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水生植物による汚水の浄化
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最近公共サ ビスへの要求は急速に治加し，水処理の分野でもその経費は著しく増

加し，重要な意味をもつようになって来た。

さである種の水生植物は太陽エネルギーを利用して環境中の無機成分を固定しそ

れゆえ枯渇することのなレ循環性の資源である。

水生植物のこの特性を利用して，これによる省資源 省エネノレギー型の水質改善の

新しい技術システムの可能性を探るのが本稿のll的である。

先ず水生植物を利用した水質改善をエントロビー最小化の立場から議論する。次に

水生植物のなかでも特にホテイアオイを取り上げ，その生態と生長特性にふれる。最

後に水質浄化能を効果あらしめる意思決定過怠，すなわちホテイアホイの密度管理を

Jiliべ，今後の問題に言及する。

1 エントロビー最小化

エントロピーは元来熱力学で導入された概念で，熱エネ ルギーの変化量を指してし、

る。しかし気体分子運動論に端を発した統計力学にエントロビーが導入されて，混乱

の程度を示す尺度となり，その後情報理論，経済学，生物学等にその概念が進出する
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ようになった。環境浄化：工このエントロビーから明解に説明されるので．先ずこのエ

ントロピーについて簡単にふれることにする。

生命系のエントロビーから始めよう。シュレーディ／力ーが「ノ｜。命は負のエントロ

ピーを食べている」と述へたことはれ名である。 しかし生命系のエントロピ一変化

LIS, ::J:.負，環境の変化 LIS,:;t tf，全体系の変化 LISはLIS=LIS1+LIS, >Oとなってエン

トロピ一則：:J:.充足されている。

生命系：主必ずを化のメカニスムをhち，・最後：;t死に干る。この在化現象こそ生命＂＂＇

の特色であり，エントロピ 劣化の後微である。ただ司：命系はきわめてゆっくりした

正エノトロピ一体現者と l'.・，特色を作ってレる。

一方針会経済系：;t物質とエ平ノレギーが混作した形になってレる。ニコラス ジョ ー

ゼスク＝レーザ／；工「閉ざされた系においては物質的エントロビーは究駆的に必ず最

大にむカsう」とした。

社会経済系の主役：I個人としての人間およびあらゆる係類の社会的集聞で，あらゆ

る種類の身体的器宵を使l＇，あらゆるや＇］＇（頬の ti！日財を生l広貯蔵，消費しつつ一定訟

のあらゆる種類の活動を自lJ:I：寸ると共に，一定の割合で散j生物舗と散逸エネルギーを

産出する。

この様式の原型：;t生命系である。 ’lf本は外部より，栄長物 水分，空気なとeの資i＇＇京

物質をJ貝取， ンステム内部を管理して，白白エネルギーを蓄積しつつ，それを外司：の

状況に応じて適宜活動に変換し， lnJH与に不可逆的に散逸変素である物質と エネルキー

を系外に排出する。

この生命系とれ：会経済系との類似刊は｜百l時にそれぞれのエ／ トロヒーの形l1以性を如

来してレる。

環境汚染というのほ水な i）大気な りの中に本米の構成物質以外の物質が混合するこ

とであり ，汚染物質の混入を防ぐのが発生源対策である。これを熱力学的にいえばエ

ントロピーが増大するのが汚染であり，増加したエントロピ を減少させることが環

境浄化である。

水処理：:J:.水中に含まれる物質を分離操作によって取，）除く ことを基本としており．

混合により L、ったん増加したエントロビーを低ドさせることである。現状で；土開放定

常型の地球といえども，水質に関する限りエント ロピ の増大を余儀なくされてい

る。その対策；工増大したエ／トロビーそのものを原料とする技術を利用することであ

る。

すなわち省資源．省エネルギ－:1!1-lの水処理 j ステムの一環として、自然乍態系を手lj
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刑した水位値物による水質浄化の可能性をさぐることは，日、義のあることであろう。

