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中海干拓淡水 化 事業

←一事業計画と自然環境について一一

伊 達 善 夫

まえがき

中海は島根，鳥取両県にまたがるわが国第6位の汽水海！であり，大橋川によってこ

れにつぐ広さをもっ宍道湖と速なっている。昭和43年12月以来，中海の約 1/3に相当

する水域を干拓するとともに中海 ・宍道湖を淡水化しようとする事業が，農林省、によ

って進められており，現在約50%の進捗をみるに至っている。

山陰地方はもともと立地条件に恵まれていなかったため， 中海・ 宍道湖の沿岸には

近代的工場群が建設されないできたが，そのため現在わが国各地で、大きな問題となっ

ている工場廃水による水質汚濁から，本水系がまもられてきたといえよう。

しかし，近年水系の一部，とくに米子市，安来市および松江市などに隣接する水域

では，都市下廃水による汚潟化が急速に進行しつつあって，順次，水系全体に波及す

る傾向にあり，これがめまぐるしく変わる最近の政治 ・経済情勢あるいは農業事情な

どのもとで地域開発のあり方をめぐるさまざまな論議と交錯し，“昭和の国引き”と

期待されてきた本事業に対して期待と不安の入り混った微妙な影を投げかけている。

一方また，とくに昭和48年夏，当地方を襲った未曽有の干越に際し，小容量の上水

道源しかもたない松江市や，小河川あるいは溜池などに滋概用水を仰いでいた周辺農

地はいちじるしい水不足に見舞われ，われわれの眼前に満ゐと静澄な水を湛えて横た

わる中海・ 宍道湖の景観は，生活用水や農業用水の確保という立場から淡水化に関す

る認識をあらためて喚起する契機ともなった。

筆者は昭和40年以来農林省の委嘱により，中海干拓淡水化工事前から工事完了後に

いたる聞の水質の動態を把握する目的で調査を行なっているが，このたび，もとめに

応じて本事業のi概要を紹介し，あわせて関連の深い自然環境について述べみたい。
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もと より事業の計画設計などは筆者の専門外に属しているので，特記しない限りそ

れらの関係資料はすべて農林省中海干拓事務所より提供されたものを用いた。

1. 中海・宍道湖の地理と形態

中海は第 1図に示される ように，北方に速なる島根半島とs 東側の一大砂川， 弓浜

半島ーによって日本海と隔てられ，両者の接するところ流程 7.5km，幅200～400mの境

水道が介在し，中海よりの排水と日本海からの潮汐による交流が常に行なわれてい

る。中央部北方寄りに大根島（八東町， 506ha）および江島（96ha）の小島があり，

弓浜半島突出起部に米子市が位置している。

中海の満水面積は9,748ha，総貯水量は平均水位o.zm（水位，水深などはすべて

東京湾中等潮位ゼロ位を基準とする）において5.21 × 1o•miである 。

主な流入河川と しては，前記大橋川 （7.3km）のほか飯梨川，伯太川および怠字川

などがある。

水深は，第 2図に示されるように比較的浅く平均5.4mで，湖底は大橋川河 口から

東に向かつて緩やかな傾斜をなし，大根島の南東，弓浜半島の西側にあたる水域がも

っとも深く gm内外である。

また米子湾は水理学的に中央部と独立する傾向が強く，水深も 3～4mと浅い。

宍道湖は満水面積8,112ha，総貯水量3.66×lO"ffil（平均水位0.3m）で，平均水 深

は4.5mと中海よりやや浅い。湖の形状は東西に長く 屈曲の少ない矩形状で，湖底も

ほぼ平坦である。

その東部から大橋川l己流入すると ころに松江市がある。

第 1図中海・ 宍道湖概況図
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第 2図 中海深浅図
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最大流入河川は斐伊川で，総流入量のおよそ74%を占め，そのほかに10あま りの中

小河川が存在している。これらのうち，湖の北東部から日本海の恵曇に通じる佐陀JI!

は，天明年聞に掘削された人工の水路である。

2. 中海・宍道湖と日本海の水理概要および水温

日本海の潮位変化は通常20～30cm程度と太平洋に比べて非常に小さいが，昭和31年

から35年にかけて農林省によって行なわれた調査llによれば，月平均潮位は，境水道

において 8月が最高で36.3c血，2月が最低でーo.sc皿とかなり大きな年格差のあるこ

とを示し，最高および最低潮位はそれぞれ90.9C皿および－45.lcmであった。

また，この海域がほかの海域と異なる一つの特徴は，潮汐の周期変動がかなり激し

く，半日周期よりも 日周期が卓越している点である。

潮汐によってひき起こされる中海の水位変化は， せまい境水道が介在するために外

海の潮位変化のおよそ 2/3程度となり，このように水位変動が小さくなることはその

まま潮流速度も小さくなることを意味している。

昭和48年3月，建設省によ って行なわれた調査叫によると，満潮時には，境水道を

経て流入した外海水は主として大海崎から大橋川へと向かうが，とくに下層では境水

道から大根島の西方にかけて外海水の浸入する傾向が強い。
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干潮時の表層流は逆の経路をたどって外海へ流出するが， F層では大海崎沖から大

