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水質汚濁と生態学

津田松苗

1. はじめに

水質汚濁のうちもっともふつう なのは家庭下水による水質汚濁である。下

水の重要成分は有機物である。有機物は， CとHが集まって鎖になり，ある

いはそれに0,N, P, Sなどの原子が加わっている。有機物が水中に放出さ

れると，すぐにバク テリ ア（好気性パクテリア）の攻撃をうける。その結果，複

雑な鎖がこわれ，最後にはかんたんな無機物になる。たとえば H,O,CO,, 

N03, SO,, NO，という ようなものになる。これらの最終産物はすべて酸素

を含んでいる。下水が川に流されると， 川水のなかの溶存酸素が急速に消費

されることがわかる。

もし， 水中の溶存酸素が，すべて消費されてな くなってしまっても，また

有機物が残っているならば，こんどは別のパク テリア，すなわち嫌気性パク

テリアが仕事をすることになる。このときの最終産物はCH,,NH3, H,Sな

どHを含んだ物質である。そしてこれらの化合物は大なり小なり生物（嫌気性

バクテリア以外）に有害である。

下水のほかに多種多様の工業廃水も川に流入する。工業廃水はだいたし、つ

ぎのようにわけることができる。

( 1 ) 製糖工場，乳製品工場，酒 ・ビール醸造場，アノレコ ール工場，屠殺
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場，食料品工場など。これらから出すものは有機物であるから，家庭下水の

場合と同様に考えてよし、。

( 2) 皮革工場，セルローズ工場，繊維工場など。これらの工場の廃水は

有機物のほかに，生物に有毒な無機物質を含んでいる。たとえば皮革工場は

獣皮の洗浄から出てくる有機物のほかに，なめすためにつかったヒ素やクロ

ームの化合物を含んでいる し， セルローズ工場の廃水は有機物のほかに亜硫

酸石灰を含んでいる。また繊維工場の廃水は酸やアルカリを含んでいる。

( 3) 有害な無機物だけを含むもの。たとえばコークス炉は廃物としてシ

アン化合物を出す。金属工場は酸と金属化合物を出す。このうちとくに銅や

鉛は少量でも生物にきわめて有害である。また陶土をあっかう ところではこ

まかし、粒子の泥を多量に放出する。この陶土粒子は川水を濁らせ， また川底

に沈澱して，石礁をおおったり，石礁の間につまったりして，そこにすむ生

物に物理的に被害をあたえる。珪藻その他の藻類の発育は阻害されるし，水

生昆虫も付着場所を失い，あるいは窒息する。また魚類の産卵場も駄目にし

てしま う。

2. 水質環境の生物への影響

ここでは一番普遍的で， そして一番重要な有機汚染について述べたい。

さて有機物による水質汚渇の影響は非常に複雑である。なぜなら，まず，

1) 上述のようにこれによ って水中の酸素を消費する， 2) 浮遊物質を付加

する， 3) 有機物そのものを付加する， 4) 有機物の分解によって生ずる毒

物（たとえばNH，やH2Sなど）を付加する，というような種々な作用の複合した

作用をもつからである。

この 1つずつをと きほぐして，その影響を考えること もできる。しかしこ

の諸要因の複合物全体としてその影響を論ずることもまた可能で、ある。

一般的な様相を説明するためにHynes(1960）の模式図を引用しよう（第1図

参照）。

図中のAおよびBは．川水が流れていくうちの物理的性格， 化学的性格の

変化を示している。そのうち酸素のカーブをみてわかるように，この例はか

なり強い汚染の例であるが，酸素が完全に消費されてしまうほどの強いもの

で、はないー
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Cはパクテリ アおよび 第 1図 省機汚水が川に流入したとき

徴小動植物相の変化を示 1 汚水流入

している。λ クテリアは

汚水流入後，初めのう ち

は多量にあ らわれるが，

有機物がだんだん消費分

解されるにつれて減少す

るの下水菌 （ミズワタ） も

最初著しく増加 しやが

て他のパクテリアと同様

の経過をたどって減少す

る。原生動物も初期に多

数あらわれる。原生動物

の大部分はノえクテリアを

餌とする種類である。

藻煩は最初の汚染の強

いところでは数が少な

い。 しかし有機物の分解

によって栄養塩類（NO,,

c 

D目

の川の生物相への影響
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距離 （下流への）一一→
PO,, N凡など）が放出さ （注） 汚水流入地点より下流にいくにしたがって生物

