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内湾の富栄養化防止策

田村保

名古屋市の北方に飛行場で知られている小牧市がある。この市の東仮ijに合瀬川とい

う小さい川が流れている。昔は魚も多く，きれいな川であったが，最近は水がよごれ

てきた。それで「合瀬川の清流を取りもどす会」ができて活動を始め，多少はきれい

になったが，このような活動には限度があり，せいせ．いゴミをとり除くとか，こっそ

り汚物を捨てるのを防止するといった程度である。

合瀬川の場合は付近にできた大きな団地よりの家庭廃水が主な汚染源であることは

明らかである。この家庭廃水は団地の完備した浄化槽により「きれし、」になって川に

でるのだからよいではないかとの意見もある。「きれい」というのは見た自にきれい

ということで，窒素とかリンというような栄養塩（肥料分）をたくさん含んでいる。

いうまでもなく家庭廃水というのは台所廃水や洗濯の水のほかに水洗便所よりの水を

も含んでいる。これらの水が浄化権に入ると有機物は分解される。いくら分解されて

も，除去がない限り，窒素・リンは川に出ることになる。浄化槽での分解は廃水を

「きれい」にするが，完全に無機物にまで分解するわけではなく， BODの値も相当

高いのであるが，今かりに完全に無機物にまで分解されたとしても，これが川に出て

日光に当ると植物により有機物に変わってしまう。有機物はしまいには腐って川をよ

ごすのである。ここでいいたいことは，通常の浄化槽で処理されて，見た目にはきれ

いになった水でも川や内湾をよごすということである。

普は，このような家庭からの有機性廃棄物は肥料になって，田畑にいき，米や野菜

になって再び家庭に帰って来ていたのである。今は，渉化槽に入り分解され，一応

は「きれいJに見えるが，窒素・リンを含んだままJllに出て，内湾にまで影響するよ

うになり，田畑への肥料は工場で作った化学肥料を使うようになったのである。この

肥料を作る工場も汚濁源となっていることはいうまでもない。要するに物質循環の径
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第1図全窒素の水平分布（昭和49～51年度，表層， 5 路が大きく変わり，川

月の平均， ppm）。 や内湾に汚濁の負荷が

出所：「伊勢湾水質汚濁総合調査」より。

ひじように大きくかか

るようになったのであ

る。

伊勢湾のような内湾

の場合，上記の合瀬川

のような富栄養化した

多数の河川の流入によ

り，近年富栄養化が著

しい。名古屋市には団

地の浄化槽よりも著し

く大規模な下水処理場

がある。この処理の方

法は原理としては浄化

槽と同じで，窒素・リ

ンを積極的に除去する

高度処理（第三次処理

ともいう）は行なって

いない。もっともスラ

ッジを除去することに

より約20%の窒素・リンは除去されるが，大量の窒素・リンおよび有機物が内湾に排

出されているのが現状である。はっきりした統計はないが，伊勢湾に流入する人工的

な窒素・リンの約半分（それ以上という人もある）は都市廃水に由来すると私は考え

ている。これらのために内湾は富栄養化（時に過栄養化ともいわれる）して，赤潮の

原因となっている。

赤潮発生の原因は未だ明らかになったわけで、はないが，窒素・リンがある程度以上

あることが赤潮発生の必要条件であることには異論がない。水産環境水質基準1》によ

れば「暖流系の内湾内海域では，連続長期にわたる赤潮の発生をさけるためには，無

機窒素O.lpμm以下，無機リン0.015ppm以下であることJとなっている。

伊勢湾・三河湾の現状を見ると，第1図および第2図のようである。これらの図は

昭和49～51年度の5月の表層の値（ppm）を示したもので，上記の基準を上回ってい

ることがわかる。図には出ていないが，局地的には基準の10倍以上の値を示す場合も

よくある。



1. 富栄養化防止策

内湾の赤潮の発生を

抑えるために富栄養化

を防がなければならな

い。下水から窒素・リ

ンを除去し，できれば

これらの窒素・リンを

再利用しようという研

究はいくつかある。こ

れらについて以下に考

えてみることとする。

(1) 下水の窒素・リ

ン等を用いてカキ

を養殖する方法

Ryther等（1972)2》

は下水の栄養塩（窒

素・リン等）を用いて

まず植物プランクトン

を培養し，これを餌と
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第 2図全リンの水平分布（昭和49～51年度，表層， 5

