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海域に及ぼす下水道廃水の影響

新 田忠 雄

わが国の人口の過半数が． 1%余りの，いわゆる過密地帯に住み，それら

の地域において，水域が，汚濁していることは，よ く知られている ことであ

る。

そこで，水質汚濁対策の基礎的な方式として，下水道建設が考えられてい

る。下水道は昭和44年度末で，市街地人口に対する普及率が， 34.6%，ま

た，市街地面積に対する普及率は22.1%ということで これらが完備するの

は，まだ，前途ほど遠いように思われるが，第 2次 5ヵ年計画の最後の年に

あたる昭和46年度末には，排水面積に対する32.5%の普及率になる計画とな

っているようである。

公共下水道は，完成すれば，終末処理場を持って、定められた基準にもと

づく，浄化が行なわれ，したがって，水域がかなり浄化されることはし、うま

でもないが，しかしこれによって水域が自然状態にもどるような結果が期待

されるかというと，必らずしもそれほどのよい水域にな らないかも しれない。

下水処理には，簡易処理，中級処理，高級処理の 3段階の処理方法があっ

て，その方法によってどのような水質になるのかと Lヴ技術上の基準が定め

られている。どのような場合にそれぞれの処理を選択するかについては，下

水道法第 6条に書かれている ように， その地域の降水量，人口その他の下水

の量および水質に影響を及ぼすおそれのある要因，地形および土地の用途並
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びに下水の放流先の状況を考慮して定められるとされている。

簡易処理は沈澱法によって，物理的に，水中に含まれる沈澱物を除くだけ

の方法で，処理の基準は， BOD120ppm以下，浮世産物質量 150ppm以下と

されており，高級処理は，活性汚泥法や，標準撒水源床法などによる生物学

的酸化処理によ って， BOD20ppm以下，浮遊物質量 70ppmとされてい

る。

もしかりに，高級処理を したとしても， BOD20ppmとすれば，河川で

は BOD5ppm以下にするために，きわめて清浄な水で4倍以上に稀釈しな

ければ目標に達することが出来ないし BOD 5ppmという限度では，あま

り好ましくないことはいうまでもない。

ところが，他方河川水は，使えるだけ使っていこうとする考え方があるよ

うに思われる。昭和60年の首都圏の水の需要量が，潅j飯用水年間14.3億 t, 

都市用水年間95.77億 t，合計年間110.07億 tに対して，圏内関係各河川の年

平均流出量は 189億 tで，これらの各河川を最高度に開発すれば，今後さら

に， 26.6億 tの貯水池の建設が可能とされている。このようにすれば，それ

らの各河川は60%近い利用率であって，これによって，需要に応じられると

いうのである。

ここで取り上げられている水量は平均流出量であり，河川にとって，それ

よりも流量の少ない日が相当多いことを考えると，とても，大量の稀釈によ

って， 水域が少な くとも水棲生物の住める条件を維持することは困難ではな

し、かと思われて くる。大都市のある河口は汚染がひどいことが，各地で見ら

れる。東京，大阪，名古屋，福岡などがそのような汚染が目立っている。河

口では，感潮河川で汚染がひどく，沈澱物が多く，しかも海水の流入によっ

て底質に硫化物が多くなっている。

下水道廃水の影響と共に， ごみの流下も加わり，都市の表玄関ともいうべ

き，港湾や河口の汚染は，まるであからさまに，日本人の欠点を示している

ような感じがしないわけではなし、。 わが国では，あまりに， 近視限的な人の

権利が尊重されているのではないかという感じを強くうける。もちろん，現

実問題として，人が，水俣病にかかり，イタイイタイ病の危険にさらされ，

あるいは四日市ぜん息になる ことに抗議するのは当然であるが，むしろもっ

と重視しなければならぬことは， 地球の運命に対するわれわれの責任という
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ことではないだろうか。海洋が，犯されていないのか，それはいま， 直接わ