れるにつれて増加して く 相が変っていく様子がわかる （Hynes,1960）。

る。その後，栄養塩類が使われて減って くると藻類の量も減少する。

クラドフォ ーラ （シオグサ）は水質の回復がはじまるあたりから，多量に出

現する。そしてそれからは，他の藻類と同じように減少してし、く。

Dは大形動物，すなわち肉眼的な動物への影響をあらわしている。清水性

の動物，たとえばカゲロ ウ，カワゲラ， トビケラなどの水生昆虫やヨコエビ

などは，汚染の強いところには出現しなし、。酸素の欠乏すること，浮遊物や

下水菌に底がおおわれること，あるいは有毒物質の発生することなど、のため

に，かれらは生息できないのである（清水性魚類についても同様）。やがて水質

が回復するにつれて，かれらが出現してくる。はじめは種類も少なく， 個体

数も少ないが，水質がよ くなるにつれてだんだん種類数がふえ，数もふえて
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くる。

ところで，一方，汚濁したところを好む動物もある。イト ミミズ，ユス リ

カ幼虫， ミズムシなどがそれである。 しかもこの図でもわかる ように，この

3つは，イトミミズーー＋ユス リカ一一→ミスムシの順で汚濁に強いことがだい

たいいえる。

さて，以上のように環境の生物への働きかけを生態学ではアク ショ ン （作

用） といっている。このア クションがあればこそ，ある環境に対しである生

物相の存在がみとめられるよ うになるc これを逆用するのが生物学的水質判

定である。ある水域のある地点の生物相を知って，逆にその地点の水質を判

定しようとする方法であるC もと より生物の環境条件に対する耐忍性には幅

があるので，そのことは心に入れておかねばな らなL、生物学的水質判定に

は，水質階級を非常に細かくわけるわけにはし、かなL、c 大き くわけるのが実

情に適する。この分野が創始されたのはドイツであ り，主として欧州で広ま

っている。この ドイ ツ方式ではふつうつぎの 4つの階級を設けているe

強腐水性水域

α中腐水性水域

P中腐水性水域

貧腐水性水域

Polysaprobe Zone 

αmesosaprobe Zone 

p寸前鉛saprobeZone 

oligosaprobe Zone 

これをもう少しわけること もある。たとえば強腐水性をさらに， α，Fに

わけ，貧腐水性をもα，Fにわけることが行なわれるつ

このそれぞれの水質階級の指標になる生物の名を記するにはあまりにも大

きいスペースを要するので，ここでは行なわないc またこの諸階級の生態的

特徴について述べること も省略する。これらについては読者は，津田（1964)' 

津田（1969）などをご参照願いたし、c

なお，イギリスやアメ リカでは必ずしもこのドイツ式水質階級は普及して

いない。

たとえば Macanand Worthington (1951)では，

Zone of foul伊 llution

Zone of凹llution

Zone of mild伊 llution

Repurified zone 
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というようなことばをつかっている。これが，そのまま強腐水性， α中腐水

