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海洋の汚染（II)

一一ーDDT，食物連鎖，生物濃縮一一

清水誠

海洋の汚染問題について． 前回（本誌78号）には， 因子の浦のヘドロと，

マグロのなかの水銀という 2つのトピックスをとり あ：T，そこに含まれる問

題点の所在を指摘した。今回は， DDTなどの有機騒素剤（最近日本でも注目

を集めているポリ塩化ビフ ェニーノレ， PCB，もこの仲間である）による海洋の汚染

をとりあげ，ほかの物質による汚染でも問題にされることが多い食物連鎖を

通じての濃縮の問題を少し考えてみたい。食物連鎖といい，濃縮係数とい

い，よ く使われているのだが．それが不適当な場面に使われて無用の混乱あ

るいは誤った論議を生んで‘いる場合もないとはいえないようであるので，こ

うしたことを考えたわけで、あるつ

1. 空から降る汚染物質一一ChemicalFallout 

柳町交差点という地名を覚えていられる方はどのくらいあるであろうか。

「欧州の話題は10年を単位としておもむろに移り ，日本では．半年1年を単

位として変転する，といっても よし、かも知れなL、。 ……中略…ーその年（注

：昨45年）風薫る 5月のころ，突然， 東京に住む人々は大都会の風が排気ガ
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スににおうということに気がついたらしし、。すなわち“公害”で年が暮れ，

年が明け， しかし春3月には，はやくも巷に声あり ，“公害はもう古い，

つぎは日中問題だ”という ことになる」とし、う指摘 （加藤周一 46.4. 1. 「朝日

新聞」夕刊）のとおり ， 変転する話題を追うのに｜亡がしい生活のなかでは，

昨年の話題はすでに忘れ去られているであろうか。 しかし先日， 1年経った

柳町でのインタビューなどがTV画面に登場していたことでもあり ，全く忘

れられてしま ったとし、うわけでもなかろう。そう，自動車の排気ガスに含ま

れる鉛の危険性を世間に広めた事件の舞台である。昨年夏，国際水 ・生物地

球化学会議が東京で開かれた際，カリフォルニア州立大学の T.J. Chow 博

士らは，世界中の大都会の空気，土壌，路傍の植物などの鉛の含量が著るし

く高いことを示した。因みに，東京では土壌中の鉛の含量として，日比谷公

園 167ppm，芝 169ppm. I二野 195ppmという値が博士によ って引用されて

いる。 しかし問題は都会のみにあるのではない。ここで第 l図を見ていただ

きたい。 これはカリフォノレニア工科大学の C.C. Patterson博士が前記の

Chow 博士や室蘭工業大学の室住博土らと共同して行なっている環境の鉛汚

染研究の結果の一部で，グリーンランド氷原から採取した氷雪試料中の工業

源鉛量の分析結果を凶示したもので

ある （「臼然」1969年 6月号より）。このよ

うに鉛汚染源、とは遠 く離れていると

考えられる北極地方でも氷原中の鉛

濃度が急速に増加しているのである。

Patterson博土によれ：£ この増加

傾向は鉛生産高の増加や，アンチノ

ック剤として四エチノレ鉛が添加され

た自動車用ガソリンの消費量の増加

傾向と驚くほど 一致しているとい

フ。

第 2図は，同じ研究チームによる

海洋中の鉛の分析結果であるが，表

面海水中の濃度が高 く，深さが増す

につれて急速に濃度が低くなってい

第 1図 〆リーンランド氷原よ り採以し

た氷雪試料中の工業源$（）量
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第2図 太西洋，大平洋？地中海中の鉛 る。パリウムは鉛と地球化学的には

o, _. Jて 二ヨ一「 類似した性質を示す元素であるが，
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工業的利用は全 くされていないので

この元素の天然の分布には工業的汚

染の影響はないと考えられるが，海

洋中でのノく リウムは鉛とは異なり，

深い層ほど濃度が高 くなっており ，

表層で高い濃度を示す鉛の分布は工

業的汚染の結果であるとみなすべき
3,000 

4,000 
0 

－ であろう。さらに 第 3図には原水

0.4 爆実験によって生じた放射性降下物一0.1 0.2 0.3 
海水中プli;;r,11g kgl (Radioactive Fallout）の中の9os，と1a1c,

出所： Patterson，「臼然」（1969年） の核爆実験が盛んであった時期の海
（注） バリウムと対照的に鉛は深層水

中でごく低濃度にみえるが， 洋中での垂直分布を示したが，鉛の

1, OOOm以浅では急、に濃くなる。 分布がこれと非常によく似ているこ

とに注目しなければならない戸

原水爆実験によって生じた核分裂生成物などの放射性物質が Radioactive

Fallout （放射性降下物） として地上に降り注ぎ，現在．地球上は深海底にい

たるまで汚染されていることはよく知られている。これと同じような形の地

第 3図 西部太平洋におけるl3'C，および＇＇ S，の

鉛直分布

( 1) 1958, 59年

球全体に及ぶ環境汚染が放

射性物質以外の物質につい

ても起こっている ことは，
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についても ，事態は同様で

あり，世界中が南極のペン

ギンから北極のアジサシま

で DDTなどの農薬のみな

らず，最近，日本でも注目

を集めている PCBについ

ても汚染が進んでし、ること
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が数年前から明 らかになっ

ている。海洋の DDTによ .. 
V~ LO 2.0 3.0 pCi’p 

る汚染の時間的変化の一例 伊 F ←←→ー←一一一←→ーーァ

として第 4図のカリフォノレ 1.000ト

ニアのそントレイ湾で採集 2.000 ~ 

した植物プランクトン中の 3. 00 

残留 DDT量の経年変化を子4.0 
0 0 

見ていただきないにれ 望'.'± 

清水 ．海洋の汚染（II〕

。＇＂Cs

．開Sr

1960, 61年( 2) 

はフォノレマリン標本として保

6. 000 
存してあったものを分析した

7. 000ト。

ついては考慮が払わ れてい

る）。 バラツキは大きいが，

近年その含量が ふえ て お

り， 使用に制限が加えられた後も滅つてはいない。 ウィスコンシン大学 の

Harrison教授らは ウィ ス コンソン地方の生態系を考え， DDTの移行に関す

るシステム研究を行ない，

生態系の各レベノレの DDT

濃度の変化する速度は，そ

出所 ：三宅3 「放射線の影響の研究」（1970年）

カリフ ォノレニア，モソトレイ湾で採取

した植物プランクトン中の残留 DDT

量，1955～69年
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のレベルを構成している生

物群の平均寿命に逆比例す

ると述べている。簡単なモ

デ‘ルについての考察 な の

で，若干問題もあるが．こ

の原理が適用されるとすれ

ば，植物プランク トンの よ

1970 
年

出所 ：cox，“Science”， 1970.