根島の西方に向かう流れがあるだけで，それより境水道に向かう流れは認められない。

境水道入口付近における大潮時（潮位差約30cm）の最大流速は，表層流で満潮時に

およそ40cm/sec. であったのが，干潮時には90c皿／sec. といちじるし く増大した。

また恒流では，大根島西方付近より外海へ向かう表層流（ 1 m層で校IJ定）が認めら

れる一方，逆に外海から境水通を通過して大恨島の西方区域まで進入する下層流 （4 

m層で測定）があり，後者は強い塩分くさびを形成する ものと思われるe また中海中

央部では反時計回りに環流する傾向が認められる。一方， 宍道湖は外海との接触が少

ないため，湖流が潮汐に支配されることはほとんど考えられない。

このように中海 ・宍道湖でもっと も強く潮汐の影響を受けているのは，境水道から

大根島の西方を経て南方にいたる水域であり，そのほかの水域は流速が非常に小さく，

湖流は風によ って容易に変化する。

中海へ流入する主な河川の年間平均流量B）は，大橋川が 15.52×lO'm＼飯梨川が

2.34×lO'ffil，意字川がl.52×108ffil，伯太川がl.14×108ffilなどとなっており， この

うち斐伊川， 宍道湖を経て大橋川より流入する水量はp中海への年間総流入量22.74×

lO'ffilの約70%を占めている。

この大橋JIIから中海へ流入した水は中海中央部まで拡がり，大恨島の西方で，与を水

道から流入してくる外海水の影響を受け， この付近の水流と水質は複雑な様相を呈し

ている。この海域のも う1つの特徴は，美保湾や境水道に顕著な副振動がほとんど四

季を通じて頻繁に発生することであるヘ

境水道で、は最大振幅が30～35cm程度のものがふつうであるが，と きに63cm（昭和33

年4月27日）に達するものもある。振幅の大きいものは冬から春にかけて発生するこ

とが多く，日本海を気圧の谷や低気圧が通過した場合が全体の70%以上を占めている。

このような副振動による水位変動は，潮位差のきわめて小さいこの海域では無視す

ることができず，淡水化事業の立案にあたっても対策が検討されている c

中海の水温U は6～ 9月においては上高下低の夏季型成層を，また12～2月には上

低下高の冬季型逆成層を形成し， 10～11月および3～5月はこれら成層の交替期にあ

たる。

夏季型成層は 8月ごろがもっとも顕著であり，たとえば中海の最深部に近い弓浜半

島中央沖（6.5～7.5m）では，上層の値が30°C前後であるのに対し，下層のそれは25°C

前後と両者の問に 5～6°C程度の差があり，一方，水深の浅い米子 湾中央部（ 4～ 
4 .5m）では，上層が30。C前後，下層が26°C前後と層間の差がやや少なし、。

また冬季型逆成層は 1月ごろがもっ とも顕著で，たとえば弓浜半島中央沖の上層で

4°C前後，下層で10°C前後であるのに対し，米子湾中央部では上層で 3℃前後3 下層

で 6°C前後となる。
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3. 社会的・経済的環境と水利現況

中海 ・宍道湖の沿岸は山陰地方の先進地域であって，古来，政治，経済および文化

の中心地として発展してきた。

昭和48年の地域内人口は，島根，鳥取両県の全人口のほぼ 1/4にあたるおよそ34万

人で，主な都市は松江市〔約12万4,400人），米子市（約11万4,600人），境港市（約

3万5,100人），および安来市（約 3万1,200人）である。

境港市から米子市，さらに中海南岸の安来市，揖屋町を経て松江市に至る間は山陰

地方の工業地帯となっているが， また陸 ・海交通の要路にあたり，商業の中心地でも

ある。このうち境港は山陰の沖合漁業の重要根拠地であり，またソ連，中国および東

南アジア諸国との貿易の基地ともなっている。

中海 ・宍道湖沿岸の既耕地としては， 現在l万7,400haの水田および畑があ り， 地

域.'iJIH乙示すと第1表的のとおりである。

中海南岸の能義平野と宍道湖西岸につらなる簸川平野は，平坦な水団地帯Fで，古来，

山陰の穀倉といわれている。

また弓浜半島と大根島は，畑作地帯で零細農家が多いが，農業の集約化 ・多角化は

かな り進んでおり，議菜類の特産地となっている。

これら既耕地の取水源は，主として中海 ・宍道湖の流入河川と弓浜半島の米川用水

路（米子市東方を通過して日本海に注ぐ日野川および法勝寺川に取水口をもち，弓浜

半島のほぼ中央部を突端に向か う総延長 20.5kmの人工水路）である。

既耕地はいずれの地域も渇水期に河川表流水が激減して用水不足を来すことが多く

このような地域は約 1万haにおよんでいる。

現況における中海・ 宍道湖の利用は，わずかに大橋川周辺，斐伊川河口付近および

佐陀川筋に限られており，それ以外は塩分濃度が高いため農業用水として利用できな

し、。

大橋川派川では防潮樋門を設け，毎年4月から10月まではこれを閉じて一部農業用

水の補給を行なっているが，そのため松江市街を縦横に貫く掘川には生活下廃水が停

第 1表 中海・宍道湖沿岸既耕地面積

地域 ｜面積（ha)

宍道湖沿岸 I 8,286 

大橋川沿岸 I 1, 214 

中海 沿岸 4, 340 

弓浜沿岸 3,549 

計 1 17 389 
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滞し，都市の美観と衛生上問題となっている。

4. 事業の概要

( 1) 目的

この事業は第 3図日に示されるように中海に約2,800haの大規模干拓を行ない，あ

わせて中海 ・宍道湖の残水域約1万5,000haを淡水化し，干拓地および沿岸既耕地約

4,800haの農業用水を確保することにより，新しい農政に立脚した近代的農業経営を

可能にする先進農業地域を創設するとともに，周辺農家の経営合理化をはかろうとす

るものである。

そしてさらに，農業振興だけでなく，工業，港湾、，道路網，観光などの開発や工業

用水および生活用水としての淡水湖の利用など，この地域の総合的な開発と福祉に大

きな役割を果たすことが期待されている。

( 2) 事業の沿革

中海・宍道湖の湖面開発として，このような大規模干拓や淡水化の構想、が具体化し

たのは比較的近年のことである。

すなわち，昭和初年，斐伊川の氾濫に対処する目的で大橋川が凌深された結果，中

海からの逆流が起こって宍道湖の塩分濃度が高まったので，これをもとの淡水湖にも

どし，周辺耕地や簸川平野一帯の濯i銃用水の補給源、にしようとする淡水化計画と，昭

和29年以降オランダからの技術導入に端を発するわが国干拓建設技術の進展に立脚し

た大規模干拓計画とがその主流をなすものである。

昭和29年に発表された島根県の斐伊川 ・宍道湖 ・中海総合開発計画では，そのねら

第3図 中海干拓淡水化事業計画図

〆～／
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いとして古来の “あばれJII”である斐伊川の治水， 戦後の悪化した食糧事情に対する