2. ホテイアオイとその特性l

2.1 ホテイアオイ 水田平IJIHに適ずるハイオマス

水田利月！のハイオマス生1if;という観点から水ノj：植物i.t次のように分類される。

A 固清ドl:JK生植物

(I）抽水植物 ヨ片方マ，クログワイ

(2) 1手業値物 ガガブタ ，ヒノしムゾロ， ヒγ

(3）沈水植物 クロモ， エビモ，アマモ

B I手i票（遊）水生植物

ウキクサ，サンンョウモ，ホテイアオイ

この水ノ｜他物のうちで代表的なものについて特徴を調へた。次に水生植物の現在量

と生産量の点から調査を行った。 その結果，大型の浮漂｛漬物 （汁τテイアオイなど）の

現在量でも0.5～3トン （乾）／ヘク ターノLで 平均すると l.8トン（乾）／ヘクターんと

なり，陸上草地の場合に比較して l桁flhイ直をぶしている。このうちで水圧l利用に適

する水生他物として，①件ff件の高さ ②コントロ ールの下手易さの点から選択した。

また生活形として浮漂型を選ぶことが ~IJ取りなどの面でH宜しいと考えられるので，

ホテイ アオイ を選択した。

2.2 ホテイアオイの生態と分布

ホテイアオイ ii南米原産の多年草で，世界の十大宮草の一つになっている。日本に

は明治17年に輸入されてしる。草高は水深 Im以上のところでは30～60cmtこなり，

高栄養の水i!W.地では 1.5mにもなる。

ホテイアオイの繁殖は栄養（無性）繁殖と，係チ繁殖とがあるが，無性繁殖が大き

L、部分を市めてレる。

ホテイアオイはJJ平均気品が l°C，年平均気温で13℃，設寒月の最低気温平均値が

3°Cの等ifui線でわけられる地域で繁殖地と非繁殖地にわけられる。

ホテイ アオイは本来害草であるので常および防除については多くの例が報告されて

L、る。

2.3 繁循＜$と生産量

ホテイアオイの繁植率は，昭和49年 5月～12月に行った京大の値木らの結架によれ

ば， 0.05～0.08 (6月～10月）で 7月平均で（i0.049であった。

生産量i.t1ヘクタールの水面を100%の被度に保つとして総株数 J06株となり ，総
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重量（湿）は200トン（乾11トン）とえEる。

繁殖率を0.08とし，最適条件で 4ヵ月間生育させた とすると ，湿重量で1,800「／

（乾100トン）の生産量を得ることが可能である。

2.4 生育条件

ホテイアオイの生育に影響を与える因子のうち，水質，水温， pHについて述べ

る。

アルカリ，酸の両側で生育をはじめても中性になってレくのが観察され，ホテイア

オイの根の作用であろうとみられる。水温は18°C～32°Cが最適である。自然水系で

は降霜時には葉身が枯れ．。℃以下で凍死するとみられる。 pHは 7付近（中性）が

最適で 4以下では牛一育が抑制される。

ホテイアオイは不良環境に対しては，耐早性カ‘大きく，士壌水分含量が低L、環境に

おいても隆生植物同様に生存可能である。

2.5 利用効果

(I) ホテイアオイの成分

全草均一でなく，部位によって又水質によっても異なる。水分：工95%前後である。

粗たん白質は17%～26%（乾 %）と多レ。組脂肪炭水化物などは，他植物と大きく異

ならなL、。たん白質のアミノ酸組成に特徴的なものは． リンンが~い点である。

(2）飼料

飼料としてトウモロコ γ と比較すると，高；j（分量であることを除けは十分に匹敵す

るものと考えられる。無機物につL、てみても優れてしることがわかったc ビタミンに

ついても同様で飼料として俺秀な植物であるとぷえよう。

(3）食料

ホテイアオイを食料として利用する研究は近年ゃようやくみられるようになった。ホ

テイアオイを原料と寸る焼酎（主すでに市販されている。

(4) 水質浄化

ホテイアオイ：工生長が早いことから，水中の栄養分の吸収が非常に早いことが推定

され，これを利用して水中の吉宗素， リンの除去が可能である21,3）。

青山Itホテイアオイの窒素， リ／合有量と水中濃度との回帰直線を求めて同示した

が，ともに水中の宅素， リ／濃度と装集部の’本ぷ， リ／台有率との間lこ；工比例関係が

認められる。しかし水中の濃度域によって回帰凶線の勾配；工変化している，，0 

(5) エネルギー採取

NASAの実験によれ；主，ホテイアオイ 1kg （乾）当り 350～4111のハイオカス （メ

タン60%1が得られている。この結架から推算すれば lヘケターノL斗 I), 54,400m3の
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第 1図 (a) 処理水の窒素濃度変化
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第 1図 (b) 処理水のリン濃度変化
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八イオカス （メタン35,100m 3）が得られることになる。