（注） o印はサ ンプノレ量が多い場合（0.4mgC以上）

・印はサンフロノレ量が少ない場合（0.4mg C 

以下）

1965 

。

1960 

． 
1955 うに個体群の新陳代謝の激

しい，平均寿命の短かい も

のの場合でも，容易にはD

D Tの濃度が減少しないの

であるから，それより高次
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第 1表 海産魚中のDDTおよびPBC残留量

種 類
会 F

試料数 平均体重 DDT  t/br PCB  DDT/ 
採取場 所， 日 H寺 ( g) (ppm〕（第〉 1PCB 

カ タク チイ ワシ（Northern Anchovy) 
Terminal lslllncl 83 1. 0 14 
June 23, 1695 (6. 5-20) 

フ、 ／、 キ（Shine1Perch) 
San Francisco Bay 14 5.3 1. 0 28 1. 2 0.8 
October 20, 1965 

io I 
(4-8) 

San Francisco Bay 26. 7 1. 4 33 0. 4 I 3.5 
October 20, 1965 (10 48) 
San Francisco Bay 15 15. 3 1. 1 33 1. 2 0.9 
November 4, 1965 (8 49) 

ウ ゾ ノ シ タ（Eng#:hSole) 
San ancisco Bay 18 14.3 0.55 25 0.11 !) 

July 29, 1965 (5 35) 
San Francisco Bay 33 I 17. 3 0.55 24 0.11 5 
November 4. 1965 (7. 5-53) 
San Francisco lightship 15 253 0. 19 63 0.05 4 
December 1, 1965 [ I (175－制 ）

70 0.04 19 Monterey 15 165 0. 76 
February 15, 1966 : (89 262) 

ア /(Jack Mackerel) 
I 31 I Channel Islands 81. 8 0.56 57 0.02 28 

November 22宅 1965 1 (45 141) 

タ ラ（Hake)
Puget Sound 22 I 2s1 o. 18 23 0. 16 1. 1 
January 29, 1966 (185 350) 

タ ラ（Hake) 6 384 1. 8 68 0. 12 15 
February 24, 1966 I (6ト8均

『、 グ ロ筋（BtufiηT肉unat) 
7 0.56 45 0.04 14 

肝 臓 9 0.22 45 0. 04 I 6 

キ ダ肝肝（Yello叩 f臓臓in Tuna) 
13 0. 07 13 nd > 7 
13 0.62 30 0.04 15 

カ '/ オ（SkψjackTuna) 

肝肝筋
臓 3 I 0. 057 23 0. 1 0.6 

！面肉政接
13 0. 051 18 nd ~30 
25 0. 056 11 nd 30 

肝 12 0. 029 21 nd 20 

出所 ：Risebrough,



清水海洋の汚染 (II) 91 

の生物群（人間も含めて）では，一度起きた汚染は容易には元にはもど らな

いであろう。

ところで，第 1表は，同じくアメリカ，カリフォルニアのサンフランシス

コ湾などでとれた海産魚中の DDTと PBCの分析結果である。この分析を

行なったのは早くからこれら有機塩素によ る環境汚染の研究を手がけて来た

カリフォルニア大学の Risebro ugh教授らであるが，最初サンフランシスコ

湾の調査を始める時‘ここに流れこんでいるサン・ショアキン河の流域はDD

T撒布の多い地方なので，この河によって持ち込まれる DDT(1年間に1,900

kgと推定されている）によって湾がひどく汚染され，他の水域よりもそこに棲

む生物の汚染がひどいことを予想していた。

しかし 案に相違して，サンフランシスコ湾の生物が特にひどく汚染して

いるわけではな く，他の陸から河を通して流れ込む DDTの影響をほとんど

受けないと思われる水域でも，ほとんど同程度あるいはサンフランシスコ湾

を上廻る濃度の DDTが検出された。このことは海洋の汚染に河川の影響だ

けでなく，利lの経路も関与していることを考えさせる契機となり ，大気中を

運ばれてくる有機塩素の量の測定が行なわれることとなったのである。カリ

フォノレニアのラ ・ホヤにあるスブィ リップス海洋研究所の桟橋にナイロ ン網

にグリセ リンを塗ったスクリ ーンを置き，海上の大気に運ばれてくる物質を

採取 した。こうして集めた塵には意外なほど多くのタルクがあった。タルク

は殺虫剤の増量剤としてよく使われており ，1940年以降，氷河 Uこも堆積が

増加していることが明 らかにされているハこうして採取した塵を分析したと

ころ，殺虫剤．主として・pp'-DDT，が 1～8lppm平均で＇・18.2ppmの濃度で、

存在した。これは 7x 10-11g/m3 （大気） に相当する量と推定される。 ここ

で用いたグリセリンスクリーン法では数ミクロン以下の粒子や気体と して存

在するものは採取できないので，この数値は大気中の有機塩素化合物の下限

を示すものと考えられるc 塵の個々の試料の抽出物については．クロマ トグ

ラムにPCBのピークは検出されなかった。そこですべての試料をーまとめに

し 濃縮して測定した処、 PCBは最高 5ppbすなわち全殺虫剤の濃度のほぼ

1万分の 1の濃度と推定されたc 先の第 1表に見るとおり，魚、体中の PCB

の DDTに対する比はもっと高いから， PCBは気相に留って存在しており，

粒子に吸着し難いのであろう c
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これとは別にイギリスの研究者は，地上のものとは縁のない損石に由来す

る塵を集めるため，パルパドス島にグリセリンスクリーンを設置した。 ここ

に常に吹く東北貿易風は大西洋上5,OOOkmを渡ってくるので 大陸からの塵

がくるとは考えられなかったためである。しかしこの仮定は誤っており，ス

クリーンに集められたかなりの量の塵を鉱物学的にまた生物学的に調べた結

果， アフリカあるいはヨ ーロソパ起源であることが明らかにされた。 この塵

の試料を Risebrough教授は分けて貰い有機塩素の分析を行なった 結果，

1～164ppb，平均 4lppbの濃度が観測された。この濃度は大気中の量にして

7.8×10-1ig/m3に相当する。 この付近での降下率から．赤道から北緯 30°

の聞の熱帯大西洋に入る殺虫剤の量を推定すると 600kg／年となる。 スクリ

ーン法で、の推定値は実際の値より低く見積られる （気惜のもの，小さい粒子は

とらえられない）ことを考えれば， 風によって運ばれて海洋に入る量は， 河

川によって運ばれて〈るもの （前記したようにサンゾ ョ7キン河がサンフランシ

スコ湾に運ぶ量は1,900kg／年，またメキシコ湾にミ γシノピー河が運ぶ量は104kg／年）

に比肩し得るものであろう F

以上でお解りいただけたように， J!Rによって運ばれ降下するもの 最

近はこれを ChemicalFallout と呼ぶ一ーが海洋の汚染に相当の割合を占め

ているのである。

つぎに司これら DDTなど有機塩素剤による環境汚染に関する従来の知見

と論議をここでふり返ってみる ことにするつ

2. 有機塩素剤による環境の破壊

DDTなどの殺虫剤その他の農薬の撒布が環境を大き く破壊している こと

を知らせ，農薬の大量無制限使用に系統的な批判を加えたのは 1962年の R.