対策，県の後進性の打破をめずす工業立地条件の整備，電源開発および各種用水の確

保などが盛りこまれているが，そのうち県はまず中海の干拓と中海 ・宍道湖の淡水化

を第一期計画として農林省に事業着手の陳情を行なった。

これをうけて農林省は38年， 干拓， 淡水化事業をスター トさせ，漁業補償をはじめ

そのほか周辺住民からの要望について慎重な協議を重ねた後， 43年末から本格的な工

事に入った。

昭和49年度から揖屋湾の干し上げが始まり， 51年度はじめには中浦水門の締切り を

待つ段階に至っている。

すべての工事は昭和55年に完了する予定で，所要総経費は475億円

下昔）である。

伊淫 中；毎干拓淡水他事業

（昭和50年度段

( 3) 千拓

まず，中海内に5地区を選定し，江島，大根島，大海附を結ぶ北部海域（本庄地

区〉 ，揖屋沖（揖屋地区〕および米子湾（安来地区）にポンプ排水による干拓を，米

子市彦名地区（彦名地区）と境港市小篠津地先（弓浜地区）に埋立を行ない，農地を

：造成する。

これらの地区はいずれも水深が 3～6mと浅く，かつ湖底が比較的平坦なため，大

部分がオランダのゾイ デノレi侮干拓にならい，経済投資が少なくてすむ干し上げ方式が

採用されている。

現在，規模のもっとも大きい本庄地区を除いたすべての地区で・堤防が完成し，一部

哲F水を行なっているところもあるが，本庄地区は中浦水門が作動していないため，堤

初工事が一部進行しているにすぎない。

積

｜ 造成 面積
区 l ーーで一一一一一「一一一 一一
積 ｜耕地 ｜宅地 ・公共｜

！ l施設用地！

リ go！日4町 341 1, 679 

3311 26引→ 267

2101 162！ 寸 162

188i 15剖 寸 152

150 1341 一寸 134 

2，叫 2，刈.' 341 

採草地そのほかおhaを含む。

庄 l松江市 ・八東町 ・美保関町地先！

屋 ｜東 出 雲 町 ・松江市地先i

来 ｜安来市 地先！

名 ｜米子 市地先｜

浜 ｜境港 市地先｜

耕地面積 2,360haには小用排水路 122ha,

（単位.ha) 商干 拓

地
面

第 2表

地在所区地

本

揖

安

彦

弓

2, 394 f
 

zt
n
 

（注）
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干拓により，湖面積は28%減少して， 6,979haに，また総貯水量は 17%減少して