れわれが被害をうけるよりも，未来に対する負担をわれわれがかけていない

かという点を，現実の被害と同じ価値で考えるべきだということである。

とかし批評されがちのこ とに，権利は主張するが義務を果さないのでは

ないかといわれるが，われわれが，公害病にかからぬよ うに主張するのと同

じだけの努力を，未来に対して巣 して人々が責任を負っているのか， 議論を

しているのかということを考えるべきであろう。 未来に対する義務というの

は，とりもなおさず，生態系について，それを狂わせるような行動がとられ

ていないのかということである。水域については水族に対する考慮が， 人と

同じように行なわれな ければならない。陸上については． 昆虫なり，鳥な

り，野生生物なり ，樹木，草類に対しでも，人と同じだけの注意が払われ，

それを犯さないような努力が払われる必要があろう c

海域に流入する下水による影響を分けて考えると. 2つの要素がある。影

下水の処理基準について， BODと浮世毒物質量についてあヴたが，海域への

響も，この 2つの要素のもつ影響として考える必要がある。処理基準として

は，この他に pH，大腸菌などがきめられているが，海域に対する重大な影

響は， ，やはり EODと浮瀞物質の問題に｜浪って考えてよいのであろう。 ま

た，産業廃水について問題を検討するときには，多 くの場合，毒性が問題に

なる。したがって，そのための有害性を基準に取入れて検討しなければなら

ないが，下水道廃水については，それほど毒性が問題になることは少ないと

考えられる。もちろん，下水道廃水の中に何が入っているか半｜｜らない面もあ

り，洗剤なとの含まれる量も多いし，思わぬ有害物 PCBのようなものも，

都市周辺に多いこ とがあるかもしれなし、。したがって．有害物について，無

視することは出来ないが．まず取上げて考える項目 としては，BODと浮世序

物質量とである。

下水道廃水で， 最も注目する必要があるのは． EODである。下水道処理

場の処理も， BODを少な くするために行なわれて． 活性汚泥処理など、が，

その役目を果すわけである。 BODは．水中に含まれている有機物が 20°C

5日間に，細菌等によりとのくらい分解されるかを示しており ，細菌による

分解とは，有機物が生物によって酸化され，炭酸ガス，水その他に変ってい

くために，どれだけの酸素が必要だったかを示している。ただ， 20°C5日間
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では，分解されぬ有機物もあり，あるいは細菌により分解されぬ有機物もあ

る。 BODとは細菌により分解されやすい有機物の量を示しているわけであ

る。

有機物は細菌によ って分解されたときに，炭酸ガス，水などの他に，有機

物を形成している成分，つまり窒素塩や燐酸塩なども生成される。そこで細

菌が分解してL、く反面，それによ って生産された栄養塩を使って，水中に，

植物性プランクトンが増殖することになる。したがって， 水中に含まれてい

る有機物を基礎にして考えるが，一方では分解物から生産された有機物も計

算に加わり，物質循環が行なわれている。海水中の有機物は，炭素の量で計

算して， lppm ぐらいのものが含まれているといわれている。その 2%ぐら

いが植物性プランクトンであり，植物性プランクトンの10分の 1ぐらいが動

物性プランクトン，またその 100分の 1ぐらいが魚類ということだとされて

いる。生物の死骸を細菌が分解して栄養塩をつくり，大体水中の有機物の 1

%ぐらいが 1日に無機化され，またそれが植物性プランクトンによって有機

化されるのだといわれている。そこにもし下水によ って有機物が加えられる

と，有機物の量が多く，それだけ水中の物質循環の系が，多い有機物の形で

進められる。流入する廃水で刻々に有機物が培加するが，他方，水の流動，

拡散が，有機物の多い沿岸水を沖に移動させていくため，沿岸域から沖合に

向って，有機物の量は順次減少していっているような 1つの平衡状態がつく

られているわけである。

有機物の量に対応した物質循環系があるというだけなら，有機物が多けれ

ば，生産が豊富であって申分のないことだということも出来るが，生物の繁

殖は，必ずしも平衡を手ぎわよく保つという形にはなりにくい。栄養塩が多

くなりすぎると，その栄養塩がなくなるまで生物の繁殖が進められ，それが

過度に進められると，呼吸による水中酸素の消費が行なわれ酸素不足という

面での平衡の破壊が行なわれる。つまり，栄養の補給はあっても，酸素の供

給には一定の限界があるということである。また，生物の死骸は表面でだけ

分解していくわけではなく，落下しながら，分解してし、く。また，植物性プ

ランクトンの繁殖は日光のエネルギーを使っていくので繁殖適水位があり，

他面，生物の繁殖が噌大すれば，水が濁り，そのために光の透過が少なくな

るということも起こる。そのような，種々の変化が， 有機物の量に応じ，ま
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た，水温などの条件も関係しておこるため，水域にとって，平衡の保たれた