Carson女史による“SilentSpring" （邦訳 ・『生と死の妙薬＇）の刊行であった。

春が来ても鳥の歌声は聞かれなくなって しま った。この世にこの先句何が起

こるのであろうかというこの警世の書は，農薬企業の猛烈な反対運動にも拘

らず，真実を人々に明らかにし故ケネディ大統領を動かした（Carson女史

に向けられた非難，中傷などこの書の引き起 こした波1闘については Since Silent 

Spring，邦訳 ：『サイレント スプリ ングの行くえ』に詳しL、）害虫駆除を目的とし

て大吉正に撒布された有機塩素剤は，土壌を汚染し， ミミズを汚しそれをつ
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し、ばむ鳥を汚す。 さらに， 河や湖に入って水棲生物を汚し， また河によ っ

て，あるいは，先に見たように風に運ばれて海洋に入り，地球上をくまなく

汚染しつくしたので、ある。 この結果，撒布直後に噌 鳥が死ぬ，魚が死ねとい

った事故は続発し，枚挙に暇がないが， このように直ちに死なない場合で

も， 水に不溶で指溶性の DDTその他の有機極素剤は動物にとりこまれて脂

肪組織に蓄積する。そして，その動物が好条件の時は直ちに死にいたること

はない蓄積量であっても， 一度．悪条件，例えば冬など餌料条件の悪化に伴

ない蓄積していた脂肪が消費されるような場合，これにつれて蓄積していた

DDTあるL、は PCBは血中に入り，脳を襲い神経毒と して作用し，けいれ

んを伴った死をもたらす倒的。 したがって症状の発現が，有機塩素を体内

にとりこんだ時でな く時間的遅れを伴うから，慢性的なもののようである

が，実態は急性の作用であり，まるで時限爆弾を抱えこんでいるようなもの

である。このようなことが大規模に起きた初期の事例を 2つほど挙げておき

たい。アメリカのカリフォノレニアの ClearLakeでのオオカイツブリ（western

grebe）の大量艶死が有名である。避暑地と しても知られるこの地方は昔から

夏に納が大発生するのに悩まされていた。第二次大戦後，有機犠素剤の使用

が提案され， DDTと DDDの水産生物に対する毒性試験など予備的な調査

の後司1949年 9月 DDDの大量撒布に踏み切った。その後2年は耐の発生は

抑えられていたが， 1951年の夏からまた発生が見られるようになり， 1954年

9月に第 2回目の撒布が実施された。その年の12月に 100羽のオオカイツプ

リの死が報ぜ、られ，翌1955年 3月にはまた死体が見つかった。いずれの場合

も検査の結果，伝染病ではないことは明らかにされた。1955年， 1956年とま

た蛸の発生が見られたので，1957年9月三度目の DDDの撒布が行なわれ

た。薬剤の撒布濃度は前回と同じにもかかわらず、効力は前回より悪〈，蛸

を撲滅するにはいたらなかった。この1957年12月また75羽ほどのオオカイ ツ

脚注） DDTあるいは PCBが動物に死をもたらす作用機作，i直後の死因としてど

こに働くかという ことは未だ完全に解明されたとな言えないが，症状から見

て神経に対する毒物として働らくことはわかっている。 最近s ’告を飛んでい

た鳥が急にj也上に落下し，けいれんを但して死亡することがあるとい うが，

急激なー運動が蓄積脂肪を消沈させ，これが上に述べた作用を起こすものと考

えられている。
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ブリが ClearLakeの岸辺で死んでいた。この報告があ った， 2, 3週後に

2羽の病気のオオカイツブリがこれら 野生動物の病気の研究室に届けられ

た。また も伝染病ではなかった。この2羽の脂肪をと って分析してみたとこ

ろ1,600ppmとい う異常に高い DDDが検出された。このことから汚染した餌

を食べたことが死の原因であろうと推定され，これを契機としてこの湖の大

規模な調査が実施され，魚も DODで汚染されていることが明らかになり

（脂肪中の DDD含量がコイの 40ppmからナマズの2,500ppmまで）．魚食性のオオ

カイツブリがこれらの汚れた“毒魚”を食べて慢性中毒にかかったものだと

いう推定が確かになった合 もう 1つの例はニ ューヨ ーク州ジョ ージ湖の僻化

場で起きた稚魚、の大量姥死である。

1955年ジ ョージ湖産のマスから採卵した34万7.000粒の卵から鮮化した稚

魚は全部死んでしま った今 焦が膨れ，腸管に引気が入 1 稚魚、は腹を上にし

て漂よい，遂には沈んで死んでゆ くとし、う症状であった。 こうしづ症状が起

きるのは瞬化した稚魚、が腹に持っている卵霊長を吸収し終り ．餌をとり始めよ

うとする時期であった合先のオオカイ ツプリの場合と同じよ うに，病理学的

検査によっては， 何の病気も発見できなかった。1956年の卵も同 じ運命を辿

った。 1957年は，鮮化場の水質に疑いが持たれ 3つの併化場に分けて，卵

が収容されたが， 同じように して全部死んだ。 1958年には、 2つの僻化場

で，わずか 0.9と1.4%とではあるが，生き残るものが出た。それはジョ ー

ジ湖の雄マスと他の湖の雌マスをかけ合せて得た卵からのm魚であり，ジ ョ

ージ湖の雌マスの卵に．他の湖の鮒マスの精子をかけた場合は稚魚、は全部死

亡したのである。 問題は卵にあることが明らかにな った。1944年以前は全く

問題はなかったので‘ 1944年から1955年の問に，湖に何か変化が生じたので、

あり，それは DDTではないかという疑いが村たれた合ジョ ージ湖でも大量

の DDTを使っていたのである。1951年から1955年の聞に約 7.300ポンドの

DDTが． マイマイガを退治するために，ジ ョージ湖水系の流域に撒布され

たc 1956年と1957年にはさらに25,950ポンドが追加されている。

1959年にやっと予備的な調査が行なわれ， ジョ ージ湖やその他の湖 （やは

り同じiii'状で欣魚が先んだ湖）でマスの稚魚や視.f.（＼の分析が行なわれ，いずれか

らもかなりの量の DDTとその分解生成物が検出された。その後，ショ ージ

湖はじめ12の湖について詳しい調査が実施され、 DDTによる稚魚の死亡が



95 

解明された。第 5図に示

すよ うに卵のエーテル抽

出物中の DDT量が稚魚

の体重を基準として考え

て 2.9ppmを越すと必ら

ず，稚魚に痕状が現 わ症状の発現~Io Io Io Io Io Io Io I 71似198110 I I 1100110011001 

~ I I I I I凶 ｜凶 ｜凶 iI I I I I 
れ‘その確率は非常に品 ｜｜｜υ｜υ｜」IFIFIト｜←｜ドIl><lx, , , , 

却 ＼｛］ \ 23 ＼ 芸＼ ~I包 I~ l ~ ＼ :E \ :E ＼ 芝 lt'.3¥818lt'.3li=li=lt'.3 
ぃ。結局この例の場合， 州 1~ 1 ~ 1 ~1~1~ 1~ 1~ 1 31313 1~1~1~1~ 1 § 1 §1~ 
卵嚢中に貯蔵されてL、る ｜∞｜凶luiluilo::I~ I出 ｜回｜凶｜凶lc.:iIii: IO:lc.:i ICi:I c...lc.:i 

物質の中で最後に使われ

るグリセリド脂肪に蓄積

されている DDTが死を

出所： Burdick，“Trans.Am. Fish. Soc.ぺ1964.