4.32×lO'm3となるが， これによって中海の洪水調節能力が現況よりも減退すること

のないよう境水道の疎通能力の増大をはかる必要がある。

このため，境水道の平均断面2,100m2を約2,600m2 （水道底標高ー7.0～ーlOm〕に

竣深し，さ らに中浦水道を従来の約10倍の400～500m（水道底標高一7.0m〕に拡張

することとし，これらの工事は昭和43年末に着工され，現在すでに完了している。

堤防は総延長 35.84km, 主として緩傾斜形で，堤防用の土砂は境水道および江島周

辺をサンドポンフ。で千変深し， 土運船によって運搬するか直接砂送する。またヘ ドロ層

の厚いところでは，堤防基礎を 2～6mの厚さの砂で置換し，堤体の安全と経済性お

よび施工期間の短縮がはかられている，

( 4) 淡水化と水管理システム

中浦水道および佐陀川に紡潮水門を建設して中海 ・宍道湖を淡水化するが，中浦水

門を締切ると，塩素量は宍道湖で 1年後に100ppm以下宮中海の上層で 1年半後に200・

ppm程度になる予定であ り， これは現在の濃度に比べ宍道湖で， 1/20以下， 中海

で 1/50程度に相当する。

中浦水門は江島と境港市渡町を結び，全長414m, 高さ13m，水門の天井の部分が

道路橋となり，これによって江島は弓浜半島と陸続きとなる。

写真 1は境港市側カミら眺めた中浦水門で，向い側が江島，水門の向かつて左方が中

海である。

放水には，水門の側面図（第4図〉に示されるような 2段式ローラーゲート 10r'l

写真 1 中浦水門全景（昭和49年12月撮影， 山陰中央新報社提供）



（外海側）

づ HWLl+I1.61 
~ 

"' LWUーI1.29 

第 4図 中浦水門側面図

（水門柱）

ト115.00
u 

鋼管杭且＝｜川ト 23.00／け
Jl'812.8nim ii 

伊述 中ibl干拓淡水化事業 51 

（中海側）

を使用することができ， 中央部には船舶航行のため関門が伴設され，最大 5,000トン

の船舶の通行が可能となる。

ゲートは 2段式であるため，排水操作は越流式，潜流式のいずれによって行なうこ

とも可能であるが，塩水の逆流が予想されない限り，できるだけ後者を用いて中海の

高塩分水をゲー トの下方から選択的に排除し，淡水化に要する期間を短縮するととも

に複分濃度の低い良質の淡水が利用できるよう考慮されている。

ゲート底の水深（敷居高〉は 6.Smとかなり深いが， ゲー トのみではそれより深

層になおb食塩水が残留するため，淡水化後の塩分躍層をある一定深度（計画ではおよ

そー7.5m〕以下に抑え，淡水化の過程ではもちろん，淡水化後も閑門を通って流入

する淡海水を有効に排除するため，水門の横に除塩崎渠と除塩ポンプが併設される。

前者は3.0m×4.0mの矩形断面をもっ3連の鉄筋コンクリー トボックスカルパート構

造よりなり，設置標高は吸水部底がー11.0m，吐出部底がー7.0m，通過部底が－5.0

mで，これによる計画基準排水量はおよそ5.2×10'm3/dayである。

このような除塩施設を有効に作動させるため，水門の内倶IJに深さ約一12m，面積約

lOOhaの塩水貯留部をつくり，中海のもっとも深いところからここまで湾筋によって

高塩分下層水を誘導するとともに， 関門よ り逆流してくる海水（約5×10'm3/dayと

仮定されている）の大部分をここに貯留させ， 選択的に暗渠排水させるよう工夫され

ている。これら諸穫の管理施設の使用による淡水化の促進とその維持管理，そしてさ

らに洪水対策なと’をたてるためには，多くのきわめて複雑な要因のすみやかな解析が

必要であって， このためコンピュー タの導入によ る自動制御方式が採用される。



52 

すなわち，各観測子局から有線または無線によって送られて くるデータを中i甫水門

管理センターに集め，コンピュ ータにより，あらかじめ作成しておいたプログラムを

用いて自動的に解析し，その結果に基づいて中浦水門， 除盗陪渠，除塩ポンプおよび

佐陀川水門などの集中管理を行なうわけである。

観測子局は，各水門の前面と背面，中海中央部，宍道湖中央部などに設置された水

位および水質（塩分波ill）の観測所のほか，美保関検栂l所，中海 ・宍道湖の流域雨量

測定施設（建設省）などから構成されることになっている。

洪水時には，各観測子局から入る水系の降雨量，河川流入量， ：穴道湖と中海の水位

および日本海の潮位などのデータに基づいて中浦排水ゲー トを操作するが，その場合

洪水の自動的排除とともに，境水道の海水が中海内へ逆流することのないようプログ

ラム化されている。

平常時では，中海の塩分濃度が塩素量200ppm；以下になれ：ま除塩施設にたよる必要

はなくなるので，排水ゲートの上段部を主K.使用して水位および水質の自動管理を行

なう。

この場合！こ，ゲー トからの排水は主として引き潮時に行なわれ，満潮時にはゲート

は自動的に閉鎖される。

中海の塩素量が200ppmを越える場合lこは， 除極施設を自動的にプログラム制御す

る。すなわち，満潮時にはゲート，除梅暗渠は閉鎖し，除塩ポンプのみを運転して塩

水貯留部にたまっている濃塩水を強制時に排除するが，退潮時には除塩暗渠からの自

然、排水によって同様の機能を発簿させ，それでもなお排水不十分な場合には排水ゲー

トの下段を開放する。

以上述べてきた淡水化計画は，農林省の委託をうけ，京都大学南研究室によって舞

偽湾に設置された湖面積約l,080rn2，最大水深約SOcmの模型施設を使用して 実験的に

検討されたものであるべ

これには流入河川はもちろん，中浦排水ゲート，除塩暗渠そのほかの淡水化計画に

ある各種の構造物や潮汐自動発生装置などが組み込まれており，実験とコンピュータ

を利用するシュミレーションを繰り返し行なった研究結果に基づいて立案された。

このような 2段式排水ゲー トをはじめとする各種除塩施設とコンピュータによる自

動制御から構成される淡水湖化方式は，オランダのアイセル湖やわが国の児島湖など

で採用されている方式とまったく異なり，世界でもはじめての試みである。

5 ..難水車l

淡水化が達成された脱における中海の管理水位は， 中滞水門の操作によ ってほぼ現

状の平均水位に保たれる。これは滋紙期に当たる 6月で約30cm,7～9月で約40cmで

あるが，12～4月では約10個程度と低下する。濯滅期の利用可能水深を最大30cmとす
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ると，中海・ 宍道湖における有効貯水量は4.4×lO'rrtとなる。

一方， 農業水利受益面積は第 3表に， また農業使用水量は第4表 に示すように計

画されており，全使用水量は干拓地と既耕地を合せて年間4.2×lO'rrtあまりである。

滋滅期の最大使用量はio•rrt/day 程度 となるが，これは中海への平均流入量約 6 × 10

6rrt/dayに比べ17%程度であって，あとは常時放流されることになる。

ちなみに前記の受益面積は，昭和43年当時農林省中海干拓事務所が沿岸農家の希望

に沿って算出した数字であるが， 一昨48年夏，34年ぶりの渇水で稲が枯死する水回が

続出し，このため，これまで主として溜水などによって農業用水を確保 してきた中

海 ・宍道湖沿岸の農家から，あらためて淡水化後における取水の希望が続出し，その

地 区

積
一

面
一

生

益
一

一ィ

市

受

一

港

j
一

旧小一

境

出品

一
所

恥

彦

一

子

i
一

米

1

1
 

3
一

島

第

一
地 積面益再

又

3, 134ha 

両；

浜 半

字 川 沿岸 ｜東出雲町，松江市

橋 川 左岸 ｜松江市

伊 川 左岸 ！平田市

体 営（10地区） ｜松江市（1）安来市（3）東出雲町（2)

！鹿島町（2）宍道町（1）八束町（1)

計 ｜

FD
F
D
内

b

A
U

ハU
η

3

ハペ
d

η

ペ
υ

Fh
d

461 

1,608 

計 4,742 

第 4表 農業使用水量

地 区 名 ［ 全使用水量 ｜ 最大使用水量

千 拓l 22. 959 OOOrrt I 4. 97 rrf /sec. 

弓浜半島i 11, 212, ooo I 3. 31 

農 ｜意 字 川 沿岸 ｜ l, 476, 000 1 0. 45 

業 ｜大橋川左 岸 1 2, 042, ooo I o. 53 

水 ｜斐 伊 川左岸l 3, 103, ooo I o. s1 

利 ｜そ の 他 i 1, 653, 000 j 1. 04 

小 計 I 19, 486, ooo I 6. 20 

計 i 42，叫 ooo 1 11,.17 

（注）計画基準年次（渇水10年確率〉は昭和26年，ただし弓浜半島地区は昭和30年である。
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面積は現在2,300haにおよんでいる。

農業水利事業としてもっとも規模の大きい弓浜半島は，米川j付水路を改修し，不足

水を淡水湖より揚水補給するが，一部の畑ではスプリンクラーによる散水滋概も行な

うことになっている。

そのほかの地区についても，揚水機の設置や水路の改修などj羽水改良事業が実施さ

れる予定である。

6. 治水ならびに湖流の変動について

中海 ・宍道湖の水理機構l乙対する干拓事業の影響については，中海干拓事務所内に

宍道湖，大橋Jll，中海および美保湾を包含する東西43km，南北20kmにわたる範囲を

1/400に縮小してつくられた面積約l,500m2の模型施設を使用して検討された。

l, 345km＇の流域面積をもっ最大の河 川， 斐伊川の計画高水流量 l主，建設省によっ

て80年確率の洪水量から昭和34年lこ3,600ffil/sec.と定められている。

最近の実例をあげると，昭和47年夏の豪雨（ 7月10～12日の間の総 雨量 39zmm7>)

の際の最大流量が2,144ffil/sec. ，これに対する宍道湖からの主な排水路である大橋川

は最大流量850ffil/sec.であって，濁流は宍道湖よりあふれ，県都，松江市や簸川平野

は泥海と化した。

このおり と昭和40年7月との，過去2固にわたる洪水時の最高水位を地点聞で比較

すると，第5図のようになる。

第5図 中海水閣の洪水時における水位

＝ 二二コ： 昭和147年71112日22時

＝＝国・lllJfl140iF7月23lJ 2411.¥' 

2. 36 
2. 14 2.。。

l3) 

（建設省出雲工事事務局調査）

（単位.m) 
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宍道湖 ・中海とを結ぶ大橋川に水の疎通能力が乏しく，これが宍道湖の治水上ネッ

クになっている ことがはっきりしているが，中海については問題ない。

しかし，干拓による湖容量の減少を考慮して，さきに述べたように境水道の竣諜や

中浦水道の拡幅と波深が行なわれているが，その根拠となった水理実験と水理計算の

一例をあげると，斐伊川の治水計画に採用されている80年確率 3日雨量（松江355mm)

