィルターでも視覚的には濃く見える（スケールが

高くなる）ことを意味する。つまり，官能試験の結果か

らは，PM2.5 濃度が同じであっても，前橋自排局＞前橋

一般局＞嬬恋一般局の順（ただし，統計的な有意差は前

橋一般局と嬬恋一般局の間にはない）にフィルターが濃

く見えることが分かった。 

フィルターが濃く見えるかどうかに，化石燃料の燃焼

等に伴って発生する EC が影響している可能性を考えれ

ば，山間部よりも人間活動が盛んな市街地で，さらに市

街地でも沿道でフィルターの色が濃く見えることは合

理的と考えられた。このように，PM2.5 濃度を色で判断

する場合には，EC のように同じ濃度でも濃く見える物

質の影響を強く受ける地点は，注意が必要であることが

わかった。 

 4.3  簡易測定法の確度 

4.2.4で計算した各地点を代表する感度係数を利用し

て，実測値（公定法）に対する簡易測定法の確度を調べ

た。感度係数（表 2 の平均値 b）に，それぞれのフィル

ターのスケール（表 2 の平均値 a）を乗じて PM2.5 濃度

の推定値を求めた（表 2）。すなわちこの推定値は，年

図 6 PM2.5 濃度と 12 階級カラースケールの関係 
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間の代表的な感度係数を 1 つだけ用いて，それぞれの時

期のフィルターを官能試験して，PM2.5 濃度を簡易測定

した場合の仮の結果とみることができる。 

全体的には PM2.5 濃度が高くなると，推定値の誤差は

大きくなる傾向が見られた。特に PM2.5 濃度が も高い

60μg/m3 前後のフィルターでは推定値と実測値との誤

差が大きいが，この傾向は官能試験の特性であり，先行

研究における SPM の検討でも見られた 5）。つまり，フィ

ルター上の PM2.5 や SPM が少ない場合には，その量の違

いをフィルターの色の濃淡差として明瞭に見分けるこ

とができるが，PM2.5 や SPM が多くなってくると，フィ

ルターの色の濃淡差は見分けにくくなり，測定誤差が大

きくなるというものである。 

一方，日基準（35μg/m3）と同レベルの推定値は，前

橋一般局の 1 月を除いて，実測値に対する確度は 86～

114％と良好であった。しかし，前橋一般局の 1 月は推

定値が 151％と誤差は大きかった。つまり，4.2.1 で時

期の違いによってフィルターの色に違いがあることを

述べたが，これに起因する推定濃度の誤差は 50％程度

はあるということになる。 

以上の結果から，環境学習を実践する際は，その地域

の都市規模，周囲の交通状況に加えて，時期も考慮して

PM2.5 フィルターセットを作成し，標準フィルターとし

て使用する必要があると考えられた。この対応をとれば，

60μg/m3程度の高い PM2.5 濃度に対しても，測定誤差を

小限に抑えることができるであろう。ただし，本検討

のように，様々な地点や季節における感度係数を求め，

その有意差がないことが確認できれば，同一の PM2.5 フ

ィルターセットを使っても問題はないと考えられた。 

今回の検討結果から，群馬県では標準フィルターとし

て1つのPM2.5フィルターセットを，異なる地点，時期に

共通して使用するのは確度の点で困難なことが示された。

したがって，今後は不十分なPM2.5フィルターセットしか

作成できなかった嬬恋一般局（山間地）と前橋自排局（道

路沿道）について，他の時期のPM2.5フィルターセットを

作成する必要があるだろう。 

 