条件はどこかということが非常にむずかしいことになるう

きわめて沖合の，透明度の高い水域では， 生物相はとぼしく， これに反

し沿岸近い水域では有機物が多く，生産も高い水域となるが，それが更に

過度になると，赤潮などの発生域となって，水域の平衡がくずれ，有用生物

の姥死などを引起す水域がつくられていることになるつ赤潮発生を阻止し得

る条件はどの程度の水中の有機物量なのかということはきわめてむずかしい

ことである。それは， 1つには，赤潮生物が，そこでふえる余裕のあるだけ

の停滞性がないと赤潮が発生しない。プランクトンが増えても，拡散や移動

がはげしければ，ちりぢりにされてしまうからで，富栄養化と， 停滞性が伴

なったところに赤潮が発生している。

廃水にとって，次に問題になるのは浮遊物質である内下水にしても， 廃水

にしても，種々の浮激物質が含まれる。一般に，下水廃水を処理するといえ

ば，まず沈澱池がつ くられて， 浮世存物の除去を考えることが． 処理の代表と

も考えられるもので，前に述べたように簡易処理では，この沈澱池を設ける

わけである。しかしながら，沈澱も必ずしも簡単にはし、かず．ことに沈澱し

にくいものは， 例えば，凝集剤jなどを使わないと，充分な効果をあげること

は出来ない。廃水では，パノレプ工場などが，沈澱物が多く， これによ って，

田子の浦などで問題になっているヘドロが形成されるc 下水などについて，

もし，ディスポイザーなどが使われて，台所のごみが，積極的に，下水に入

ることになると，これらの負但は増加することになる。

沈澱物が，海水中に入ると，沈降が促進されることが知られている。それ

は，海水が，沈澱物を凝集させて，沈降しやすくする働らきがあるからであ

る。沈澱池で沈降しにく〈 ，廃水中にまざって出る浮瀞物質は，微細な粒子

のもので，それらのものが電気的にはある一種類の電荷をもっており ，分子

が反発しあって水中に分れて存在している。多くの場合それらのコロイド状

の浮世存物のもつ電荷は負の電荷であって， 海水中に含まれる陽イオン， Na 

とか Caによ って，電気的に中和されると，凝集し，沈澱しやすくなる。沈

降速度は Stokesの式によると，粒径の 2乗に比例するから， 粒子が大きく

なれば沈降は非常に促進されるわけである。更に，沈降を促進する要素は，

水域の流速の変化を考える必要があろう。河川が河口にかかり， 海面に拡が
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っていくと，流速が低下する。河口では，潮汐に伴って，流速の早いときも