に異常潮位既往最高0.90mを与えた場合，水位では干拓計画前に l.459mであったも

のが，計画後にはl.439mとなり，また最高水位の継続時聞は同じく 18.0hrが13.5hr

となって，両者とも干拓計画前より悪化しないことが示されている。

中海の湖流に関しては，模型施設を使って現況と干拓実施後の状況が測定比較され

Tこ。

その結果，干拓前の平常時における主流は，第6図に示されるように大橋川を出た

のち本庄沖を通って境水道へと向かっているが，大根島の南部ないし南東部の中海中

央水域は，飯梨川や伯太JIIからの流入水が環流して容易に外海へ流出しないため，米

子湾とともに停滞水域を形成してお り，これはわれわれが測定を行なっている水質の

鉛直分布からの判断とも一致する。

干拓後（第7図）には，平常時，大橋川からの主流は弓浜半島中央部に向かい，飯

梨川，伯太川からの流入とともにスムーズに中浦水門へ吸いこまれる。

このようにして中海中央水域では，環流が消滅するとともにその停滞性も弱まるも

のと推測される。

洪水時の実験では，このような中海中央水域の流れに対する干拓の影響はさらに促

進され，停滞性と水質汚濁のもっともいちじるしい米子湾からの流出もよくなること

を示している。

つぎに中海内の水の交換速度を求めるのに，潮流によるものを除外して河川流入量

と総貯水量との比で単純計算すると，年間入替回数は現況における 4.4回が干拓後に

は5.3回となり，約20%増となる。

7. 水質環境について

中海 ・宍道湖！の水質の現況とこれに影響をおよぼすもろもろの因子との関係を明ら

かにすることは，本水圏における今後の水質の推移，とくに干拓淡水化事業のもたら

す影響を予測する上でも っとも重要と思われる。

その場合に， C0 Dなどいわゆる汚濁物質や，窒素，燐など各種栄養塩の周辺から

の流入状況と湖内におけるそれらの挙動，とくに植物プランクトンを主体とする生物

環境によ って営まれる物質循環過程を追究し，水圏の水質汚渇機構を解明することが

中心課題となるであろう 。

昨年来，われわれの研究室で，中海に関するこのような総合的見地からの検討を試
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みつつあるが，ここでは主としてその結果に基づいて中海の水質，底質の化学的環境

と生物学的環境の現状について特徴的な点を簡単に述べてみたいe

( 1 ) 水質

最近数年来の中海水質については，われわれのほか島根県衛生公害研究所 U，引.10) 

や建設省出雲工事事務所目， 11）によっても調査が行なわれ， 実情はかなり 明らかにな

ってきている。

透明度 第 8図に， 中海において，定期的に調査を行なっている地点と，比較

のため選んだ美保湾の数地点における透明度の一例を示した。

これらの値には，測定日によってかりなの変動があるが，少なく とも地点間の水質

汚潟の程度の差はよく示されている。

No. 4 （中海中央）は中海の平均的水質を，またNoll（米子湾中央）はもっとも汚濁

が進んだ地点を代表しており，これらの値から日本海の清澄さと対比した場合の中海

の汚消の程度がうかがわれる。

ちなみに昨49年における透明度は，プランクトンが異常発生した2～ 3月にNo.4 （中

海中央）で 1m, No.11（米子湾中央）で0.5mととくに低く，そのほかの月ではぬ 4（中

海中央）で1.2～2.Sm，平均1.9m，またぬ11（米子湾中央）で0.5～l.5m，平均1.0 

mとし、う値が得られ，これは昭和47年の成層期に東京湾で観測された値12）とほぼ同程

度であるの

第8図 中海および美保湾の透明度
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塩素量 停滞性の強い中海中央水域では，ほとんど年間を通じて水深 3～3.5