 5．結 言 

PM2.5 濃度の官能試験による簡易測定法は，細かい数

値を論じる正確さはないが，公定法の重量測定法が数日

かかるのに対し，視覚的な判断により数分でおおよその

質量濃度が測定できる利点がある。また，PM2.5 の捕集

方法は公定法に基づくものであるから，フィルターの色

はまさに PM2.5 であり，その存在を視覚的に体感（見え

る化）できる利点もある。これらの利点は環境学習とし

て適するだろう。しかし，この簡易測定法はサンプリン

グ時間が 12 時間であることから，PM2.5 濃度の日基準

と比較する際には注意を要する。ただし，あくまで簡易

測定法はきっかけであって，重要なのはここから公的な

データを基に環境問題を科学的かつ論理的に考えさせ，

その現状を冷静かつ客観的に判断させる包括的な学習

プログラムの開発である。この点は現在検討中だが，こ

れまでに試作した PM2.5 の学習プログラムを中学 1～2

年生に対して実践したところ，定量データに基づいて環

境問題を科学的に考え，現状を冷静かつ客観的に判断で

きた様子がアンケート結果からうかがえた 9, 10）。途上段

階ではあるが，このような学習プログラムが，受講者の

環境科学リテラシーの向上に寄与するという知見が得

られつつある。 

現時点で，測定上の正確さの担保や，これに続く効果

的な学習プログラムの開発等，課題は山積している。し

かしながら，この方法は地環研にとっては馴染みのある

装置や技術だけで可能であり，各地環研が同様の試みを

するハードルは低いと思われた。今回はPM2.5が題材であ

ったが，他のテーマでも地環研に既存のノウハウを，環

境学習向けにアレンジできる可能性がある。このような

学習プログラムは，とかく感性・道徳的に偏りがちな環

境教育に科学的視点を与え，我が国の環境教育の深化に

貢献するものと期待される。またこの活動を地環研の立

場から考えれば，一部でその存在意義が問われる中，閉

鎖的になりがちな地環研を，地域と結びつけるための新

たなコンテンツとなるかもしれない。 
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キーワード ①口蹄疫埋却地 ②地下水 ③臭気 ④全有機炭素(TOC) 

 

要   旨 

 平成22年4月に宮崎県で発生した口蹄疫では，約30万頭の家畜が殺処分・埋却され，埋却地周辺環境への影響が懸念され

た。埋却地が周辺地下水へ与える影響を確認するため，口蹄疫埋却地周辺水質調査を実施した。これまでの調査で，埋却

地からの影響を受けていると推定された地点は4地点であった。調査開始当初は，下水のような臭気が強く，有機物量を示

すTOCが高い値であった。また，水質は4地点とも大きく変動し，水質が悪化している時期と比較的良好な時期を繰り返し

ており，その変動は降水量に左右されていることがわかった。ただし，埋却から約2年経過後，水質は比較的良好な状態が

継続しており，埋却地からの影響が落ち着いてきたものと考えられた。 

 

 

 

1．はじめに 

平成22年4月に宮崎県で発生した口蹄疫では，我が国に

おいてこれまでに例のない規模となる約30万頭の家畜が

殺処分・埋却された。最終的に埋却地は268地点，その総

面積は約0.98km2（東京ドーム約20個分）にも及び，中に

は埋却地が集中した地域もあった。このようなことから，

これらの埋却地周辺環境への影響が懸念されたため，県

では，埋却直後から関係市町の協力を得ながら地下水等

の定期モニタリング調査を実施（当初275地点）した。ま

た，埋却地から地下水等への影響が疑われた場合には，

当研究所で水質の詳細調査を行うこととした。これまで

に，数地点において詳細調査を行い，この中で埋却地か

らの影響を受けていると推定された4地点については，継

続して詳細調査を実施した。ここでは，その詳細調査の

概要や水質の変動等について報告する。 

 

2．調査方法 

2.1 調査地点概要 

継続して詳細調査を実施した地点の概要を表1に示す。

どの調査地点も埋却地から近く，高台にある埋却地の下

手に位置する。 

2.2 調査期間および調査頻度 

2.2.1 地点A 

  

  

 

 

 

平成22年7月～8月 1回/週 

平成22年9月～平成23年12月 2回/月 

 平成24年1月～平成27年3月 1回/月 

2.2.2 地点B 

 平成22年10月～11月 1回/週 

 平成22年12月～平成27年3月 1回/月 

2.2.3 地点C 

平成23年7月 1回/週 

 平成23年8月～平成27年3月 1回/月 

2.2.4 地点D 

 平成23年10月 2回/月 

 平成23年11月～平成27年3月 1回/月 

 （湧水が出ていない期間は実施せず） 

2.3 調査項目 

 

 

 

 

表1 調査地点概要 

調査地点 調査開始日 媒体 埋却規模 埋却地からの距離

A H22.7.8 湧水
牛

約1000頭
直線距離で約40m

B H22.10.12 井戸水
牛

約50頭
直線距離で約80m

C H23.7.2
井戸水
湧水

牛
約1000頭

井戸は直線距離で約150m
湧水1は直線距離で約90m
湧水2は直線距離で約60m

D H23.10.7 湧水
牛・豚

約1000頭
直線距離で約100m
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 詳細調査を実施するにあたり，調査項目の選定を行っ