ある反面，流れが停止して沈降する余裕が出来る。河口の底層水は，むしろ

逆に湖上する傾向が強く，沈澱物等の流出がさまたげられて，河口などに集

積してL、く。

河口や海底に沈降した浮世岸物質は，底質に影響を与える。下水の汚泥，つ

まり沈澱池で沈降する汚泥の新鮮なものについて，有機物と無機物の比は

2. 85倍であるとし、う。海底の泥に，有機物を添加すると，底質が悪化するこ

とは，よく知られている。

一般の海底の泥の中に，有機物が10%前後あると思われるc しかし比較的

安定なものではないかと考えられる。泥の中に，比較的腐敗しやすい肉のよ

うなものを加えたとき， 0.1%程度では変化がないが，それ以上だと悪化を

示す。またノミノレプのような有機物では，その10倍の 1%ぐらいが変化しない

限度だと思われるが，人為的な，それらの有機物の添加が，底質を悪化させ

る。

底質の悪化は，硫酸還元菌によ って，硫化物の生産があることが知られて

いるつ田子の浦のヘドロの問題があったときは，硫化水素によ って作業員が

仕事が出来なかったことが伝えられているが，！底質悪化は，ひどければ，そ

のような問題を引き起こすのである。硫酸還元菌といっても， 一般の水域の

どこにでも見られる細菌であり，ただ，もし有機物が多く，硫酸イオンが豊

富にあると硫酸イオンを還元し硫化水素に変える働らきがはげし く行なわれ

る。海水中には硫酸イオンが食塩に対しその 1/10量に相当する位の量が含

まれ，もし有機物さえ加えられれば，容易に硫化水素の発生が目立つことに

なる。清浄な底質中には硫化水素はきわめて少なし悪化する条件になると

硫化物量が 0.02%を越しもしこれが0.1%を越した底質中には，生物がい

なくなるとされている。硫化物がますと，泥が黒く なり，臭気も硫化物臭を

示すようになる。また，そのような底質の所から，メタンカスが発生して干

潮時に，泡が浮上するのが見られたりする。泥の聞の間｜積水などは無酸素に

なっており，また，そのような泥を、海水と混合させてみると，容易に水中

の酸素が消費されていくことが見られる。

下水に含まれている浮世岸物質量は簡易処理で 150ppm，高級処理では 70pp

mということであるが，これらの浮揚物質が，どの程度，海底を汚染するこ
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とになるのかを考えてみたし、。 人口 50万人で 1人 1日200lとすると全下水

量は 10万 tI日ということになる。そこで汚濁負荷量を計算してみると，簡

易処理では15t，高級処理では 7tということになる。

さて，前には，泥に 0.1%の有気物添加が限界である と述べたが， これを

実験した条件は 5cmの泥と，そのようなものを添加して行ったので、あって，

表現を変えて，海底泥に，どれだけのものを落下させたことになるかといえ

ば， 50g/m2ということである。最近，下水汚泥を使って，底質悪化の実験

を行なったが， この結果， l良質は湿重量 500g/m2では変化が見られていな

い。湿重量を水分90%とすれば， 上にのベた 50g/m2と一致してくる。この

実験では， 1,000g/m2で、は泥が黒くなり， 3,000g/m2では泥の硫化物量が汚

染を示す程度になっていた。これらの実験は，すべて 1回だけ加えた汚濁物

によって，泥がどう変るかという結果であるから，毎日，どの位加えること

が， 1回の添加した実験と一致するのかということが問題となってくるc

さて，下水汚泥についての従来知られていることでは， それらの汚泥は

1日に 5%ずつ細菌等によ って分解するのだということである。 パノレプで

は，きわめて分解しに くく， 資料によると，20日で10%位の分解が報告され

ており，きわめて問題が長く残るという ことが考えられる。パルプ工場の前

面海域にヘドロ問題が大きく指摘されるのは， 水中の浮説物質量が多いとい

う事実があるとともに，このように，分解しに くいものだという ことが，関

係すると思われる。

そこで 1日に 5%分解するのなら， 20日ぐらいで分解が一段落するのでは

なし、かという考え方が出てきて， この計算にこれをあてはめるな らば， 1日

に，泥に添加しでも心配のない量とは， 2.5g/m2であろ うということができ

る。

前にのベたよ うに，1日にも し15tの浮世存物が流出するとしたときに，

2. 5g/m2にそれを拡げれば，もちろん，底質悪化の心配がないということで

はあるが， 1つの排出口から 出させる廃水の拡散を，平均的に拡げるとい

うことは不可能である。

一般に噌海域に入った廃水の拡散は，流入廃水量（Vm3／日） に支配された

一定の拡散面積 （A m2）を示すと考えられ，その関係は．

log A=l.23logV+0.086 
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と考えられるが，従来の経験上からは，ほぼその面積に相当した底質の影響