m付近に強い塩分躍層が形成されており，そのため，例年，下層（湖底上1.0m）の

塩素量は1万3,000～1万5,000ppmと高いが，上層（水面下1.Om）は8,000ppm程度

と低い13),1'）。

ただし昭和48年は， 夏の干越の影響によって上層の年間平均値が約 1万2,000ppm 

と高くなり，49年も 1万1,000ppmとその影響が残った。

pH pHは中海のような汽水湖では，流入河川水（pH6. 3～7 .1） と海水

(PH 8.1～8.6）の混合割合によ ってもっとも大きな影響を受ける叫が，そのほかに

生物活動がこれに関与する。

すなわち，例年塩分波度の低いNo.l （宍道湖出口）では上層，下層とも7.4～8.0程

度であるが，中海の停滞部では上層が8.1～8.5であるのに対し，塩分濃度の高い下層

が7.4～8.2とより低く，中海の上層における藻類の光合成作用と下層におけるバクテ

リアの分解作用とを強く反映していることがわかるω。

溶存酸素 （DO）飽和字 大橋川，境水道など常に水の流れがあるところでは，空

気中からの酸素の供給が十分で，上層から下層まで飽和率が高く，かっ層聞の差が少

ない。

これに対し，中海中央部や米子湾などの停滞水域では， 上層はほとんど年聞を通じ

て過飽和であるが，下層は水温の上昇によってノミクテリア活動の旺感になる夏から秋

のはじめにかけて土30%以下ときわめて低く，しばしば無酸素状態となり，ほかの季

節でも40～70%と概して低いHl,l目。

COD 水質汚濁の重要な指標であるC0 Dについては，分析にあたって塩素

イオンの影響を受けないアルカリ性過マンガン酸カリウム法16）を採用した。しかし，

この方法では環境基準設定の際の標準法である酸性法山と比較して，かなり低い値と

なる。

中海で同一試水に両法を適用した結果によれば，アノレカリ法による測定値を平均約

2倍した値を酸性法の近似値とみなして差しっかえない14）。

第 9図は中海水圏の各水域を代表する 4地点について，上層，中層（水深 の中央

部〕および下層の平均値の経年変化を比較したものである13), H）。

各地点とも昭和41年より 45年までは年間約0.3ppm程度ずつ増大をつづけ， その後

48年までは逆にかなり急速な減少を示した。ぬ 1 （宍道湖出口〉の値が，年によって

いちじるしい変動を示すのは，大橋川の流れが潮汐の影響によ って順逆両方向に絶え

ず変化しているため，松江市の生活下廃水の影響を間国土的に受けることによるものと

恩われる。

いずれにしても，米子市および松江市の影響を受けやすいぬ.11（米子湾中央〕およ

びNo.1 （宍道湖出口）においてC0 Dが高く，その影響の少ないぬ4 （中海中央）や



No. 5 （境水道入口）においてよ り低

いことは， C0 Dが都市下廃水など

人間活動によ る影響を強く反映する

ことを示すものといってよい。

しかしまた一方，季節別経年変化

を調べると，中海の停滞水域では夏

季の上層におけるプラ ンクト ン活動

や下層におけるパクテリア活動がC

0 D値にいちじるしい影響を与えて

いる川こ とがわかる。

昭和46年の児島湖湖心におけるC

ODの年間平均値 8.8ppm1siに比べ

ると，同年の中海中央部の値は 2.2

ppmであって， これを酸性法による

値に換算するため2倍したとしても

児島訪日の1/2程度である。

米子市や松江市の影響を受けやす

い汚濁水域でも，児島湖湖心の値を

Iii{ 干厄子~ 42 43 44 45 46 47 48"1'-越えるよ うなことはない。

窒素と燐 つぎに昨49年のぬ4 （中海中央〉 とうlo.11（米子湾中央）におけ る

T-I -N （総無機態窒素〉と P0.-P （燐酸態燐）の毎月の分析値を， 季節男lj平均

として示したものが第5表である。

これらの月と季節との関係は水温の実測値に基づいてきめたもの川で，両地点と も

上層，中屑および下層の値から求めた鉛直平均分析値をもとに各季節の｛直 を算 出し

fこ。
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第9図 co D経年変化地点比較図
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第5表 中海代表地点の総無機態窒素と燐酸態憐
（単位 ppm) 

地点番号

＼ 項目

¥o.11 ぬ 4 I 

期間 ---. T-I-N I PO.-P I T-1-N 

昭和49年 I I 0.076 I 0.004 I 0.227 0.013 
てJ月一冬） ! I I －一一一一一一一

4～6月（春） 0. 040 ！ 仏011 i 0.悶 0.030

7～ 9月（夏） 0.111 i 0.053 i 0.121 0.059 

1戸云訂正了 0. m 「－；－；元I~云十 口F

P 0,-P 



両地点とも夏季において

T-I N, PO,-P それ

ぞれの値が非常に高く，ま

た年聞を通じてT-I-Nの

中で NH,-N （アンモニ

ア態窒素〕の占める比率は

夏季いずれも95%以上，も

っとも小さい冬でも60～80 0. 05 

%程度といちじるしく大き

し、。

ちなみにぬ 4 （中海中央）

におけるNH.-Nと Po. 
Pのf直を月ごとにプロット

すると，第10図に示すよう

に，どちらも下層における

値が水混の上昇する 7月

(23. 5 °C）から 8月（26.5 

oc）にかけて急激に上昇し，

9月（24.9°C）から 12月

(10. 5°C）にかけて漸減す

る傾向にある。
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第10図 po. pとNH,-Nの経月変化 （昭和49年p

ぬ 4)
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このような停滞水域では，先に述べた塩分躍層のため，躍層以下の水はとくに停滞

性が強く，図のように下層の栄養塩の値が高いのは，水温の上昇に伴うパグテリア活

動の促進によって底質から分解溶出した物質が下層に蓄積されるためと考えられる。

一方，昨49年大橋川， 飯梨川，伯太川，吉田川，旧加茂川および意字川の6主要河

JI Iから中海に流入した 1日あたりのT-I-NとP0.-Nを計算すると，それぞれ2,187 

kg （硫安換算10.24トン）および95.2kgとなり，前者の中で NH.-Nが占める割合は

25.1%，またNOs-Nのそれは73.7%であった。

この流入量は現在の中海のT-I-Nの値を全体として0.0042ppmだけ上昇させる程

度であるが，前述のように中海ではT-I-Nの大部分が NH.-Nであるのに対し，

流入河川ではNOs-Nの占める比率が大きいこと， また河JIIからの流入水は中海の

躍層の上を拡がって行くため下層とは混合しないことなどを考えあわせると，底質か

らの溶出が中海の富栄養化におよぼす影響は非常に重要視されなければならない。

参考までに，岡山大学小林研究室19）で測定された昭和43年の 3固にわたる児島湖の

無機態窒素と燐の分析値をもとに，平均的水質を計算すると第6表のようになる。こ
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第6表 児島湖の総無機態窒素と燐酸態燐

（単位： ppm)

＼＼＼ 分析項目 ｜ ｜ 

~ I T-I-N I PO, P 
時期 ＼＼斗 ｜ 

昭43年5月間（春） ｜ o. 546 I o. 426 

8月19日 （夏） '. 0. 516 I 0.134 

問 4日倣） ｜ o. s10 I o. 121 

れらの値は，各狽lj定点の鉛直平均値をさらにすべての測定点について平均化したもの

である。

比較の年次が異なることを別にすれば，中海と比べ，児島湖はT-I -Nで5～12倍，

P 0,-Pで2～40倍といちじるしく大きく， 富栄養化がはるかに進んでいると考え

ることができる。

また児島湖へ流入するT I Nの量は，昭和45年12月の調査では硫安に換算して 1

日あたり 10.3トン川といわれ，これはさきに述べたように昨年における中海への 1日

あたりの流入量とほとんど等しい。

干拓後の中海の湖面積が児島湖 （1,OOSha1町の6.3倍，総貯水量が児島湖（2.6×

10'rn3 18））の16.6倍，河川｜からの年間平均流入量が児島湖（3.7×188rn3, 児島湾土木

改良事務所調査）の6.1倍であることを考えあわせると，これら栄養塩の流入負荷が

水質にあたえる影響は，中海と児島湖でかなり大きなへだたりがあるといわねばなら

ない。なおT-N（総窒素）およびT-P （総燐）については測定を行なわなかったが，

昭和48年 3月2）と10月20）に建設省によって行なわれた測定のデータから計算すると，

T-NはT-I -Nの2.8～4.3倍，平均3.3倍， またT PはPo.-Pの1.3～1. 8倍， 平

均1.5倍とな り，これらの平均倍率を乗ずることによって， T-Nおよび T-Pのおよ

その値を推定することが可能である。このようにして求めた値を第7表に示した。

第7表 中海代表地点の総窒素と総燐
（単位 ppm) 