た。 

定期モニタリング調査では，飲用井戸の調査を想定し，

水道水質基準の省略不可能項目（一般細菌，大腸菌，塩

化物イオン，全有機炭素(TOC)，pH，臭気，色度，濁度，

外観（味の代わり））に硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素と，

使用された消毒剤（消石灰，ペルオキソ一硫酸水素カリ

ウム含有製剤）の影響をみるための項目（電気伝導率，

カルシウムイオン，硫酸イオン）を加えた13項目とした。      

詳細調査では前記の13項目にBOD，アンモニア性窒素，

窒素含有量，りん含有量，揮発性有機化合物，ノルマル

ヘキサン抽出物質，金属類および溶存酸素(DO)を追加し

た。 

 

3．結果および考察 

3.1 埋却地からの影響の有無の確認結果 

3.1.1 地点Aの調査結果 

調査地点（湧水）と埋却地の位置関係を図1に示す。こ

こは，埋却から約1カ月半経過した頃に，埋却地の近くか

ら異臭のする水が湧き出ていると住民から情報が寄せら

れた地点である。調査結果の一部を表2に示す。 

湧水は臭気が強く下水のような腐敗臭がした。その他，

一般細菌数，大腸菌，有機物量を示すTOCおよび濁度が水

道水質基準を超えて検出された。消毒の影響を確認する

ために測定した電気伝導率，カルシウムイオンおよび硫

酸イオンは特段高い値は示さず，この湧水の過去のデー

タがないため影響の有無については判断できなかった。

この13項目以外については，アンモニア性窒素，マンガ

ンおよび鉄がそれぞれ2mg/L検出され，埋却による影響に

より検出された可能性も考えられた。また，検体が白濁

していたので，埋却した家畜の脂肪分等が含まれている

可能性を考え，ノルマルヘキサン抽出物質を測定したが

検出されなかった。その後の調査で，白濁物質は生物相

の塊であると推察された。その他，酢酸が検出され，有

機物の分解産物として検出された可能性も示唆された1)。

また，臭気が強く確認されたため，揮発性有機化合物を

測定したところトルエンが検出されたが，この原因は不

明であった。 

これらの調査結果から，この湧水の特徴は有機物量を

示すTOCが高く，さらに下水のような臭気が強いことが挙

げられる。湧水は埋却地から直線距離で約40m，高台にあ

る埋却地の下手に位置しており，湧水と埋却地との位置

関係やその水質の特徴から，この湧水は埋却地からの影

響を受けているものと推定された。なお，この湧水への

影響を確認した直後，近隣の井戸水等への影響について

も調査したが，影響は確認されなかった。 

3.1.2 地点Bの調査結果 

調査地点と埋却地の位置関係を図2に示す。ここは，定 

期モニタリング調査を実施している井戸であり，埋却か

ら約5カ月経過後，所有者から突然異臭が確認されたと情

図1 地点Aの位置図（●は調査地点を示す） 

図2 地点Bの位置図（●は調査地点を示す） 

表2 地点Aの調査結果 

硝酸態窒素
及び

亜硝酸態窒素

塩化物
イオン

TOC

mg/L mg/L mg/L

H22.7.8 740 検出 2.3 15 6.5 6.0 下水臭

水道水質
基準

100個
以下/ml

検出
しない

10以下 200以下 3以下 5.8-8.6
異常

でない

電気
伝導率

カルシウ
ムイオン

硫酸
イオン

μS/cm mg/L mg/L

H22.7.8 <1 25 白濁 210 14 10

水道水質
基準

5以下 2以下
異常

でない
- - -

色度 濁度 外観

一般
細菌数

大腸菌 pH 臭気
項目

採水日

項目

採水日

表3 地点Bの調査結果 

硝酸態窒素

及び

亜硝酸態窒素

塩化物
イオン

TOC

mg/L mg/L mg/L

H22.10.12 1,000
検出

しない
<0.1 11 5.6 6.0 異臭あり

(強くにおう)

水道水質
基準

100個
以下/ml

検出
しない

10以下 200以下 3以下 5.8-8.6
異常

でない

電気
伝導率

カルシウ
ムイオン

硫酸
イオン

μS/cm mg/L mg/L

H22.10.12 <1 9.5 異常なし 190 15 33

水道水質
基準

5以下 2以下
異常

でない
- - -

色度 濁度 外観

一般
細菌数

大腸菌 pH 臭気
項目

採水日

項目

採水日
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報が寄せられた地点である。調査結果の一部を表3に示す。 