（注） エーテノレ抽出物中の含量を症状が発現する時

の稚魚の体重を基と してppmで表わしてある

もたら したので、ある。 （斜線は稚魚に症状が現われたこ とを示す）。

この ように DDT撒布地域で鳥そのものあるいは魚そのものが死亡する例

は，影響が未だわかり易いが，一層複雑でもっと破壊的なのは，直接の DDT

撒布地域以外で繁殖が妨げられる場合である。第 6図は今世紀に入ってから

清水 ー海洋の汚染 (II)

河l＂＇＜スの卵の DDT量（1961年）第5図

15 
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第2表 バミ ューダウミ ツバメの繁 のイギリスのハヤブサ （peregrinefalcon) 

殖率の低下， 1958-196? の卵の殻の厚さを表わす係数の変化を示

Year 営巣数ひな 育雛率 している。1946～47年を境と して厚さが
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減少 していることは明らかである。この

卵殻の変化が DDTが大量に使用され始

めた時と期をーにしていることは偶然の

一致ではない。世界各地で特に海鳥，そ

れも魚食鳥の卵がこわれ易くなったこと

が見出され，ひなの鮮りが悪いことにつ

いて研究が始ま った。例えばパミュ ーダ

ウミツパメは 1958年以来年々繁殖状況

が悪化しており （第2表），ひなが無事に
出所： Wurster“Science",1968. 

鮮った率の経年変化は y=251.9-3. 25x 

(yは昨季った率， zは年）とし、う回帰直線を当てはめることができ，年々3.25%

ずつ減っている結果となり，このままでは1978年には完全に繁殖不能になる

ことが予想される。この場合も卵やひなの分析の結果，平均 6.4ppmの残留

DDT (DDE, ODDを含む）が検出された。これだけでは直ちに，DDTを原

因と決めつけるわけにはいカ‘ないが，世界各地に見られる同じような状況を

考え合せれば，やはり DDTが原因とせざるを得ないのである。例えば健康

なミサ ゴは 1つの巣に平均 2.2～2.5羽のひなを育てるが，残留 DDTが

3ppmあるメ リーラ ンドの fサゴは 1つの巣の平均のひなの数は1.1羽であ

り，残留 DDT量が5.lppmのコネティカットのミサコ‘は 1巣当り平均 0.5羽

のひな しか育っていない。 ニュープランズウィックのヤマ シギ（American

woodcock）の場合もひなの鮮化と棲息地への DDT撒布量とは負の柑闘を示

し（統計的に有志），また DDT撒布をしたことのないノパスコシア地方のヤ

マシギはニュープランズウィック地方の約2倍のひなを育てたという。イギ

リスでもハヤブサ（peregrinefalcon），ワシ（goldeagle）など 5種類の猛食類

は，卵に平均 5.2ppmの有機填素を含むが，どの種類も繁殖率も個体数も近

年低下しつつある。この中でハヤブサはアメリ カではすでに繁殖はできない

絶滅といってもよい状態になっている。シロガシラワ シ（baldeagle）の卵には

平均10.6ppmの残留量があるがやはり繁殖は低下 しており， ミシカンの湖セ

41'. 4 

5 ；~. 9 

47. 1 

40.0 

28.6 

36.4 



グロカモメ（herring gull）のひなもほ

とんど育っていないが卵の残留DD 

T量は 120～227ppm平均である。

このように種類によ って有機塩素

に対する感受性は異なるようである

が，いずれにしても世界中で猛禽類

（肉食烏）の減少は明らかであろう。

現在この作用機作は有機塩素が惹き

起こすホルモン異常に基づくカルシ

ウム代謝の異常であるとされてい
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第 7図 水巾DDTによる光合成の阻害
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女性ホルモン（エストラヂィオーノレ）

はどんどん分解されてしま って血中

濃度が低下して しま う。この女性ホ

ルモンはカノレシウム代謝を支配して

おり，これが少ないとカルシウムが

体内に貯蔵されず，したがって産卵

に際してカルγウムが不足し卵の

殻が薄くなり，容易にこわれてしま

って， ひながかえ らないという結果

となってしまうわけである。

有機塩素の環境汚染がもたらす影

響は以上あげたほかにもいろいろあ

る。特に海洋汚染での大きな問題と

して，植物プランクトンの光合成が

低濃度の DDTで阻害されるという

実験結果がある（第7図参照）。 この

意味するとこ ろは， 地球の生態系で

のエネノレギーの流れの基礎を支えて

いる生産量の減少とい う面と，動物
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の生活を維持するために不可欠の酸素の産生が減少するという面とのこ面に

おし、て非常に重大な問題をはらんでいる。 L.Cole教授のように直ちに重大

な酸素危機を警告する学者もいるが， Cole教授の立論の基礎データは古く，

直ちに危機的な酸素欠乏が起こることはないとい うJH. Ryther博士の反

論もある。このような全地球の生態系に影響が及ぶ現象は，他の物質による

汚染でも考えられ..（秒l比ば海面に石制！被膜が』広がると大気と海洋とのガス交換が妨

げられ，地球の気候に大きな変動が起きる可能性がある）． 今回はこの面を詳しく

とりあげる余裕がないので， 5.JIJの機会にまとめて論ずることとしたい。

以上，有機海素による環境の汚染について，被害の実例にあたりながら影

響を概観したわけだが，ここで一つ気付くことは． “Silent Spring，，の表題

が象徴しているように，鳥の被害についての研究が目立つことである。この

ことは欧米において自然保護あるいは動物愛護といった思想の社会で占めて

いる位置と無関係ではなかったろうしさらにその中で、の鳥の持つ意味が十

分に影響を及ぼしているであろう。動物生態学においても鳥類の個体群生態

学，特に Lackの産卵数の進化に関する議論は大きな寄与をしているしま

た博物学的な意味で、も鳥の生態の観察，鳥と人間との自然、における交情につ

いても長い伝統がある （「ソロモンの指環」，早川書房 1963年刊， に見られるロー

レソツとコタマノレカラスのうらやましいばかりの仲の良さはどうだ／）。 こういっTこ

ことが，鳥が絶滅に瀕しているというアピールが社会において世論を動かす

ものとして持つ力は，例えば日本などのような国と欧米とでは大きく違うの

ではなかろうか。

若干，横道にそれたが．こうしづ事情から，鳥の汚染が特に問題となり，

それが肉食鳥．特に魚、を主食とする海鳥に被害が大きいことが明らかにされ

たことから，魚→鳥とし、う食物連鎖が強調されることとなった。有機水銀の

汚染でも全く同じように肉食鳥とし、う食物連鎖の頂点に位置するものに汚染

が大きいことも手伝って，多くの場面で，環境汚染の分析に際して，食物連

鎖あるいはそれを通じての濃縮の重要性が強調されている。このこと自体，

決して間違っているとし、うわけではないが，すべてを食物連鎖を通じての濃

縮で割り切っていくのは難かしい場面もあり， 特に定量的な面ではまだまだ

解決されていない点も多々あるので，この点をつぎに考えることとする。
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3. 生態系と食物連鎖