(6）堆肥，土壌改良剤，マルチ用

ホテイアオイの高窒素含有量からみて，堆肥としての有効性が推測できる。

(7) 金属類の捕集

水中のj容存金属をドテイアオイを使って捕集する研究が NASA，および我が同で

行われている。

(8) 経済性

わが国のホテイアオイ生産量を 5× 106トン （乾）として，飼料，エネノレギー，肥

料として利用した場合の経済性が試算されている。

2.6 生産利用機械γ ステム

本来ホテイアオイは’玄草として防除については多くの研究が行われ，報告も多レ。

しかしなからホテイアオイを出発原料として有効に利用するための研究は比較的近年

であるため，生産 利用の機械ンステムとしては既存の完成したものはなく， 実験の
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段階である。

2. 7 今後の課題

今後の課題としてまとめて人ると，次の諸点が挙げられる。

① 多収穫耐寒性；二士、Iする栽培条fl:の把握

② 品極の改良

③ 収穫ンステムの確 l!:

④ 飼料用ベレソト製造 γ ステムの(J'{tl立

⑤ ホテイアオイのパノ＇ 7＂化，含有i'1:重成分の検索

⑥ メタン発醇残澄利用 ンステムの確立

⑦ ホテイア才イの殺I者．利用につし、ての総合システムの完成

2.8 ホテイアオイの生長特性

ホテイア オイ の生長特性1 ・般的には栄養r.i;や生育空間その他の~）lj限要凶があると

生物の生長が阻宮され ． その生長：＠： t飽和性主~,r；す。この場合の＇ L長曲線；主（ J）式の

ロジスティ y ク曲線で示される。

dW I Wλ 一」＝）.W，いて：：I=F(W,), 
di ¥ K J 

Mノ。＝C

これをとくに次の解か得られる。

K 
W.＝一一一ーで
, 1 +ke I.I 

ここで， w, t時間後における現在日（weight/unit area I 

Wo 初期現在量 （weight/chnit-area) 

t 経過時間 （secI 

K W,の上限値

k 積分定数

A：生長速度係数 （l /unit time) 

C~K のとき ， (1 I式よ；）

W,=Ce'' 

であるので，Aくlのとき

W,=C(l＋λti 

と近似される。

収穫率 h( t）を考えると，（ ！）式i主

主＝F(x)-h(t)
dt 

(JI 

12 

(3) 

(41 

(51 
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第 2 図 成長方~式
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同） ロジスティソク成長関数 F( x ) =}.x ( J － ~） (b) 典型的解曲線

とヲ？ける。ここに x=x(t）は tにおける資ii！日母集団の大きさを， F(x)Li.母集団のl°l然、

成長不を示している。
dx 

収f隻率 h(1）がn然、生長率を越える時は く0で母集1-11水準Ii減少する。もし h(t)
dt 

=F(x）であれば母集団は一定ノド準となる。

ある資源量を収修すると資~！；（箭は減るが．このとき，減り方をくい止めようとする

復元力か生ずる。これが持続件生産量 （sustainableyield, SY）の考え方の基礎であ

る。

この持続生産量が減少するまで収穫することを乱獲とLづ。復元））によってふえる

分だけ収穫すれば資源量は一定に保たれる。収穫によって資源量：は減るが，収穫量が

低いうちは，資源量の減少よりも復元力による生長率によって SYi.t.大きくなる。 SY

は資源量の減少とともに大となり，ある資源量で最大値（最大持続生産量， MSY）と

なる。資源量がさらに小さくなると， SHti成り始めやがて零となる。それに従って

資微量も零となる。

このことをより詳細に説明すると，次のようになる。

特殊であるが重要な例は h(t)=h=constの場合生 rる。すなわち

dx 
一＝F(x) h 
dt 

(6) 