井戸水から臭気が強く確認された。その他，一般細菌

数，有機物量を示すTOCおよび濁度が水道水質基準を超え

て検出された。埋却直後に実施した定期モニタリング調

査では，pHが低いことを除きすべて基準値内であり，埋

却後に何らかの汚染で水質が悪化していることが確認さ

れた。消毒の影響を確認する電気伝導率，カルシウムイ

オンおよび硫酸イオンの内，電気伝導率およびカルシウ

ムイオンは埋却直後の定期モニタリング調査のデータと

比較すると高めの値で検出された。13項目以外について

は，鉄，マンガンおよび酢酸が検出された。 

これらの調査結果から，この井戸水もTOCが高く，臭気

が強いことが特徴として挙げられる。井戸水は埋却地か

ら直線距離で約80m，高台にある埋却地の下手に位置して

おり，井戸水と埋却地との位置関係やその水質の特徴か

ら，この井戸水は埋却地からの影響を受けているものと

推定された。なお，この井戸水への影響を確認した直後，

近隣の井戸水への影響についても調査したが，影響は確

認されなかった。 

3.1.3 地点Cの調査結果 

調査地点と埋却地の位置関係を図3に示す。ここは，埋

却から約1年経過後に井戸水から異臭が確認され濁りが

あると情報が寄せられた地点である。また，同時に高台

にある埋却地の法面から赤さび色の水が2カ所から湧き

出しており，この湧水もあわせて調査を実施した。調査

結果の一部を表4に示す。 

井戸水から土臭が確認された。TOCは水道水質基準以下

であったが，黄色い着色がみられ，一般細菌数，大腸菌，

色度および濁度が基準を超えて検出された。13項目以外

では，鉄およびマンガンが高く，DOが1.4mg/Lと低い値で

あった。湧水1および湧水2ともに臭気は確認されず，TOC

は湧水1のみが基準を超過した。湧水1，湧水2ともに黄色

い着色がみられ，一般細菌数，大腸菌，色度および濁度

が基準を超えて検出された。13項目以外では，アンモニ

ア性窒素，鉄およびマンガンが高い濃度で検出された。 

この地点の井戸水および湧水は，地点Aの湧水および地

点Bの井戸水と比較し強い臭気は確認されず，TOCも高い

値は示さなかった。ただし，高台にある埋却地の下手に

位置し，埋却前には着色や臭気は確認されていなかった

ことから，埋却地の影響を否定することは困難であった。

なお，この周辺には他の井戸がないことを確認している。 

3.1.4 地点Dの調査結果 

調査地点と埋却地の位置関係を図4に示す。ここは，埋

却から約1年5カ月経過後に埋却地の近くから異臭のする

水が湧き出ていると住民から情報が寄せられた地点であ

る。調査結果の一部を表5に示す。 

湧水は，臭気が強く下水のような腐敗臭がした。その 

図4 地点Dの位置図（●は調査地点を示す） 

図3 地点Cの位置図（●は調査地点を示す） 

表4 地点Cの調査結果 
硝酸態窒素

及び

亜硝酸態窒素

塩化物
イオン

TOC

mg/L mg/L mg/L

井戸 H23.7.2 3,500 検出 <0.1 15 1.9 6.4

湧水１ H23.7.2 34,000 検出 0.1 21 4.0 7.8

湧水２ H23.7.2 2,800 検出 0.5 11 1.1 7.6

100個
以下/ml

検出
しない

10以下 200以下 3以下 5.8-8.6

電気
伝導率

カルシウ
ムイオン

硫酸
イオン

μS/cm mg/L mg/L

井戸 土臭 64 12 黄色 220 18 8.9

湧水１ 異常なし 19 4.8 微黄色 600 47 2.6

湧水２ 異常なし 45 6.5 黄色 290 20 4.6

水道水質
基準

異常
でない

5以下 2以下
異常

でない
- - -

外観

調査地点
一般

細菌数
大腸菌 pH

水道水質基準

調査地点 臭気 色度 濁度

項目

採水日

表5 地点Dの調査結果 

硝酸態窒素

及び

亜硝酸態窒素

塩化物
イオン

TOC

mg/L mg/L mg/L

H23.10.7 660
検出

しない
0.2 20 38 6.3 下水臭

水道水質
基準

100個
以下/ml

検出
しない

10以下 200以下 3以下 5.8-8.6
異常

でない

電気
伝導率

カルシウ
ムイオン

硫酸
イオン

μS/cm mg/L mg/L

H23.10.7 5 5.4
微白濁

物質あり
500 32 14

水道水質
基準

5以下 2以下
異常

でない
- - -

色度 濁度 外観

一般
細菌数

大腸菌 pH 臭気
項目

採水日

項目

採水日
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他，白濁物質が確認され，一般細菌数，有機物量を示す 