「生態学とは生物の個体あるいは生物群の総体が，その相互間であるいは，

ゆるやかに組織づけられた環境の場の中で相互作用を行なう要素であると認

識されるような系を研究する学問である，と私は主張した。こうし、う系を生

態系といい，生態学は， すなわち， 生態系の生物学である。」としづ定義は

スペインの生態学者で生態系の移り変りについて Margalefの遷移模型と呼

ばれるモテ、ルを提唱した Rami6nMargalef教授の言葉である（1968in 

“Perspectives”in Ecological Theory）。 このように生態系とは生態学の基本的

概念ではあるが，自然界をこのように，それを構成する生物と無生物が微妙

に相互作用を及ぼし合い， その結果として比較的安定した状態を持続する能

力のある系として把えるようになったのは比較的新しいことである。

生態系の構成要素としては，非生物的環境，生産者，消費者，分解者が考

えられる。例えば海洋の生態系の構成要素としては，もちろん 3 海水と海底

堆積物，それに種々の懸濁物が非生物的環境である。生産者としては通常植

物プランクトン，沿岸であれば種々の海藻も光合成を営んで太陽エネルギー

を化学エネルギーに変換し固定する。消費者としては草食者として動物プラ

ンクトンがあり，更にそれを餌とする肉食者，なかでも魚だけを食べる魚食

魚などが存在し，更に分解者としてはパクテリアが考えられる。これらの構

成要素の聞を太陽エネルギーに由来するエネルギーが流れて行き， 一方，炭

素，窒素などの元素をはじめとする種々の物質は循環している（第8図）。

この生態系の中で，食う一食われる という関係だけをぬき出して着目した

のが食物連鎖（FoodChain）の概念である。

と，このように記述していくと，生態学の教科書になって しまうが，抽象

的にはこのとおりで，自然、認識としては全く正しく，したがって海洋汚染問

題を考える場合にも，この系のなかでの汚染物質の動きや，系金体に対する

汚染物質の影響を考慮すべきであるという立論に対しても，定性的にはその

とおりというしかない。また，さらに進んで，汚染物質は食物連鎖あるいは

食物網（FoodWeb）の網の目を通して，移行するという議論も多くの場合正

しいであろう。但し，この辺になって くると，あ くまでも z多くの場合’で

あって，常にではない。それは水界の水という水i妻生物の生活の場は，陸上
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第8図 生態学におけるエネノレギーの流れと物質循環の模式図

( 1) エネノレギーの流れ
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（注） この系が定常状態にある時は， 左から入る光合成のエネノレギーと右へ

向って環境に消失していくエネノレギーとは釣合っている。系全体の有

機物中のエネノレギープーノレの大きさは一定している。

環境ー一

＼ 分解；｛＇，
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( 2) 
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出所 ：Whittaker.“Communitiesand Ecosystems Communities", 

1970. 

生物をとりまいている大気とは余程異なっているからである。陸上動物が種

種の物質を体内にとりこむ場合， 食物を通じる経路が圧倒的であって，経気

道ということは非常に少ない。 しかし水倭生物の場合は．周囲をとりまい

ている水自体から上皮組織 （体表，鯨， 口腔上皮など）を通して， 物質を直接

とりこむことが珍らし くな＼，、c したがって水棲生物の場合は常に，水から直
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第3表 巻貝による＇ 0Srのとりこみにおける水と餌との寄与の比較

飼Ca育濃水度中の 9osrのとり こみ量。 N.li干のとり こみに対する百分率〔釦
試 料 一← ー ー

(mg/I〕 N II Ill 
一 一

100 8.8土1.5 149. 1土22目 5 89. 8±17.8 
52・3 PaKoBHHa 100 1. 3±0. 3 95.2土17.0 110. 4土22.7

1 I TeJJo 100 3.9土0.6 116. 5土13.3 84.6土14.0
77 ・ 6 PaKOBHHa 100 1. 5土0.2 94.4±10.0 133.0土21.1

2 1 TeJJo 100 4.2土0.5 118. 4±24. 2 80.4土14.9
44・ 6 PaKOBHHa 100 4.1土0.8 128.7土14.5 109.3土13.5

774 TeJJo 100 8.7土0.8 89.9土15.7 109.2土15.8
PaKoBHHa 100 5.0土0.6 101.1±17. 3 115. 4土14.2

1320 TeJJo 100 11. 1土1.2 137土31.1 96.2土10.2
PaKOBHHa 100 6.6土1.1 103±15. 2 109.2土21.5 

1572 TeJJo 100 4.0土0.6 85.0土15.7 75.4土15.8
PaKOBHHa 100 3. 4±0. 7 91. 4土21.2 I 87.4土7.2

出所 ・Nyaniskene，“Radiobiologiya＇’ 1970 

（注） I .餌のみ， II.飼育水と餌の両方， Ill.飼育水のみに＇ oSrを含む。 N.

は飼育水のみに＇ 0Srを含み，無投餌。

接か，餌料を通して間接か，そのどちらの寄与が大きいかが問題とされる。

放射性降下物中に大きな意味を持っている＇ oSrは， Caも同様だが， 餌料

を通して入るものより，水から直接に吸収されるものははるかに多いことが

実験的に証明されている。数多く の実験があるが，例えば第3表は淡水産の

巻貝 Limneastagnalisによる＇ oSrのとりこみを餌と水とについて比較した最

近のソ連での実験結果である。この実験では巻貝の成体 16～20個体を一群

とし， (I) 餌のみ，（ II) 飼育水と餌の両方，（旧） 飼育水のみに＇ 0Srを

含む 3群と， （N) 飼育水に＇oSrを含むが無投餌とするもの，との計4群を

作っている。 餌料としては Elodeacanadensisを用いたが＇ oSrを含むものは，

別の水槽で4～5日間＇os，水中で培養して得ている。飼育水中には， Ca50mg/l 

S, 40μg/lを含むほか， 9叫を添加する場合は10μ Ci/lの濃度と した。実験

開始後，経時的に貝をとりあげ，身と殻に分けて，秤量，放射能測定を行な

っている。貝が摂餌した Elodea中の＇os，の貝の身および殻への移行は 1%

以下であり， 飼育水中のCa含量を変えるとCaが高いほどこの率は低くな

る。＇0Srの蓄積は身より殻に圧倒的に多L、。表に示したようにW群すなわち

飼育水だけに＇ os，を含み，無投餌という群のとりこみを基準にとって 100%
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として他の群のとりこみを比較すると， I群では身では 4～11%，殻で 1～