が現われている。そこで，そのような面積に相当した半円の，中心部におい

て濃度が高く，四周にいく につれて濃度がうすまるという仮定のもとに，底

質の悪化される程度を考えてみる こととし汚濁程度を縦軸に，距離を横軸

にとった半円錐形が汚潟負荷量に相当するとして計算してみた。 1日10万 t

の下水は，半径1,OOOmの半円に拡がるから，そこで，影響の現われる限界

としては，簡易処理の場合，約900m，高級処理の場合には，約800m，多少

黒く なり はじめるのは，簡易処理の場合約 800m 以内， 高級処理の場合は

約600m以内， また悪化が認められる地点は，簡易処理では500m以内， 高

級処理の場合には存在しないというような計算もできてくる。

実際には，おそらくこのようなことではすまないのではないかと考えられ

る。それは簡易処理さえしないかもしれないし下水だけでな く，色々のも

のが棄てられ，流されるかも しれない。また，下水処理地域でないと，工場

廃水が直接大量の汚濁物を流すかもしれない。

また，上にのべたのは，海に直接流した廃水の場合で、あるが，従来知られ

ているところから考えるなら，大都市，特に河川が市街の中心部を流れてい

るような大都市においては，感潮部分にあたる河川の中では，水質もひどい

けれど底質もひど くなっている。ゴミが浮かんでおり，メタンガスが発生し

ている。

！ま質悪化については，更に最近そのような有機物による汚染だけでなく ，

種々の有害物の蓄積という ことが問題になっている。うるさく指摘されはじ

めている重金属についてヘドロの中に，水銀だ，カドミウムだ，鉛だ，クロ

ムだといわれ，新聞に書かれたものをひろってみる と， 東京湾内で指摘され

ている数値で，水銀1.8～170ppm，カドミウム0.9～lOppm，鉛35～69lppm,

クロ ム17.5～301ppmというようなおどろくほどの結果が示されている。そ

れだけではなく，泥の中に，農薬， DDTやBHCなどの蓄積というようなこ

と，さらに， 最近報告されたことでは， PCBが東京湾の横浜， JII~崎港の泥の

中で 2ppm検出されたということである。

それらの有害物質が，河口や港にどのようにしてたま ったのかといえば，

もちろん種々の経路があろうが， 一部は下水，廃水の浮世岸物と一緒に，場合

によってはそれに含まれたものとして沈降したものである。ただ，前にのベ
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たような，水中で分解しやすいものが，分解し，消失していく，その過程でー

酸素が消費され，また，硫化物がつくられ，汚染が現われるというような形

とはちがい，分解されぬ有機合成化合物あるいは重金属などは．順次年月を

経て，少しずつでも蓄積した量が，たまっていった結果なのであろう。溶解

せぬのなら， 心配がないものなのか，あるいは，それが， 水中に含まれて問

題がおこるということはないけれとも，魚介類に蓄積されるとLづ経過に，

1つの役割をもつことが仮にあるとすれば，全く油断のならぬものだと警戒

する必要があるかもしれないぞ

有害物質が，魚介類に如何なる経路で移行して蓄積されるのかという点に

ついては，鯉を通って体内に移行するという考え方と，餌から体内に移行す

るのだとい う考え方とがと られる。まず，餌から入ることを考えるとすれ

ば，その魚介類が如何なる餌をたべるのかを吟味する必要があろう。プラン

クトンを食べるなら，プランクトンに高濃度の有害物蓄積が実際にあるかど

うかを考える必要があるし，底生動物を食べるなら，それに，そのよう な蓄

積があるかを考える必要がある。生物が，生長の過程で．どれだけの餌を食

べるのかということを考える必要があって， たとえば，養殖などの結果から

判断されるよ うに，成魚になる までにその体重の10倍に足らぬ餌をたべると

すれば，仮にその餌の中にある有害物質が全部体内に移行したとしても，餌

の10倍も高濃度になるはずはな く，も しその間，少しでも有害物の排世が行

なわれるならば，餌からの生物体内蓄積は，それほど大き くはならぬはずだ

と考えられる。もちろん，これは平均的な量を考えているので，ある特定の

臓器に高濃度にあるということは，有害物の供給源如何の問題ではな く，そ

の生物の特性によると考えられる合

水中の生物類は，溶解した微量成分を体内に取入れることについては，す

べて同ーの条件下にあると考える ことができる。 同じ渡度の有害物中で、飼育

しても，生物によってその蓄積の程度にはかなり差異があるが，おそらく ，

それらの微量成分を体内に取入れる機構について差異があるわけではないと

思う。同じ水域内にいるとすれば，フランクトンでも，只でも，魚、でも，同

じよ うにその微量成分と接触し，体内に入れるのであって，体内に取入れる

ことには差異がなく，むしろ，体内における蓄積，あるいは代謝機構の上に

差異があろうと考える。したがって，同 じ水域にすみながら，ある生物が体
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内に濃縮したものを，他の生物がたべることで，その生物体内に蓄積され志