TOCおよび濁度が水道水質基準を超えて検出された。13

項目以外は，BOD，アンモニア性窒素，鉄，マンガン，酢

酸およびトルエンが高い濃度で検出された。 

これらの調査結果から，この湧水はTOCが高く，下水の

ような臭気が強いことが特徴として挙げられる。湧水は

埋却地から直線距離で約100m，高台にある埋却地の下手

に位置しており，湧水と埋却地との位置関係やその水質

の特徴から，この湧水は埋却地からの影響を受けている

ものと推定された。なお，この湧水への影響を確認した

直後，近隣の井戸水への影響についても調査したが，影

響は確認されなかった。 

3.2 水質の変動 

地点AからD（Cについては井戸水のみ）のTOCの経時変

化を図5に示す。いずれの地点も調査開始当初はTOCが大

きく変動した。TOCが高い時は強い臭気が確認され，TOC

が低い時には臭気も弱くなる傾向にあった。調査開始後1

年から2年経過すると，TOCはおおむね低い値で推移し，

臭気については確認されないか，かすかに感じられる程

度となった。 

最も調査回数の多い地点Aを例に，DOおよび一般細菌数

の経時変化をTOCとあわせて図6に示す。一般細菌数は対

数表示で示した。一般細菌数およびDOはどちらも調査開

始から大きく変動を繰り返している。TOCは調査開始から

1年半経過後はおおむね低い値で推移しているものの若

干高くなる時があり，わずかにTOCが高くなった時には一

般細菌数も多く検出された。TOCが高くなると一般細菌が

増殖し，それに伴いDOが消費され低くなるということを

繰り返している。ただし，調査開始から約3年経過後は，

一般細菌数およびDOの変動の幅は減少傾向にあった。 

地点Aの窒素およびりんの経時変化を図7に示す。窒素

については，調査開始から大きく変動しており，中でも

アンモニア性窒素はTOCが高い時に検出され，アンモニア

性窒素が高い時には硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素は低く

なる傾向にあった。りんについても調査開始から大きく

変動しており，アンモニア性窒素が検出される時に同様

に検出される傾向にあった。 

水質の変動をみると，いずれの地点も水質が悪化して

いる時期と比較的水質が良好な時期を繰り返しているこ

とがわかった。地点AおよびDのTOCと，この地域における

図8 地点A,DのTOCおよび一日降水量の経時変化 
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一日降水量の経時変化を図8に示す。地点A，Dともに降水