性， F中腐水性，貧腐水性に相当するとは必ずしもいえなし、。若干のずれの

あることも考えられる。

またアメリカではたとえばは Reid(1961）はつぎの 5段階を示す。

( 1 ) Zone of recent卯 llution

( 2 ) Zone of active decom卯 sition-Septic zone, p’s 

( 3) Strongly polluted zone，αm  

( 4) Mildly polluted zone, /3-m 
( 5) Zone of cleaner water, os 

このうち（ 2）～（ 5）の段階には ps（強腐水性）ないし OS （貧腐水性）の階級

を当てている。したがってこの場合の（ 2）～（ 5）では， ドイツ式水質階級と

の関係がはっきりするわけである。

試みにこの Reidに従って各 zoneの特徴をあげておこう。

( 1 ) Zone of recent pollution汚水流入域：これは汚水が川に流入した

直後のところ。有機物は多量。分解はじまる。溶存酸素は通常多L、。緑色植

物存在。魚類も多いことがある。

( 2) Zone of active decomposition-septic zone分解旺盛域：これが

polysaprobic zone強腐水性域に相当。酸化がはげしく進行する。溶存酸素は

ほとんどない。 COz,H2Sは多い。緑色植物は原則的にはない（ただし藍藻が

存在することがある）。 たくさんの種類の原生動物がし、る。ハナアブ幼虫がい

る。少量の酸素の存在するときはイトミミズがみられる。しかも大量に出現

する。有機物が分解して減少するに伴い，つぎの域に移行する。

( 3) Strongly polluted zone強汚染域， α－mesosaprobiczoneα 中腐水性

域：緑藻が存在する。パクテリアはまだ多い。溶存酸素は少なし、。ことに夜

間に少なし、。動物相はかなり多様になる。分解旺盛域よりも種類が多くな

る。

( 4) Mildly polluted zone中汚染域， Pmesosaprobic zone F中腐水性域

：緑藻および高等植物がふつうにあらわれる。溶存酸素は約5ppm以上。有

機物の酸化は減少しつつあり。諸条件がよくなり，各種の動物の耐忍範囲と

なる。ウナギ，コイ，ハヤなどの魚類がすむ。

( 5) Zone of cleaner water清澄域， oligosaprobiczone貧腐水性域：実
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際上は汚染のない区域，ただし分解は起こる。溶存酸素は一般に夜でも 5ppm

以上。緑色植物が多い。動物相は上流の清しサ｜！と同じ。

3. 生物の水質環境への影響

環境が生物に対して影響を及ぼす一方で， “生物が環境に対しでも影響を

及ぼす”のである。この方向でのはたらきを生態学ではリアク ションといっ

ている。 このリ アクションは決して小さいものではない。当面の問題，汚れ

た水域のなかで，どのようなリアクションがあるのか，考えてみよう。化学

的リアクションと物理的リアク ショ ンにわけて考えることにする。

(a) 化学的リアクション

まず，生物をその栄養摂取のはたらきの上から白栄養性生物と他栄養性生

物とにわける。自栄養性生物とは無機物より有機物を形成し 得るものをい

い，葉緑素をもっ緑色植物がそれであおb 一方，他栄養生物とは自分では無

機物から有機物を形成し得ないものをし、う。細菌，真菌および動物がそれで

ある。生物の活動エネルギーの根元は有機物を酸化分解（すなわち呼吸）して

出るエネルギーであるから， いずれにしても有機物を必要とする。他栄養性

生物はその有機物を自分で作れなし、から，当然， 自栄養性生物（またはその死

骸） を摂取するか，あるいは自栄養性生物を摂取する他栄養性生物（またはそ

の死骸） を摂食して得なければならなし、。

さて，有機汚水の流入したJI！のなかで，生物たちは，その栄養模取の働き

第2図 水中生態系における炭素と栄養塩のサイ クノレ

外部よりのHJJU
(ilj染）

Yト吉｜』より ：7'Jf.llJIJ

い1）決 l
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を通じて，どのようなリアク ショ ンを行なうであろうか。