hくmaxF(x)=iλKの場合 方程式句）（につの平衡点、x，とぱ持つ。 xカ x，とx,

との間に存在する時， x>Oであり ，他の場合x<Oである。 x2Ii安’＇ii'干衡であるが，

x, i:i.不安定平衡である。もし初期母集団がx=Kであれば，そのとき x(t）は平衡台、 x,
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第 3図 一定収穫率 hのロンスティック曲線
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(a) hくmaxF(x) 

． 
χ 

hト一一一一 ー ーー

K 
2 

(b) 

(b) h >max F( x) 

iこ一定収穫率のもとに漸進的に収＊ tる。しかしもし初期母集団か x，より小であれ

ば，そのとき x(t)：主零に収束する。｛走者のJ妾近Ii漸進的ではない（第 3凶（a））。

もし k>maxF¥x Iであれば，（第 3図（b））のように， u集団水準l主任意の初期水

準 x(O）に対して零に接近する。最後に， k二 maxF(x）の時，x,=K/2で単一の平衡

点が存在する。その意味；工 x(O)>x，の時， x(t）→x，であ り， xCOl<x，の時， x(t) ゆ

となるということである。

種々の制限にもかかわらず， （ 6 ）に よって与えられた模型；工再＇ I＝~可能な資源の収穫

に関する意味ある多くの予測を可能ならしめる。

最近特別な場合 MSY収穫政策は経済的立味で最適になる ことが示されたが， しか

し一般には必ずしも経済的最適化とはならない。

経済的最適化のために：工他の立場すなわち動的意思決定過程を導入せねはならな

し、。次節でこのことを述べる。

3. ホテイアオイの密度管理

ホテイアオイ（主成長が早いことから 水中の栄養分の吸収が早レこと：11m述した。

したがってある一定期間におlTるホず イアオイの供取量を最大とする ことは水中の窒

素， リンの除去量を最大；こする こととなる。このためにどのような？何度管理を行えーま

よいであろうか。

農業生物管理系；主動的在賄管理系と類似性をもつので，先ず理論的に研究が完成し

ている在庫 γステムを簡単に眺め，ホテイアオイの管理の参考にしよう。
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3.1 在庫システム＂