地点番号 沿 4 i ~o. 11 
＼ ＼ 項『 一 一 「－ I 

----------...... T N I T-p I T-N I T p 
時期 ＼＼一 I I 

昭和49年 一 一一 一一一一一一一一一一
0. 006 I 0. 750 0. 020 

1～3月（冬） ｜

4～6月⑨ ： 0.132 I 0.017 i 0.側 O側

7～9月（春） o.366 : o.oso I o.4oo 0佃9

10~1 
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これらの値と，湖沼学でいわれている富栄養湖のレベル21iT-N0.2ppm, T P 

0.2ppm以上とを比較すると， 現在の中海はおおむね富栄養湖のレベルがそれをやや

越える程度で，時にいちじるしく富栄養化されることがあるという表現に要約されよ

う。

冬季におけるT Nの高い値は，後に述べるように特定プランクトンの異常発生に

関連し， T Pの対照的に低い値はこれがその増殖に対する制限因子として作用して

いたためと考えられる。

一方，夏季におけるT-N, T-P両者の高い値は，さきにふれたように底質からの

溶出に基づくもので，これが夏季から秋季にかけて植物プラングトンの増殖を促進す

る原因になったものと推定される。

第8表にSs （懸濁物質）と Chi.a （クロロフィルa）の年間における推移を示し

たが，さきに述べたような見解の裏づけとなっていることがわかる。

なお，これら Chi.aの値は，児島湖の0.3m層で測定された昭和43年5月12日にお

ける61～213μg/C, 8月17日の82～130μg/C, 11月の30～222μg/Cという値22）に比べ，

1/100～1/10程度といちじるしく小さい。中海の場合には， Chi.a量の少ない下層の値

も平均化されているので，上層のみの場合よりも値がやや小さくなっていると思われ

るが，それを考慮に入れてもなお児島湖よりはるかにプランクトン量が少ない。

つぎに無機態窒素のー形態であるNO,N （亜硝酸態窒素） の経年変化を， 中海

水圏を代表する 4地点について比較したものが第11図である1'）。

N02-Nは， 採水地点、の酸化還元状態によってほかの形態の無機窒素との含有比

が必ずしも一定しておらず，したがって， T I Nに比べると富栄養化の指標として

の価値は減ずるが，少なくともこれによって同一地点における富栄養化状態の経年変

化を論ずることは可能である。

昭和40～42年では，各地点、とも0.002ppm以下と僅少であるが， 43年以降ぬ l （宍

第8表中海代表地点の懸濁物質とクロロフィル a量（昭和49年）

、夫~~I 冬 ！ 春 （ 夏 l
物ぐよ自；kド；；~1~－~l函1 7~ 1 8~ 1 9~ 1 1市月（ 間
三二 I~4 1- lis.印刷－1. 5～4.1 I 9.8～10.91 5.～7.1 

(ppm）川日－ 126.1-26.7113. 31 s. o-6. s I 9. 3～10.215.3-8.2 

お）昨日＼五二二／~＇；：
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第11図 NO.-N経年変化地点比較図
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道湖出口）の値は年間平均増加

率約0003ppmと急速に増大

し， 47年には 0.013ppmと42年

の値の 5.5倍に達している。 No.

11 （米子湾中央）の｛直がこれ

につぎ，以下ぬ4（中海中央），

No. 8 〔境水道入口）の順となっ

ているが，いずれも程度の差こ

そあれ43年より47年にかけて場

大の傾向をたどり， 47年の値を

42年のそれと比較すると，それ

ぞれ3.2倍， 2.3倍および3.6(37

. 年のみぬ4の値がぬ8より小）

48年 となっている。

NO,-N に関するこのような傾向は， co Dと同様， これが松江市および米子市

など都市に臨んだ地点における人間活動に由来し，とくに近年急速に増大しつつある

水洗便所の普及によって水圏に排出される窒素量が増大してゆくことを反映している

ものと考えるのが妥当であろう。

(2) 底質

底質については最近，建設省2

われが昭和47年，水質の各定期調査地点から採泥し，化学分析を主とする性状調査を

行なった結果2'）に基づいて簡単に述べる。

底質の性状と採泥地点の水質および水理学的特徴との聞には，良好な相関性が見受

けられた。

たとえば，いくつかの代表地点から採取した柱状材料についてC0 D値（02mg/g

乾土）を比較すると，第12図に示されるように，水が停滞しかっ都市下廃水の影響の

顕著なぬ11（米子湾中央）における値がもっとも高く，鉛直分布では，表層より 7～

9 cm l曹に極大点があって，それ以上深くなるに従って急激に減少し， 20cm程度でほぼ

一定値に達する。中海最深部であるぬ.13（飛行場沖）がこれにつぎ，ついでぬ4 （中

海中央）の順となっている。これに対し水の流れが常に存在する本庄沖やNo.l （宍道

湖出口）におけるC0 D値ははるかに低い。

このような傾向はほかの分析項目，たとえば硫化物，灼熱減量，窒素含量および炭

素含量などにも同様に見受けられた。

一般に強い塩分密度層に覆われた中海の底質表層は，黒色ないし灰黒色の硫化水素



臭を放っ泥土が大部分を占めて お

り，灼熱減量は12～20%にも達する。

これに対し塩分躍層の微弱な宍道

湖では，風波による底質のまき上げ

現象が起こりやすいため，灼熱減量

は中央部でおよそ6～13%26）であ

り，中海の淡水化はその底質の性状

を宍道湖のそれに近づけるものと考

えられる。

(3) 生物学的環境

!] 

中海の動植物プランクトン，ベン挺

トス，大型水性植物および魚類など

生物学的環境については，以前より

かなり多くの調査研究23),26),27），四l,29)

が行なわれてきている。

ここでは水質汚濁にもっとも深い

かかわりをもっ植物プランクトンに

。
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第12図 底質中C0 Dの鉛直分布
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ついて，われわれが昨49年 1月以来行なってきた調査に基づき簡単にふれてみたい。