まず，細菌類（パクテリア）は水中の有機物 （これはもと生物であった。 すな

わち生物の死骸の一部と考えてよし、）をとって，自体を形成，増殖し，一部は無

機化して水中に放出する。真菌類（カビの類）も同様である。

任意の有機物の組成を CαHoNcOaPeとする とき， その概略の化学式はつぎ

のとおりである。
( 1 1 3 ¥ b CaHbNcOaPe+( a+-b -d+-c+ Ze卜一切C02＋ニH20

“＼  4 2 2 J 
+c N03 -+ ePO, -3 + C1 osH1 soO,;N1sP1 

最後の項の組成はバクテリアや藻類の大体の原子構成の比をあらわしてい

るものと考えられたい《

つぎに動物， これには原生動物のように単細胞の，顕微鏡的なものもあれ

ば， 虫， エピ， 魚のように大形のものもある。いずれも，有機物を摂取す

る。その有機物は生物であることもあり，生物の死骸である こと もあり， ま

たその死骸の分解途中のものである こともある。これを撲取して，体内で消

化し，同化する。また呼吸で酸化して，そのときに出るエネルギーを利用す

る。後者の場合，有機物はより低次の有機物ないし無機物となる。

自栄養性生物である緑色植物は水中では，藻類および水草として出現する

のであるが，これらは水中の栄養盗類 （窒素化合物， 燐致監）をとり ，また水

中の炭酸ガスをと り，自体を形成し，酸素を放出する。その際太陽エネノレギ

ーをとり入れ固定する。

106 C02 + 90H20 + l6N03 -+ lPO, -3 ＋太陽エネルギ一一一→

C1osH1sん N1sP1十1吋02

こうして新生した他栄養性 ・自栄養性生物は，もともとJiilまにあった 場

合，すなわち底生生物あるいは付着生物であった場合は．川の水中の有機物

や栄養塩を摂取することにより，それら物質の，水中から水底への移動に役

立つ。

そしてもし，それらの生物が水中に浮遊する生物，すなわちフラ ンクトン

性のものであった場合，それらは水中の有機物 ・栄養塩をと って増殖し た

末，死ねば沈澱して底の堆積物に加わる，というこ とにより，物質の水中か

ら水底への移動に貢献する。

これらの働きが， 川の自浄作用の大きな部分をなすものである。前章で述
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ベた汚染した水が流れてい くう ちに清くなってくる過程の大きい部分はこの

生物の働きによるのである。

( b) 物理的リアク ション

川の生物の“自浄作用”的貢献は， 化学的リ アク ションだけではなし、。物

理的なリアク ショ ンもある。

汚濁した川の石や護岸の石の聞などに付着したミ スワタ Sphaerotilusの類

は粘液性で，流下中の固形物がこれに触れると吸着される。粘土粒のごとき

無機固形物も，有機残俸のごとき有機固形物もこれに吸着される。

たとえば，淀川の場合，伏見観月橋付近より下流，三川合流点までの右岸

にはすべて多量のミスワタが生えている。桂川合流後の淀川右岸L 大阪市

柴島に至るまで生えている。これらミズワタの総量は莫大なもので， それが

吸着保持する粒状物質の量も極めて大きいものであるはずである。その分だ

け水中から SSを除去しているのであって，これはし、わば物理的な自浄作用

である。

あまり汚濁の強くない場所の川底の石には珪藻が付着する。淀川水系の場

合，宇治，観月橋左岸，枚方左岸なとはそうである。このような珪藻膜も粘

着カがあるので，水中の微粒子をたくさん吸着する。

また泥底，砂泥底の泥上には，もし晴天がつづき，大きい水位変動，流速

変動がないときには，珪藻の膜ができたり，緑藻の膜がで、きたりする。これ

は粘膜状平板状の集落をつくるので，底泥をおおったようになり，底泥の浮

上って流れることを防ぐ。つまり底泥粒子の物理的安定のための一役をつと

める。この膜が張っている場合は， それがなL、場合よ りも泥粒は浮動しに く

くなるのである。

つぎに水草について考えよう。 エビモ，フサモ， クロモ，セ ンニンモ，七

キショウモのような水草が，川には生えている。淀川の場合，字治から三川

合流点まで、の各所の水流のやや緩いところに多量の水草が生えている。そし

てこの水草の表面にまた珪藻などーの微小藻類がついていたり，バク テリアが

ついていたりする。水がこの水草群を流過するとき，水草築面上の珪藻やノ4

クテリアの粘性生物に接触しその水中の微小粒子がそち らに吸着されるc

いわば一種の猿過をうけるのである。
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水底や水中にいる動物で， 水をi慮す働きをもっているものもある。フィ ル