量が多い時にTOCが高くなる傾向にあった。TOCと同様臭

気についても，豊水期の夏場には強い臭気が確認され，

渇水期の冬場には臭気が確認されなかった。これらのこ

とから，TOCおよび臭気は降水量に大きく影響を受けてい

ると考えられた。ただし，埋却後約2年が経過した平成24

年10月以降は，夏場に降水量が多くなると臭気が確認さ

れるもののその臭気は比較的弱く，また，年間を通して

TOCは低い値で推移しており，埋却地からの影響が落ち着

いてきたものと考えられた。 

一方，埋却における動物の分解は，温度や湿度，埋却

の深さや土壌の種類など様々な要因に左右され，分解が

長期にわたるという報告もある2)。今回の埋却地において

も埋却した家畜がいまだ完全分解されていない可能性も

あり，今後も周辺水質について注視していく必要がある

と考えられる。 

3.3 指標項目の探索 

海外における家畜埋却処分に関する調査研究によると，

埋却した家畜浸出液の平均値としてTOCが71,000mg/L，ア

ンモニア性窒素が12,600mg/L，塩化物イオンが2,600mg/L，

ナトリウムが1,800mg/L，カリウムが2,300mg/L，りんが

1,500mg/L，硫黄が1,200mg/L検出されたという報告があ

る3)。今回調査した4地点のデータは，それらの値と比較

するといずれの項目もかなり低い値であった。今回，口

蹄疫の埋却地では埋却溝にブルーシートが設置されてお

り，家畜の体液や分解液等の浸出液は，そのまま流出し

にくい構造となっているが，何らかの影響で一部流出し

た浸出液が地下水や雨水で希釈され，さらに土壌等に吸

着され，TOC等の濃度が薄くなっているものと推察された。

そこで，埋却地からの影響を受けているかの判断を補完

するため，TOCおよび下水のような臭気以外に埋却地の影

響を現す指標項目がないか探索を試みた。 

指標項目の探索のため，これまでの調査で得られたデ

ータを用い各項目間の相関を求めた。TOCと各項目との相

関係数を表6に示す。TOCとの強い相関がみられたのは酢

酸であった（BODを除く）。TOCと酢酸の相関を図9に示す。

TOCが高い時には酢酸も高くなる傾向にあることがわか

った。有機物の嫌気性分解では分解途中に酢酸が生成さ

れることもあり1)，酢酸は，埋却された家畜の分解により

検出された可能性が高いと考えられた。 

また，トルエン，マンガン，鉄，アンモニア性窒素，

電気伝導率およびりんもTOCとの相関がみられた。トルエ

ンは，地点Aおよび地点Dの湧水から測定開始後約2年間検

出された。トルエンについては，調査した2地点から検出

されており，またTOCとの相関も高いことから埋却地由来

と考えられたが，その発生経路は不明であり，今回の調

査で検出されたトルエンは公共用水域における要監視項

目の指針値（トルエン 0.6mg/L以下）と比較し低い濃度

であった。 

マンガンおよび鉄については，埋却地から流れ出てき

ている可能性も考えられるが，地点Cおよび地点Dにおい

ては地点Aおよび地点Bと比較し高い濃度で検出されてお

り，検出濃度に地域差がみられることから，埋却地周辺

土壌の影響を受けている可能性が考えられた。 

アンモニア性窒素およびりんについては，埋却した家

畜の分解により高い濃度で検出されることが報告されて

いる2)~5)が，畜産関係の排水や堆肥等による影響でも検

出されるため，その影響を排除できない。 

以上のことから，TOCおよび下水のような臭気に加え酢

酸が埋却地の影響を現す指標項目として有効であると考

えられた。 

 

4．まとめ 

口蹄疫埋却地周辺の水質調査を実施したところ次のこ

とが明らかになった。 

1)  口蹄疫の埋却地が地下水等に影響を及ぼしている

と推定される地点が4地点あった。ただし，その影響

は局所的であった。 

2)  水質の変動が大きく，埋却地が周辺水質に与える影

響は降水量に依存していた。 

y = 0.6945x - 0.4175

R² = 0.8957
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図9 TOCと酢酸の相関 

表6 TOCとの相関係数 

項目 相関係数 項目 相関係数

1 酢酸 0.946 13 Mg 0.259

2 BOD 0.804 14 K 0.234

3 トルエン 0.536 15 T-N 0.189

4 Mn 0.526 16 Na 0.187

5 Fe 0.514 17 濁度 0.173

6 NH4-N 0.435 18 SO4
2- -0.145

7 電気伝導率 0.408 19 S -0.099

8 T-P 0.406 20 NO2,NO3-N -0.093

9 Cl- 0.333 21 色度 0.082

10 Ca 0.302 22 Al 0.079

11 一般細菌数 0.299 23 pH 0.036

12 DO -0.286 24 Si -0.035



 

＜報文＞ 口蹄疫埋却地周辺水質調査について 
 

    

〔 全国環境研会誌 〕Vol.41 No.1（2016） 

40 

3)  埋却地の影響を現す指標項目としては，TOC，下水

のような臭気に加え，酢酸が有効であると考えられた。 

現在は，埋却地が周辺水質に与える影響は落ち着いて

おり水質が安定している。今後，水質が悪化するとは考

えにくいが，降雨量の多い時期には臭気等が現れないか

調査することが望ましいと考えられる。 
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＜支部だより＞ 

 

東海・近畿・北陸支部 

 

 

 全国環境研協議会東海・近畿・北陸支部の活動として，

第29回支部研究会について報告します。 

（支部事務局：富山県環境科学センター） 

 

1．開 催 日 

平成27年1月15日(木)から16日(金) 

 

2．会  場 

三重北勢地域地場産業振興センター（四日市市） 

 

3．参 加 者 

延べ25名(14機関) 

 