5%であり， E群とE群とでは差があまり なく， 身 ・殻とも 80～150% 程度

である。このように巻貝が環境水からとりこむ 9os，蓄積量は身については 1

桁， 殻については約 2桁， Q£1：を通してとりこむものより多いことが明らかに

されている。

食物連鎖を通じての濃縮の例と しては， よく引用されているものと して，

ニューヨークのロングアイランド沿岸の残留 DDTの調査結果（浅量DDT量，

水 ：0.00005ppm，→プランクトン0.04ppm （水の103倍）→魚では最高2.07ppm (4× 

10＇倍）→鳥では最高75.5ppm (106fi:f）） や． ミシガン湖の例（湖底の泥， 0.014ppm, 

小エビ： 0.44 ppm，魚 .5～6ppm，鳥（セグロカモメ） : 98. 8ppm）などがある。 し

か しこの場合も，鳥の場合は水から直接とりこむことがない以ι 食物とし

て食べる魚を通して DDT がとりこまれたことに間違いはないが，水健生物

の場合はこの資料を単純に食物連鎖、を通しての濃縮の結果であるとすること

はできなし、。DDTや PCB，ディ ノレドリン，エンドリンなどの有機塩素剤は

水に不溶性であり（例えばDDTのAくへの溶解度は1.2ppb）＇水に添 加された場合，

急速に周囲の物質に吸着．沈積して失われるが，こうL、う物質を含む水中に

種々の生物を飼育すると短時間で相当量をとり こむとし、う。例えばナマズや

メダカはエ ンドリンを短時間でとりこみ環境水中の濃度の 104倍にも達する

し， PCBもエビ，魚，カキに48時間から96時間程度の時間で環境水中の濃度

の 102～103倍（カキの場合8,100倍に達するという）にもなる。 したがって，十分

に種々の条件に考慮を払った上でなくては，一概にこう し、う物質の場合も食

物連鎖を通して濃縮が起こるのだと言い切って しま うわけにはL、かなし、。

第 9図に示したのは、 アメリカのオレゴン沖で採取した海産生物の持つ T

放射性核種を栄養段階別に示したものである。この水域は核爆発実験からの

降下物を受けているほかに， ハンフォー ドの原子力施設からの廃液がコ ロン

ビア河を通して流入するので核分裂生成物と誘導放射性物質の両方が見られ

る。栄養段階の Iというのは植物プランク トンと デトリタスであり ，Eは動

物プランクトンのオキアミ， IIIは主としてオキアミなどの動物プランクトン

を食べるハタカイワ γの一種 （ト ンガリハダカ属）とやはりオキアミ類を餌と

しているエビの類であるつここに見られるように核種によって各栄養段階で

の濃度の差に大きな違いがあり，＇ 1c，のように Iだけに多いものは食物連鎖
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を通して移行するこ 第9図 栄養段階J}ljのガンマ放射性核種の比較（オレゴン沖）

とはほとんとなく，

ましてこの経路での

濃縮など全くない。

一方6sznは Iに少な

く， EとEに多いが

Eと皿とで大きな差

があるようには見え

ない。このように食

物連鎖を通しての移

行，濃縮ということ

は，ごくあたり前の

ことになってしまう

が，物質によ って，

また環境条件によ っ

て，かなり様相が異

なって くるというこ お

とが言い得るだけで

あろう。 「

食物連鎖の問題に

ついて， 1つ付け加

えれば，ここまでは

環境水が永続的に汚

染されている状態を

想定していた。 しか

し 一過性の局所的

な汚染のような場

合，環境水の中の汚

染物質が稀釈 ・拡散

あるいは潮流などに

500 栄養段階 I
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などして消失してしま ったような場合．汚染が起きた時に生物体内にとりこ

まれた汚染物質がなかなかでないとい うよ うな場合は，汚染源は生物だけと

いうことになるから，食物連鎖以外に汚染物質の移行の経路はなくなる。こ

うい う場合に，食物連鎖が重要な昔、味を持つことは当然である。

以上で、食物連鎖の議論をおき，水陸生物によってある物質が蓄積，濃縮さ

れる場合，この濃縮の度合を示す指標としてよく用いられる濃縮系数という

ものについて， 少し その持つ意味，使用に際しての注意町有効性といった

ものを，つぎに考えてみたL、e

4. 生物濃縮と濃縮係数

昨年の夏だったと思うが．鉛による汚染が問題にな ってL、た時，一人の新

聞記者の方が小生の許にこられ，海産生物について鉛の濃縮係数を知りたい

ということであった。鉛については自分でまだ手がけていないし文献値も

あまりないのだがといって，植物フラ ンクトンで30～12,000. カタクチイワ

シで約10,000という Goldberg博士のデータを見せてあ：-'ft.ょっところが，こ

れが後に記事になった時には，イワシは鉛を 1億倍濃縮する ことになってい

たので、ビックリ したが，これはこの記者が生物学的知識があり過ぎて，イワ

シはプランクトンを食べるということから，まずプランクトンによって104

倍に濃縮された鉛が，イワ Jによ ってさらに 10＇倍 に濃縮されると考え．食

物連鎖の考えを入れればプランクトンとイ ワシの濃縮係数をかけ合せなけれ

ばならなし、から 104×10'=l億倍としてしま ったものと思われるcその時の

小生の説明が不行き届きであって，濃縮係数というものを誤って理解された

ものであろう。もちろん このよ うに濃縮係数をかけ合せるのは間違いで，

このプランクト ン，カタクチイワシそれぞれ約 10＇という数値は ，両者につ

いて化学分析を行ない鉛の含量を決定しその値を海水中の鉛の濃度とくら

べて係数を出したものであるから，カタク チイワシは十分にプラ ンクトンを

食べて育った状態での値となっているのであって，イワシの中の鉛が海水か

ら直接にきたか，餌を通してきたかは別として、すでにプランクト ンのこと

は考慮されているのであるつしたがって，この上，イワ ンの濃縮係数を出す

ために，プランクトンの濃縮係数を掛けたりする ことはよ くなL、。

濃縮係数（ConcentrationFactor，よ くC.F.とIll討す）というのは，水棲生物に
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ついて，ある元素なり分子なりの物質をその棲息している環境水中の濃度に

比べてどのくらい濃縮しているかを示すのに用いられる指標である。放射性

物質による水界の汚染に伴なう水産生物の放射能汚染の程度を示すために使

われ始めたので，つぎのように定義されていた。

_ i毎産生物中の政射性骸種波l支（uCi/g)
濃縮係数一一 点以両証M琢顧度（戸cVmn

この式で，厳密には右辺の分母すなわち海水中の濃度の表わし方も μCi/g

と重量を単位とすべきであろうが，海水であっても比重がほとんど 1とみな

せることから，使L、易いように容積単位で表わしてある。また右辺の分子，

生物中濃度は湿重量ベースで表わさなければならない。

もちろん，放射性核種といっても，その安定同位元素と化学的性質が異な

るわけではないから，放射性核種が海洋環境中に入った直後のように，生物

によるとりこみが潔境と平衡に達していない時は別と して，ある時間経過し

た後には，安定元素と全く 同様の分布となる筈であるから脚注〕， 濃縮係数を

放射性核種ではな し安定元素について定義することは一向に差し支えない

し その方が自然だともいえる。したがって現在は，ある元素について生物

中の濃度の環境水中の濃度に対する比として濃縮係数を定義することのほう

が多い。

ところで， この濃縮係数はどういう場面で必要とされたのであろうかc そ

れは主としてある水域に放射性汚染が起きた時 どのような影響が起きるか

を予測する場合であった。例えば，原子力施設を沿岸に設置する際，どの程

度の放射性廃液が放出されるかは，プラントの設計の段階で計算される。そ

れが海に放出された時，どのように稀釈 ・拡散し，放射性核種がその海域で

どのような濃度分布をするであろうかということは， その海域での海洋学

的， 気象学的知見があれば‘ ある程度の推測はつく （もちろん，当該ぶ域で

の種々の調食は必要とされようが）。 こうして水中の波度が推定された場Fl，そ

こに棲む生物はどの くらい汚染するかを推定する必要が生ずる。ここでj円い

られるのが濃縮係数であるつ したがって，いうまでもないことだが，濃縮係

脚注）これは実は仮定であって，これが成り立たない場合があることもあり， 一つ

の問題となっている。物理化学的存住形態に援があることが原因と考えられ

ている。
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数は定数であること，すなわち．どんな海域でも当てはまる ものである必要