中海は汽水湖であるため，ここで繁殖する植物プランクトンは，特殊の場合を除け

ばほとんどが海産性あるいは汽水性の珪E菜類によって占められている。

各季節のプランクトン栢，とくに優先種について述べると，冬季には Exuviaella

marina （海産性鞭毛藻）が中海ではじめて出現し，ほとんど全域にわたって大発生

した。このプランクトンは，東京湾や瀬戸内海でも従来しばしば赤潮の原因となって，

漁業に被害をもたらしたことで知られている附Jヘ春季の半ばを過ぎるころにはプ

ランクトンの発生は微弱で、 Coscinodiscus，。clotellaなどがわずかに認められる程

度となったが，その後，夏季から秋季にかけ ては Thalassionema,Oyclotella, Ske-

Jetonema costatumなどの珪藻類か，大橋JI!から中海入口および米子湾など都市下廃

水の影響を強く受ける水域を中心にかなりの発生を示し，そのほか Nitzchiacloster-

ium, Coscinodiscus, Rizosoleniaなども優先種として見出された。

これら昨1年聞に識別することのできた植物プランクトンは， Exuviaellmarina 

のほか珪藻37種である。

中海が淡水化された場合，もっとも大きな影響を被るのはこれら植物プランクトン

をはじめとするあらゆる生物群集であって，海産性ないし汽水性の生物は短期間に死

滅あるいは減少し，その代わりに淡水性の新しい移住者が現われるものと推定される。
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このような急速な淡水化に伴って起こる生物相の変化については，たとえば児島砂！の

場合，岡山大学川口教綬によって行なわれた調査報告叫があり，参考とすべき点が多

し、。

植物プランクトンについては，淡水化後，現在の珪藻類は急速に減少し，代りに

Microcystis, Anabaena, Oscillatoria等の藍藻類が姿を現わして くる可能性が強い。

このように水質の現況が，干拓淡水化卒業によってどのよ うに変わってゆくかとい

う問題は， 全国的に各種の公害が拡散しはじめた昭和45年ごろから急速に地域住民の

関心の的となりはじめ，いまや避けて通ることができない重要課題となっている。

われわれが調査をはじめた昭和40年以降，わずか5年ばかりの間に，たしかに中

海 ・宍道湖の水質にはかなりいちじるしい悪化の傾向が認められた14）。

しかし昭和43年12月に開始されて以来，このころまでに進捗した干拓工事はわずか

であって，しかも中海全体からみれば局所的水域に限定されており， これが水質に大

きな影響をもたらしたとは考え難い。

そして45～46年をピークとして，その後C0 Dなど水質に関する一部の分析項目は

汚潟の進行が横ばいとなったか，もしくは多少浄化の傾向にある ことさえ示している。

このような現象がどうして起こったのか現在のところ明らかではないが，児島湖で

も湖内のC0 Dが46年ごろより低下する傾向にあって，その原因が流入河川の水質規

制が行なわれるようになったためとされている∞ところから， この水域でも同様な効

果が一つの原因として考えられよう。

昭和31年，児島湾の一部を締切ることによ ってわが国震初の実用的な河口淡水湖で

ある児島湖が造られたが，その後，中海 ・宍道湖の淡水化はこれにつぐ試みで，しか

も規模においてはるかに児島湖を上まわっている。

児島湖の化学的および生物学的環境や富栄養化過程などについては，昭和43年度か

らJIBP （国際生物学事業計画）のPF （陸水群集の生物生産力）セッションの研

究の一環として，多数の研究者による組織的な研究が進められており，その成果33）は

中海 ・宍道湖の淡水化による影響を予測する上で有効な手掛りを与えるものと考え

られる。

しかしながら，これまで述べてきたように地理環境をはじめとする両湖の自然環境

はかなり異質であって，児島湖の例をそのまま中海 ・宍道湖にあてはめることは困難

である。

たとえば児島湖では，現況と比較すべき淡水化前の調査が行なわれておらず，また

中海の湖容積が児島湖の約16倍あまりあるのに対し，両湖に対する総無機態窒素の流

入量がほぼ等しく，またおそらくその結果として中海の富栄養化の度合が児島湖より

はるかに低い段階にあることなとを考えあわせると，淡水化された中海 ・宍道湖の化
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学的・生物学的環境を直ちに現在の児島湖において見出そうとするのは問題があろう。

このような事情があるにしても，現在の淡水化前の中海 ・宍道湖はすでに富栄養湖

のレベルを越える段階にあって，淡水化に当たっては慎重な配慮がなされなければな

らない。

すなわちさきに述べたように，柑lの化学的 ・生物学的環境の精密な把握と各種物質

の循環過程の定量的追跡を続けることによって，水圏における水質汚濁機構の解明に

努めるとともに，周辺からの汚濁物質や栄養塩の流入の抑制lあるいは堆積しているヘ

ドロの波深除去など改善策をとる必要があろう 。

このうち，汚濁物質の流入については，中海 ・宍道湖の水質環境基準達成のための

一手段として，工場や事業場などの排水に対する規則の強化が行なわれるとともに，

安来市から松江市を経て玉湯町に至る間の宍道湖東部流域下水道や米子市公共下水道

などの整備計画が策定され，早急な実現に向かつて鋭意努力が払われている。

なお中海 ・宍道湖の淡水化に関しては，地域住民の理解と協力が得られるようにと

の配慮から，昭和47年8月に島根，鳥取両県知事から環境庁に対し，水質に対する淡

水化の影響について見解提示の要請が行なわれ，これを受けて環境庁は，水界におけ

る生物学，化学および土木工学などの専門家より構成された「中海淡水化影響調査委

員会」を設置し，この課題に対する調査と検討を行なって来た。その結果に基づく見

解が近く提出される予定である。

むすび

以上，中海干拓淡水化事業の計画概要を述べ，さ らに水理と水質の現況および干拓

淡水化がこれにおよぼす影響などについて述べてきたが，関係当局の十分な配慮と地

域住民の協力によって，この事業が順調に進展し，環境の保全がはかられるとともに

当初の意図に沿った土地および水資源の開発が実現するよう期待するものである。

鐙を捌くにあたり，多くの資料と貴重な助言をいただし、た農林省中海干拓事務所調

査係長保積修氏，島根県公害課主幹水質係長林喬一郎氏，島根県衛生公害研究所公害

科長木村俊博氏，建設省出雲工事事務所調査設計課長円井健史氏，ならびに児島湖に

関する多くの資料をいただし、た京都大学防災研究所奥田節夫教授に対し厚くお礼申上

｛ずる。

また水質環境に関する研究は，生物学の面で終始ご協力いただいた本学松本宗人，秋

山優の両教授，現地調査および採水などを直接担当された干拓事務所調査設計課の関

係各位，研究活動の実際上の中心としてご協力いただし、た農学部研究科院生近藤邦男

君をはじめほかの専攻学生の諸君，および主として分析を担当された臨時職員の方々

の力によって支えられてきたことを記し，心から感謝の意を表したl，、。
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