ター・ アニモルというべきものである。たとえば水底にいる シジミ，カラス

カイなどの二枚貝はその鰐 （興銀という）で水を縞過する。水中の粒子は鰐で

滅され，かたまりとなって水中に出され，水底におちる。淡水海綿も水をi慮

過する。琵琶湖岸には淡水海綿が多い（杭などに大量の海綿がついている）。 こ

れもかなりの水中国形物をとって，大きい粒子とし水底におとすものであ

る。 こうして水中の浮遊粒子が水中から除去され，水底に送られるのであ

る。

水中の動物のプランクトンにも水を減すものがある。 ミジンコやワム シの

類がそれである。たとえばミジンコ Daphniaの水を漉す率は， 乾燥量とし

てのミジンコ lmgあたり 1日につき約 140～300mgと推算される。 ミジン

コ1個体あたり 1日に少な くとも leeの水を積過するとしづ。それゆえ，も

し池の水の 1lあたりミジンコが1000個体の割の密度でいる場合には．その

ミジンコたちによ って池の水全部が毎日 1回の割でミ ジンコの鰐肢によって

瀦過される勘定になるe 池の水の全浮遊物 （~菜類， バ ク テ リア， デトリタス）が

ミジンコによ ってi慮されることになる。そして固形有機物あるいはコロイド

性有機物は小塊の形になってしまれそうすれば当然水底に落ちやすし、。だ

からミジンコが池に大量に発生すると，池の水の透明度は高くなるのである

（ミ シンコのデータ11Elster 1964 Iこよる）。

4. 自浄作用と生物

“河川の自浄作用についての理論的な裏付けは StreeterとPhelpsによっ

て始められたといえる。彼らは河川水中の BODは流下時間に応じて一次反

応で減少して行くとして，つぎのような形で表わした。

dL/dt= -KiL…………...・ H ・－－……………………………...・ H ・..( 1 ) 

ここで，Lは時間 tにおける BOD,Kiは脱酸素係数である。

またこのような形で減少して行 くBODはそれに対応するだけの溶存酸素

を消費するが，この消費速度と空気中からの酸素供給速度との平衡によ って

河川水中の溶存酸素濃度が規定されるとしてつぎのように表わしたe

dD/dt=K1L-K2D ・・・・ H ・.....・ H ・H ・H ・.....・ H ・.....・H ・H ・H ・.....・ H ・..( 2) 

ここで， Dは時間 tにおける溶存酸素不足量（飽和溶存酸素濃度一溶存酸素濃
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度）， K2は再曝気係数である円（村上1970）。

“河川水中での BODの減少の機構については Streeterと Phelpsの研

究以来多くの研究が行なわれてきており，現在では，通常大別してつぎの3

つの形態での BODの減少があるとされている。

①水中の好気性細菌の活動によるもの

②河床に付着している微生物，細菌による吸着，分解

③有気性浮遊物質として存在する BODの沈澱

などである” （村上，向上）。

これらの要素を生物の立場から具体的にし、う と，上にわたしが述べた，化

学的 リアク ション，物理的リ アク ションになるであろ うっ

また村上はさらに，

“沈殿による BODの減少については，河川に流入する廃水の種類によっ

ては非常に沈降しやすい物質が含まれていること もあり ，実際にはかなりの

影響を持っているケースが多L、。しかしながら， 浮遊有機物の沈澱の機構は

いまだ充分には明らかにされておらず，さらに沈澱堆積した有機物による 2

次的な汚濁の問題，あるいは洗掘 ・再浮遊の問題なども残っており，今後の

研究課題になっている”と述べている。

このなかの浮遊有機物の沈1般の機構に生物が関与していることは，上述の

物理的 リアクションで例示したとおりである。再浮遊の問題についても，泥

上に発達した生物膜が，再浮遊をおさえる役割をある程度していることに触

れた。

このように考えるといわゆる水の自浄作用というものは，いかにデリケー

トな生物のもろもろの働きと関連していることか。その複雑さを考えると，

その解析には子がつかないほどである。しかし，いつかは，その諸生物の働

きをパラメ ーターにとり入れた解析がなされねばならぬと思う。 さ しあた

り， L、くつかの主なグルーフの生物の働きがそれぞれとの程度のレベルのも

のであるか，そういうよう な推定を許すデータ から積みあヴていかねばなら

ぬであろう。ちょうどミジンコで示されたような例をつみかさねてL、かねば

ならぬのではなかろうか。
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