がある。 生物中の元素濃度というものは， もちろん元素によって差はある

が，完全に一定不変という ものはなL、。生物の特性として，その内的生理的

リズムと外的環境のリズム （例えば産卵，例えば季節変化） とに応じて多少と

も変動するのが常である。 しかし，これを巨視的に見て大体どのくらいの桁

であるかということは決定し得る。｛出縮係数に求められて＇－ .る精度というも

のはこの程度で充分であって 有効数字にして 2桁あれぷよ く． 1桁でも役

に立つ。なぜならば，先に も述べたように，使われる場面が予測すなわち起

こり得べき影響の評価に際してであったe そこで、は汚染は未だ起こきていな

いということが前提であるe 今後，仮にこの くらい汚した ら生物はとうなる

か，人聞にとのくらいの影響があり 得るかを予想するために H J ~ 、られるもの

であって，汚染が起きてしまった後の状況を記述するために用いるものでは

ない。放射性廃液を環境に政出する場合，最初から予定される最高量を放出

することはない。前記の手II頂で影響の予測を行な って．安全という答が出た

としても，予定放出量の 1/100程度の試験放出をまず実施し．その海域での

汚染状況を実際明 し山 静に放出量を増すと いう手！｜庚をとる。こ

の段階では，濃縮係数は必要でない。汚染の記述のためには，生物中の濃

度をそのまま用いればよレのであって，水と比較する必要は全 くない。むし

ろ，放出量との関係の方がその後の管理のためには重要とな ってく る。

さらに言えば，ある元素の環境中で、の挙動が完全に解明し尽されているも

のとする。つまり環境水中での存在状態，それぞれの形態に応じた各種生物

によるとりこみの経路と速度．体内での移行 ・分布の質的、量的特質， 更に

排池の経路と速度などが，その元素のその生物における生理的立義と併せて

完全に知られていたとしたら 向も不明確な概念の漉縮係数などという もの

を使う必要はないであろ う。しかし，実際問題と して.WIはば紋射能汚染で

問題とされた元素はSr,Cs は未だよいとして（CaとKとL、〉 化学的性質が類似し

ており，生体内での挙動が比較的切らかにされている元素がある t旦で）.Ce, Ru Zr, 

など今までその生理的意義など全く知られていない ものが多L、 前回にも触

れたようにマグロには水銀含量が多いという事実は知られても，何故多いの

かは，不明なのである。とはL、え，それを完全に解明寸るまで汚染を放置す

ることはできず，早急に汚染対策を立てるためにも影響の評価を行なわなけ
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ればならなし、。ここに濃縮係数という ，生物学的意義のl慶味な係数を用いざ

るを得ない事情がある p

しかし現在まで必らず、しもこういうコンテクストのなかでのみ濃縮係数

が使われていたと'1.l、えなし、。単にいろいろの場商で整理に便利であるから

というだけの理由で使われている例もないではなL、。例えば トレーサ一実験

の整理，記述の手段として用いるということがある。確かに何回かの実験を

行なった場合，その回ごとに実験の飼育水の濃度が異なるような場合， 飼育

水の濃度に対する比として揃えれば，各回の実験結果を比較するには便利だ

し，小生向身も行な ったp しかしこれはやはり混乱を生ずる因となる こと

なので避けるべきであろう e そうしないと，変数と定数とを同じ語で呼ぶこ

とになってしまい．ただで‘さえ暖味な濃縮係数の意味が益々はっきりしない

ことになる。したがって，巨視的に見て．水棲生物と環境水とに平衡関係が

保たれているこ とが認められた場合にのみ，その平衡定数にあたるもののみ

を濃縮係数と呼ぶこととし．実験の整理 ・記述に使われる定数としての比は

別の名称とした方がよいであろう脚由。水界といっても淡水域の場合は，そ

の水中の元素組成が．水系によ って著るしく変り， これに応じて，生物中の

濃度にも変動が大きいことが知られているので．淡水生物や汽水生物の場合

は濃縮係数を使う際には‘慎重である必要がある。もちろん，ある環境条件

が定まれば，それに応じた平衡が成り立つとい うこ とであれば，そういう条

件がついた濃縮係数は用いる ことができる。こうして考えてみれば，海水と

し、 う比較的元素組成その他が安定している環境の場合に濃縮係数を使ってよ

い場合が多いことが理解されよう。

濃縮係数というものはこういうものであるべきなので，水棲生物以外には

そ用いないほうがよ L、。鳥の中の残留 DDT量が例えば 50ppm とし これ

はの鳥が餌とする魚の棲息水域の 水中残留 DDT濃度が 0.00005 ppmとす

れば，鳥の中の濃度は水のそれの 106倍ということになるが，それはそれだ

けのことであって．濃縮係数が 106とし、 う表現は妥当ではなし、。何故なら，

1つはそれが平衡量で、あるかどうか不明であるという点で問題であり， 2つ

には‘鳥と水との関係が不明確だからである。つまり鳥に検出された体内残

脚注）東京教育大学＝宅泰雄教綬は， これを ActivityRatio 放射能比と呼ふ、こと

を提唱しているe
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留DDT量がすべて魚、からだけ，言い換えれば，その水域にのみ依存してい

るかどうかが問題となるからである。餌を通してくるとし、う場合，餌という

ものは，自然界の動物は我々人間ほどではないとしても，通常，かなりスベ

クトノレの広いもので， これしか食べないというほど餌が決まっている場合は

ほとんどなく，ある範囲を定め，その範暗に入るものであれば．食べるもの

である。とすれば餌の種頬によ って DDT量は変ることは考え られるし と

なれば鳥の体内の DDT量にも当然変動が考えられるさしたがって常にある

一定の値が得られることは考え難いという ことになるc あくまでも巨視的に

見て平衡という ことが大切なのであって，こうしづ条件が満たされる可能性

があるのは，比較的恒常な環境である海洋に常時棲息している海産生物に限

られて くるように思われる。さらにもう一点，環境の濃度変化が明らかでな

第10図 ドロメによる削Coのと りこみ い点に問題がある。

cpm/g 
80卜
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60 

ド20
ロ
メ
ダ）

政

射
Ht 20 

40卜D
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F 」ー」－～

． 
4・~ーーーーーーー回・一一ーーーー一ー． 

／一一一

んィー－－.－－

10 20 日

出所 ・Hiyama，“IAEA Seminar SMll 7'’1969. 