4．発表演題 

15題 

(1) 第1日：1月15日（木） 

①奈良県におけるPM2.5のPMF解析について  

  （奈良県景観・環境総合センター） 

②中国瀋陽市におけるPM2.5個人暴露濃度の実態把

握に関する研究 

（兵庫県環境研究センター） 

③空間相関を考慮したPM2.5常時監視データのベイ

ズ統計解析 

（名古屋市環境科学調査センター） 

④大阪市内のエアロゾルおよび降下ばいじんの長期

測定結果について 

（大阪市立環境科学研究所） 

 ⑤大気中粒子状物質の形状観察と元素分析について 

（愛知県環境調査センター） 

⑥大気中HBCDの分析方法と兵庫県周辺の濃度レベル

について 

（兵庫県環境研究センター） 

⑦石川県内の主要河川における未規制化学物質環境

調査結果 

（石川県保健環境センター） 

⑧パージ・トラップ-ガスクロマトグラフィー質量分

析法による1,4-ジオキサンと揮発性有機化合物の

一斉分析 

（愛知県環境調査センター） 

⑨環境水中のLAS分析における操作ブランク低減化

の検討 

（福井県衛生環境研究センター） 

(2) 第2日：1月16日（金） 

⑩工場排水等に含まれる六価クロム測定手法の確立

に関する研究 

（三重県保健環境研究所） 

⑪WET試験による事業系排水の毒性把握 

（滋賀県琵琶湖環境科学研究センター） 

⑫人工干潟における無機栄養塩類の生成 

（兵庫県環境研究センター） 

⑬地下水適正利用のための流動モデルの構築と現地

調査 

（富山県環境科学センター） 

⑭環境修復地内での1,4-ジオキサン分解菌の探索  

（三重県保健環境研究所） 

⑮白色腐朽菌を用いたダイオキシン類低減化に関す

る研究（実証化試験） 

（福井県衛生環境研究センター） 
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編 集 後 記

年度末のこの時期，会員の皆様方におかれましては，

多忙な日々を送られていることと思います。体調等くず

されないよう，気をつけていただければと心から願って

います。 

本会誌は，今回の第41号から大きな転換期を迎え，発

行形態が冊子体から電子ジャーナル化となりました。多

くの出版物が電子書籍へと移行している今日であり，時

代の流れを感じさせられます。ただ，愛読者の方の中に

は，手元に紙媒体の会誌が届かないことから，少し寂し

く感じられている方もおられることと思います。情報化

社会の現在，より早く，より多くの人に利用してもらう

手段としては，電子ジャーナル化は環境に配慮した自然

の流れと受け止めるべきでしょうか。ただ，冊子体です

と，手元に届くと自然と目についていましたが，電子化

されますと，読もうとする意思が必要となります。今後，

懸念されることのひとつとして多量に出回っている情報

の中に埋没し，愛読者が減少することがあげられます。

本会誌がより有用な情報発信源となるために，今以上に

広く知っていただくことと内容の充実を図るなどの工夫

をしていくことの必要性を感じています。 

ところで，広島の冬の風物詩といえば，冬が旬のかき

があげられます。広島かきは全国的にも有名で例年生産

量全国一位を誇っています。冬に広島を訪れる観光客の 

中には，広島かきを地元で食べるために来広される方が

いるとのことです。手前みそになりますが，広島かきは

いろんな料理の食材としてもおいしく，冬の楽しみのひ

とつです。特に，1月からのかきは身も太り，味は格別で

す。ぜひ広島にお越しの際は，地元のかき料理を堪能し

ていただければと思います。そのかきですが，少し残念

な話題があります。一昨年度から採苗不調でかきの生産

量の減少が懸念されています。そのため，今年度は例年

10月からの水揚げが11月からとなりました。水産養殖業

も水が命であり，養殖場所である広島湾の水質の変化が

懸念されています。 

＊     ＊     ＊ 

最後になりますが，今号は宮崎県といわき市から水質

試験に関しての報文2編，群馬県から大気試験に関しての

報文1編の投稿がありました。特集は，「第42回環境保全

・公害防止研究発表会」についての記事を掲載しました。

今号から完全原稿での提出をしていただいており，執筆

された方々には多大なお手間と時間をおかけしました。

ありがとうございました。 

会員のみなさまにおかれましては，今後とも会誌への

積極的な投稿についてご協力をよろしくお願い申し上げ

ます。 

（広島市衛生研究所） 
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