月の平均， ppm）。

出所：「伊勢湾水質汚濁総合調査」より。

してカキを養殖する方法を具体的に計画している。この結論を次に紹介する。

人口 5万の都市を考える。この下水を活性汚泥法等により処理し，この処理した水

を用い， 50haの面積で植物プランクトンを培養する。この植物プランクトンを餌とし

て1haの面積でカキを飼うのである。 これにより 1年900tのカキの肉が得られ，こ

れを高級料理のテーブルオイスターとすれば 500万ドルになるし，冷凍用や缶詰用の

カキとしても100万ドルにはなるという計算である。

しかし，カキのような二枚貝の類はチフス菌のような病原菌とか重金属，有害な有

機物をとりこみ，蓄積する性質があるので，十分研究し，このような害の起こらない

ように注意する必要がある。また人口 5万について56ha（約15万坪強）の面積が必要

となることは，我国では特に致命的な欠点であろう。さらにカキのような動物の場合

には自分が食べた食物（植物プランクトン）の量の10～20%が肉になるのみで，残り

の80～90%は排社止されてしまうのである。いし、かえれば，カキの糞に相当な窒素・リ

ンが含まれているということで，このまま海に出したのでは，内湾の富栄養化防止の

観点からは大した意味がない。 Ryther等は大型の海藻を使ってカキの排准物から窒
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素・リンを除去することを考えているが，このためにはさらに広大な土地が必要にな

ってくる。

(2) 土嬢を利用して下水中の栄養塩を除去する方法

川合恒孝氏が「自然生態系（土壌）を利用した汚水処理」Uという題で本誌ぬ113に

詳しく説明しておられる。この方法についてもいろいろ乗り越えなければならない障

害があろう。同氏は「土嬢，植生，気象などの関係，処理能力の定量化などの基本的

な問題のほかに，地下水汚染，生態系に与える影響，衛生上の問題，悪臭など，環境

面にわたる問題点などであり，これらについてはまた長い時聞をかけ，調査しなけれ

ばならない点も多L、」と述べている。

(3) 第三次処理により下水より栄養騒を除去する方法

この方法は窒素・リンのいずれか一方（両方ならさらによしつを除去して，内湾の

富栄養化を防止しようというものである。これには化学的方法と植物による方法とが

ある。前者は理論的には可能なのであるが（）， コストの面と二次公害の発生を考える

と，特殊な場合以外は当分実用にはらないと思われる。また後者の場合は二次処理し

た下水を池に溜めへ ウキクサ・ホテイアオイ等の比較的取り上げやすい植物をこの

池で育て，ときどきこの植物を取り上げ，家畜の飼料にもすることができるというの

第3図 ロサンゼルスのハイベリオン下水処理場よりの

沖合放流パイプ。上は11,OOOm ( 7マイル）のス

ラッジ放出用のスチールパイプ。下は 8,000m 

(5マイル）の下水放出用の強化コンクリートパ

イプ。 SA～SD,7A～7Cは生物相を調査した場

所を示す。

である。これには広大

な面積の池を必要とす

るという，我が闘では

致命的な欠点がある。

(4）下水処理場より

の廃水を沖合に放

流する方法

この場合，生下水を

沖合に出すというので

はない。二次処理まで

した下水をパイプによ

って沖合に放流すると

いうことである。近年

欧米ではこのような放

流が見られるようで，

そのうち手もとに資料
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のあるロサンゼルスのハイペリオン処理場の例をまず紹介する。

この下水処理場よりの廃水は1961年より沖合に放流されるようになった。このため

のパイプは強化コンクリート製の直径3.6mのもので，沖合8kmで水深6()mの海底に出

されている。放水量は 1日約130万 tである。パイプの放水口に近い部分は二股に分

れ（第3図），両方の校に放水口（径17～20c皿）が列になって多数あけてある。要す

るに 1ヵ所から放水するのではなく，拡散させるようになっているのである（第4

図）。

この処理場ではもう 1本のスチールパイプによってスラッジを沖合に放出するよう

になっている。これは直径6lc皿，長さ llkmで水深 lOOmの所に放出されるものである

が，いろいろの点で問題があり，近いうちに中止されるかも知れないと聞いているの

で，ここでは論じないこととする。

下水の沖合放流口付近の生物相について，水中写真により調べたところ，おおむね

次のようになったというへ

(a）放流用パイプは砂や泥の軟い底の上を長く延びているので，イソギンチャクと

かヤギ（いずれも腔腸動物）の類のような岩地性の生物がパイプの外表に付着す

る。

(b) 比較的浅い所にヤギが多く，切m以上深い所にイソギンチャグが多く，特に放

水口近くに多く見られた。
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第4図に示されている動物の名表

出現頻
度（%〉

名

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

③

⑨

⑮

⑪

⑫

⑬

 

66.7 

41. 0 

23.1 

20.5 

20.5 

17.9 

12.8 

10.3 

7.7 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

ヒダベリイソギンチャク

オキナマコの類

イソギンチャクの類

メパルの類

ウミエラの類

ヒトデの類

ミガキボラ

｝メバルの類

和名

Metridium senile 

Parasticho戸uscalifornicus 

Cory仰 ctis sρ 

Sebastes jordani 

Sebastes miniatus 

Sebastes levis 

Se bastes仰 ucispinis

Sebastes vexillaris 

Pennatulacea 

Asteriinae 

Kelletia kelletia 

Se bastes sp. 