ごく一般的には，濃度一定

の環境に棲息している場合，

例えば放射性核穫の蓄積は，

徐々に平衡値に達するような

曲線で表わされる。しかし，

濃度が変化する環境中では，

この平衡値に近づかないこと

もあり得る。生物体内での物

質廻転が非常に早く 、環境と

平衝になる速度が非常に早け

れば，環境の濃度変化に応じ

て生体内濃度も変化し，一定

の平衡状態を保つであろ う

が，それが遅い場合，時間的

に遅れを生ずるこ ととなるた

め， 一定の平衡関係を常に保

つことはできなくなってく

る。例えば‘ある時点で環境

中の濃度は君、に減少したの
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に，体内濃度は徐々にし 第11図 水槽4区画 （A～D）内での海水の放射

か減らない，という場合 能濃度の変化

には，生物体内濃度の環 cpm/ml 

境11"度に対する比をとれ

ば，見掛上の濃縮係数は

どんどん大きな値となっ

ていくであろう。第10同

は環境水の放射能濃度

（この場合はsoco）が経時一的 支

に4通りに変化する水 妥

槽で ドロメというハゼの ~1J
一種を飼育した時の，

ゼの体内のsoco濃度の変 100 

化を示したものである。

この時の環境水の濃度変

化は第11図のようであっ

• A l正11hi I 

" B iメpl1i I 

。cl正1111j ' 

• D lバ.11l1j

た。A区画のように急速 I/ / r々 岳、吐＼‘
に減少する場合でも魚の リ／〆 ＼、志、II I I '-... ＼ミトミト1

111 1 ---......_ － －......＿.~トピ
濃度は一向に減少を見せ ~ J J ＼＼、〈ミミ

I fノr －～『『ーーー←＿－・－－－.；ζ
ない。したがって， この V__,(" 一守一『ー

10 20 IJ 

ような場合に各時点での ii¥所：Hiyama，“IAEASeminar SM 117"1969. 

魚と水との濃度比をと ると第12肉のようになり，見掛上：ft.指数函数的に増大

するようなことになってしまう。

先にその汚染について見た有機塩素剤の ようなものは，生物親和性が強

く，一度入る となかなか排出され難いとされているから，環境中の濃度が下

って も， 一度汚染したものはなかなか減らない。こう L、う場合は，単にある

時点で，生物体内濃度が環境水中濃度の何倍になっているかということを言

っても，それには何の意味もないのである。

生物体内濃度の環境水 di~度に対する比をとって濃縮の程度を表わすのは簡

単で使利であるためによく行なわれるが， 以上述べたよ うに，種々の条件を

考慮する必要があるということを記憶に留めていただければ幸である。
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第12図 貝j卦との濃縮係数の変化
C.F. A 

0ト一一一
40 

(CF），二0.7 (e"・'" II 
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出所・ Hiyama，“IAEA Seminar 

SM 117”， a1969. 

5. おわりに

環境の汚染を考える上で，食物連鎖

とか，生物濃縮とかし、 う概念は，定性

的にはきわめて有効なものであ り，認

識の道具としては欠 くべからざるもの

であるといえるが．具体的に，定量的

に問題を扱 う際には 多くの注意すべ

き問題点のあることが．お解りいただ

けたかと思う。

ここで，若干．環境汚染の研究を進

めるーとで重要と思われる “パ ックグラ

ウンド”の問題に触れてみたL、c

放射能の測定を行なう場合， 試料を

?!illる前に必らず ｛口Iも試料を入れない

で計・iJlljを行ない NB:23cpmなどと記

録しておき、試料の放射能の計測を行

なった際は必らずこの23cpmという値

を差しヲll、て試料そのものの持つ放射

能の値を示す。NBとは NaruralBackgroud l~I 然放射能の ことであり， わ

れわれの周囲には，宇宙線を初めとして．天然の放射性物質などの放射線が

存在するため． 何も試料を入れなくてもカイガーカウンタ ーはカチカチとい

うのである。これは化学分析の際のブランクと同じ意味である。一般に，何

か実験を行なう際は．処理区に対して必らず無処理区． すなわち対~！？，. を設

けるが，ここで“パ ックグラウ ンド”といったのは広義の対照といった意味

にお考えいただきたいハ

環境汚染でよく問題にされることに，汚染とは何かという ことがある。前

回とりあげたマグロの中の水銀も汚染があるかどうかは，はっき りしていな

い。つまり， 大げさな言い方をすれば，進化史上にマグロが登場して来た時

から， すでに体内に今と同じ程度の水銀を持っていたのか，あるいは比較的

近年になって，何らかの人工汚染が生じた結果として，体内水銀が高濃度に
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なったのか決め手がないわけである。スウェーデンの Jonnelsらは，博物館

に保存されていた古くからの鳥の標本を利用して，スウェーデンの鳥の尾羽

の中の水銀量が 1940年以後急激に増大し，明らかに汚染が生じているとい

う，うまい証明を行なった。このように，人間活動の結果として自然環境の

物質の存在状態に変化が起きたことを証明するためには，変化する前の状態

が知られていなければならない。これがりくックグラウンド”である。この

情報がないと，原点が不明で，論議も，汚れた，汚れのないの水掛論になっ

てしま う。早急に系統的な調査を必要とする所以である。

有機塩素剤などのように，天然、には存在しなかった合成薬品のようなもの

であれば，汚染の判定には困難はなし、。母乳に DDTが検出されれば，それ

は直ちに人体汚染の証拠となる。しかしこうしづ場合も，その汚染の影響と

なると俄には判定し難し、。こういう時も，比較の基準となるのはノえックグラ

ウンドであり，例えば，先に示した第 6図に見る何十年にも及ぶ鳥の卵の殻

厚のデータである。この悶を見れば，誰も，殻厚の減少を否定するものはな

いであろう。

こういうもののほかにも，パックグラウンド，対照として考えられるもの

がある。それは手を加えられていない生態系そのものである。汚染の長期的

な影響というものは，その変化の割合が小さいことが多いので，余程しっか

りした対照との比較がなされないと判定が難かしし、。 1巣当りに育つひなの

数にしても，従来からの長い研究データの積み重ねも対照であるが，汚染が

生じていない場で得られたデータ も対照である （先に挙げた例で言えばノパス

コシアのヤマシギ）。

大阪市立大の吉良竜夫教授は自然保護の積極的意味を，生態系本来のあり

方を研究する場を残す点に求めていられるが，これも同じ対照の考え方であ

る。

最後にもう 1っつけ加えれば，まさに広義のパックグラウンドということ

になろうが，基礎学問の充実ということがある。有機塩素剤による環境汚染

の研究に，欧米での学問的伝統が社会的伝統と相挨って，大きな影響を与え

ているのではなし、かとし、う示唆を先に述べたが，汚染問題とし、う実際的な問

題であっても基礎から取り組むべきことが必要であるしその場合，それを

支える基礎学問の充実の必要は論をまたない。最近，アメリカの原子力委員
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会が発電炉（軽水炉）の安全性に疑義がある という発表をしたが，日本の原子

力局の反応は， “まず資料をとり寄せて慎重に検討する”という ものであっ

た。この“外国から資料を貰って慎重に検討する”という態度は， これまで

チク ロ問題， DDT問題など多くの安全性論議の場面で繰り返し示されたノミ

ターンであるが，すべて自前による技術開発なり， 知識の積み上げをやって

いないための悲しさである。日本も特許輸出をするようになったそうだが，

すべての面でまだまだ輸入が多い。迂遠に見えても，自らの手で 1つ1つデ

ータを積みとげていく ところにしか，解決の途はないのではなかろうか。

（東京大学農学部水産学科，農博）
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