のではなく，同じ条件で，その生物自身も直接微量物質を体内に吸収濃縮し

ているのであろう c

底質に含まれる有害成分が，もしわずかでも，水中に溶出しているものと

すれば，その影響のある水域にすむ生物は，それらの成分を体内に吸収蓄積

し，体内に濃縮されて食品として危険な程度になることが心配される。 した

がってそのような溶出がどの程度あるものかが問題になるが，その溶出量は

きわめて少なく，低濃度のために検出が困難であるかもしれなL、。 しかしな

がら，これが体内で濃縮蓄積されていると，その濃度が検出しうる程度にま

でなっており，したがって，体内の蓄積状態から，逆に，水域にそのような

濃度があることを推定することが出来るのかもしれない。

海域に流入した下水道廃水の影響についてこれまで述べてきたように，第

ーには，それに含まれる有機物によって富栄養化しあるいは，下水処理が

よく行なわれたとしても，有機物が分解して窒素塩，あるいは燐酸塩に変っ

ているとすれば，それらが，やはり富栄養価としての役割を果すものと考え

られる。次に，廃水中に含まれている浮激物が問題になる。浮世産物は，その

主体が有機物であって海底に沈降して，底質を悪化させる。また，それらの

有機物中には，種々の有害成分が含まれている。なかには重金属，農薬， P

CBなどの好ましくない成分も含まれている。それらの有害成分によって，

あるいは，ご く微量でもそれが水域に溶出 し，そのために，それが生物体内

に吸収されて体内に蓄積 し農縮され，問題となる程度になる心配が考えられ

る。

下水道廃水が，流入している海域において，問題になるのは内湾域であ

る。これまで知られているように，東京湾，伊勢湾，瀬戸内海などにおいて

それらの影響による汚染を考えることが必要であろう。これらの汚染域は，

もちろん，下水道廃水だけの問題ではな く，工場廃水も加わっているけれ

ど，地域によ っては大きな部分を下水道が占めていることもあろう。また，

工場廃水も，下水道処理区域にはその廃水中に加わり，したがって，極端な

場合を除けば，それらの最近における汚染状況は，大都市の人口集中による

ものというべきであろう。

水域の汚染状況の例を東京湾に見ると，まず，隅田川の河口からその沖合
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にかけた湾の最奥部と，神奈川県側の川崎，横浜の沖合の汚染がひどいよう