Sebastes rubrivinctus 

学

(c）滋泳性の魚は浅い所より深い所に多く，大型の魚はパイプの先の方に多い。こ

れらの魚はパイプを目標物として，この付近に群がっているらしく，食物が多い

ということも一因と考えられる。

(d) パイプの敷設にともなうアンカーのブロックとかパラストは底接性のメバル，

カニ，ェビには好適な棲み場所となっている。

要するに，これらのパイプは人工の魚礁のように岩場を好む生物を集めることにな

り，周囲の砂や泥の所と生物相が変わってくるということである。その 1例を第4図

に示す。

また Greene(1976）りによると，このロサンゼルスの 8km放流パイプより放出され

る下水の影響を受けている所では，生物の種類は少なくなるが，生物の全量は多くな

るという。放水による環境変化に耐えられない生物はいなくなり，耐えられる生物は

食物が多くなることもあって繁栄するということであろう。重金属とか PCBといっ

たものは増大しているので，今後監視しなければならないと結論されている。

(5) まとめ

以上に下水処理場の廃水による内湾の富栄養化を防止する方法を略述した。これら

のうち 2の土壌を利用する方法も注目すべきものと考えるが，私は4の沖合放流の方

法が最も実施しやすいものと考える。
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2. 名古屋市を例として

名古屋市の中央部（堀川，新潟川および中川運河系）の6個の下水処理場の処理能

力は 1日に合計約66万 tであるが， 実際に処理しているのはこれより相当少なく，お

そらくこの6～7割程度であろう。今かりにこれらを含め 100万 tを沖合に放流する

ことを考えてみる。

名古屋市は伊勢湾の奥にあるためlOOkm程のパイプを敷設すると，湾の外の水深100

～200mの所に届く。パイプの直径4mとすると 100t I日の割で放流するには7～8

気圧の圧力で送水すればよい計算になるという。

土木工学の専門家によれば，直径4mの強化コンクリートパイプを lOOkm海中に敷

設することは技術的に可能であるという。このようなパイプは，石油のパイプライン

と違って，海中で少々漏水しでも全く支障はない。しかし伊勢湾のように浅い場合，

i直径4mのパイプを敷くと，船の航行に支障がでるとすれば，そのような所は掘って

埋設しなければならない。これにはかなりの費用を要するであろう。

このように下水処理場よりの廃水を湾外に放水することに対し，外洋を汚染させは

しなし、かと憂慮する向きもある。しかし現在でも伊勢湾という太い水路により，この

廃水は海に出ているのである。パイプで放流する場合は水深100～zoomの海底に放流

するので，またこれは温度躍膚の下であるので，すぐ上層に出てくることはないて、あ

ろう。たとえ出てきても相当稀釈されていて，植物プランクトンの増殖に都合よく，

動物プランクトンが増え，これらを食べるイワシが集まり，生産が培す方向であろう

と私は考える。これらのことは前述のロサンゼルスの例を考えても理解できることで

あろう。ただし，重金属や PCBのような有害物を含む廃水は放流してはならない。

下水処理場に集る下水は家庭廃水が主であろうが，各種工場の廃水がはいる場合は十

分注意して有害物の混入のないようにする必要があることはもちろんである。

我が国の下水道は大部分雨水を合流している（合流式）。雨の降った時は下水は雨

水と共に処理場を素通りして川に出て海に入るのである。沖合に放流する場合には雨

水を下水から分けて（分流式にして）， 下水のみを沖合に放流するようにしなければ

ならない。直径4mのパイプでは大量の雨水を沖合に放流することはできないし，雨

の日には内湾に放流するのでは赤潮防止の観点からは余り意味がないからである。

内潟の富栄養化を考える場合，是非考えなければならないものにノリの養殖があ

る。ノリは秩に網を張り，これに胞子を付け，冬の間に収穫するのである。内湾の富

栄化が問題にならなかった戦前には，ノリは木曽川の河口などの陵水の影響の強い栄

養塩の多い所でのみ良質のものがとれたが，現在では，湾内のどこでもノリ網を張る

ことができる所であれば良質のものがとれるようになった。いし、かえれば，冬の間は

水瓶の関係で赤潮も発生しないので，内湾の寓栄養化はノリの増収になって望ましい
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のである。沖合放流をする場合も冬の聞はノリ養殖のために，パイプを切り換えて内

湾に放流することも必要であろう。これは下水の窒素 ・リンを有効に利用することで

もある。

3. おわりに

いわゆる200カイリ時代になったこともあり，沿岸漁業の振興がさけばれている。

各地に栽培漁業センターができ，エビ，カニ，タイ等の種苗を作り，放流している

が，赤潮の害のでるような所では，無駄になってしまう。何らかの方法で内湾の富栄

養化を防止し，赤潮の発生を抑えることが必要である。そのためにまず下水処理場よ

りの廃水を沖合に放流することから検討を始めるのがよいというのが私の結論であ

る。十分検討した後でないと結論は出ないが，沖合放流は内湾の富栄養化防止策のう

ち最も効果のはっきりしたーーやりさえすれば必ず効果のある一一技術的にも可能な

方法ではなかろうかと考えている。工場廃水については十分に規制lをして，必要な場

合は高度処理による窒素・リンの除去を実施すべきであることはいうまでもない。
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