に思われる。 COD値などは，冬期は比較的低く，全般的には 3ppmになら

ず，盤洲鼻一横浜の線以南ではほとんど lppm 以下という ことである。 これ

が夏になると， lOppm以上の所もあり，表層水は，横須賀，富津崎の線まで

は3ppm以上となっている。これはアルカリ法による測定値であるから，環

境基準に使われている JIS法になおすと，その 1.5倍にしなければならず，

相当高い値になる。透明度も，かな り低く，冬期では，それでも大半が， 2

～4mで、はあるが，夏になると， lm 以下の区域が広範囲にあり ，湾全体は

2 m  以下とい うこ とである。東京湾内には，冬期でも赤潮が見られ，周年ど

こかに発生しており ，特に夏期，例年のように， 千葉県沖合に赤潮が発生す

る。青潮ともいわれたりして， 水が白濁していること もあり，魚介類の発死

なども起こ っている。

東京湾で問題になる点として，！氏質の悪化をあげることができる。l底質の

悪化状態を指襟生物相によ ってしらべてみると，昭和42年10月の資料による

と，ほとんど全域にわた り無生物地域があって，底質悪化のひどさを物語っ

ている。これらの水域も， 3月の資料では生物が見られるが，このような状

態は，工場廃水の流入する付近の水域などに見られる汚染状態である。10月

の無生物地域も，沿岸に近い浅い所には起こ っておらず， おそら く有機物

が，湾内の深部にたま っていることを示し，沿岸では，むしろ沈降した有

機物も，波や流れで撹持され．深い所にたま っていき，しかも，水の停滞性

が強いために， 湾の深い所に沈降した有機物の汚染がこのよう に現われてい

るよ うに思われる。このような湾内全般の汚染現象は，伊勢湾や，瀬戸内海

などでは見られない状況で，それらの水域に比べて東京湾の汚染がきわめて

ひどいことを示している。

伊勢湾の汚染は，愛知県，三重県の開発が進むとと もに， 伊勢湾水域の利

用価値を対象とした条件として問題となっている。伊勢湾に面した四日市港

がまず汚染の問題で世間をきわがした。 これは，石油によ る着色 であ ると

か，チタン廃水による酸性とかの問題だけで、なく，やはり有機汚染も起こ っ

ている。木曽川の河口に近いパルプ工場の廃水で，水域の着色が目立つため

に，問題として指摘された。 しかしながら，汚染の最もひどいのは，名古屋

港内であり，防潮堤の開口部から流出する有機物は，水域に相当の栄養を与
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えている。 有機汚染水は，木曽三川の表流水の拡散域内に拡がり，それらを

基盤として，夏期，赤潮の着色が自についている。底質に対する影響は，名

古屋港の奥を除くと，それほどではなく，伊勢湾中央部に深部があるが，東

京湾で見られるような人為的汚染の影響がそこに及んでいるとは思われてい

ない。伊勢湾の有機汚染については，以前は，木曽川の川口にのみ良質のノ

リが採れるにすぎなかった状態が，むしろ湾の口の方に向って，ノリ養殖場

の拡大が伝えられ，この湾の富栄養化の条件が，赤潮の発生を引き起こす反

面，ノ リ養殖場を鉱大させてい くような形に進んでいるように思われてい

る。

瀬戸内海の汚染については，古くから問題の多いことはいうまでもない。

各地にノミノレプ工場，その他の種々の企業が多く ，太平洋ベルト地滑といわれ

る工業地帯が，ここを中心に拡がっている。反面，古くから，島々に取かこ

まれた風物詩が，人々の情緒をそだて，瀬戸内海国立公園として，観光の自

を楽しませてくれている。しかしながら， 瀬戸内海全般にわたる富栄養化は

かなりひどくなっている。透明度は，沿岸海域が平均 0.9mだといわれるほ

ど，濁ってきている。赤潮の発生は年々ひどくなり ，各地で，そのために，

ハマチなどが被害をうけたと問題にされたりする。瀬戸内海で， 実際に，大

きな被害が起こっているかどうかの論議が行なわれているが，少なくとも漁

獲量は年々増加する。ただ反面，高級魚介類がし、なくなり，低級のものがふ

えているのだといわれている。透明度の低下は，必らずしも水産環境に有利

なものではなく，海中への光の透入をさまたげて，海底の藻類の繁殖には好

まし くない条件をつくることはいうまでもない。 富栄養化の役割について，

赤潮の発生をはじめとして，好ましくない条件が一方に起っていることを考

えると，単に漁獲高がましていることを，好ましい結果であるというわけに

はいかなくなっている。

汚染のひどい例を松島湾について述べてみると，松島湾の西端にある塩釜

は，古くから水産加工業が行なわれていた。その廃水があることはもちろん

であるが，また下水についても問題がないわけではない。塩釜市が，市内に

下水路を設けたが，処理をしないために，汚濁する条件をことさら集中させ

たという結果になっている。港内の水質がきわめて悪いだけでなく ，底質の

悪化もひどい。松島は古くから，カキの生産で有名であったが，大量姥死が
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起こるようになり，カキの生産が行きづま って，ノリ養殖に転換していって

いる。

水成の汚染について，い くつかの例をのべたが，内湾域がこのように， 富

栄養化してきていることは明らかである。さらに，東京湾などのように，底

質悪化ということにまで発展しているところもあり，水域を如何にするかが

問題になる。赤潮の発生は明らかに水域の物質循環の平衡が破れていること

を示し，正常な条件に引もとPすために，下水，廃水の問題を如何に取り扱わ

ねばならぬかを考えなければならなし、。

（東海区水産研究所水質部長）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