ある資源量を管理する必要があり，その在庫が増加するとき減少する費用が存frf 

るとき，在庫問題が発生する。その時全期待費用を最小にすることが日標となる。し

かし時には利益を最大にすることもある。

管理可能な変数として次のようなものがある。

1) 購入量：どれだけの量か。

2) 購入の時機：何固または何時。

管理者はこれらの変数の両方または一方だけを管理できる。たとえば化学工業では

ハッチ製造であるので，ハソ千生産の頻度しか管理できない。

制御できない変数の主なものは次のようになる。

1) 保管費：在庫量と貯蔵期間に直接に比例して培加する費用。 これは資本費用

で，手IJ子負担である。これに加えて，記録保存と管理費がある。品切れ費は負の在庫

量に対する保管費と考えられる。

2) 購入費 購入量に比例して増加する費用であり ，段取費用が加わることもあ

る。

3) 需要 期間当りの必要な品物の量。正確にわかることもある。また確率的にし

かわからない，とし、う場合もある。このとき各決定はその後の決定に影響を与える。

逐次決定がお互いに関係する例を考えよう。毎月在庫量を調へる，購入するかどうか

を決める状況を考えよう。今の在庫量て、は品切れの危険があるが，その月の購入のた

めの段取費に見合わないかも知れぬ。しかし次の月までには確実に役立つ。したがっ

て二 ヵ月分の費用を考えたとき，始めの月に購入したカーが得である。さらに購入する

としたとき，その後の月への影響を考えずに購入量は決定さjt向。 このような問題は

動的と呼ばれている。

第 4図は典型的な在庫問題の情造を示している。このンステムは時点 tでの在庫量

とその後の時点 t’での在庫量の関係をあらわす均衡ガ程式をもっている。 λを時刻 t

での在庫量とし， Qを tとt’の間に在庫に加える量すなわち購入量， Dを需要量とす

る。時刻 t’での実際の在庫量ii，その量が正としたとき，よ＝I,+Q-Dで与えられ

る。しかし需要が供給を越えたときには在庫は零になる。このとき，次のような取

扱い方も可能である。超過需要分を後で供給できるようになった時充足するとすれ

ば，後回しの注文量全負の在庫と考え，均衡方程式が I,Q, Dのすべての値につして

成り立つとしてよい。

前述のとおり在庫問題では市IJ御可能な変数は購入量である。それを購入するときの

辰適な量と最適な時機を求めたい。

多くの状況 Fでは，調達期間中の需要を正確には子測できないし，また在庫が指示

された再発注水準になったとき購入をいつでも開始できるとは限らない。その結果と
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第4図 (!'.1事γステ ムの構造

SI IJ=D,+IJ, 

D, 

干'F

Q 
者十

D, 

s 

時間

して調達用在庫が必要となる。いま購入を決定してから在庫の配達されるまでの調達

期間が一定でわかっており．それを Lとしよう。 平均してこの期間中に Lfになるま

でに発注せねゴならなL、。 ニニ：二円主ギ均需安率である。 しかしこの決定でな約 2分

の lのきlj合で品切れがおこる。それで111?1切れ佐率が日 になるように bをえらび．調節

用在庫 bをつ：十加え， lE康量が S=Lf+bにな ったときに在庫量がS；こなるまで発注

する。これを S,-S方式と称する。

場合によって；工，たえず在1市を点検することは出来ず町一定間隔でた；十点険する。

点検の結果によって購入を決定すると L、う政策を用いるなら：i，次の一二つのこと を決

定せねばならなレ。

1) どのような頻度で点検すへきか。

2) 点検ごとにとれだ：ナ購入すればよいか。

これを定期点検方式と L、う。

前もって需要はわからないが，種々の量になる確率だけがわかってレるから，可能

な需要量につレて費用の期待値をとる。それから この期待簡を妓適にする決定変数を

求めることが山来る。これ泊‘基準となる。

3.2 確率的意思決定過程

在庫ンステムコ需要が不確定であるので， ：昔、思決定による出力である’貸用がィ、確定

であり，また次の期の状態である在庫f;＼：ーも不明である。これは確率的意思決定過程の
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第5図
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(a) 確率的意思決定過程 (bl 百吉本的意思決定過程

典型である。

すなわち γステムの人力 （I)と状態 （S）と決定（DIとの結果（RIとを観測する。

そしてある決定が行われると， システム iil、くつかの可能な状態のうちのひとつカ‘発

生する （第 5図（a））。決定の結果は完全には予測されない。この場介確率論における

期待値の概念を導入することによって 決定論的場{Iを今般化することが出来る。す

なわち決定論的場合には出力（費用）のう ちで，最Ai値会与える決定 （購入量）を求

めたと同様に，確率論的場合も最適な費用の期待値を与える決定を求めればよい（第

5図（b））。

さらに確率的多段決定過程は第 4閃（b）のようにiitlr寸る。ンス テムがSなる状態

にしるこ とを観測して Dなる決定を卜 L. 新しい状態s，と応答 R，を観察して決定

D，を下すということを繰返す。ある一組の決定の結架；工生ずる状態と出力のある種

の平均によって評価される。

ンステムの状態と入｝）に基づいて決定を下すための規則jを政策とl呼ふ。 政策をげ制

するための基準があるとすれば，この基準の下でンス テムの状態をJttも望ましレ形に

する政策は最適であるとよぼれる。有：！事システムで；工作期の費用の期待値の和を最小

にするよ うな各期の購入量がこれに村I~ ずる。しかしこの例のような決定の繰返しが

問題である。すなわちある購入量が決定され，その｝切の費用と次郎lの{E庫畳が観測さ

れ，こ の過程が繰り返される。この傾の過程は多段決定過程である。この場合長適政

策を求めるには一般に多数の状態である丘庫量と It¥)Jである費用と決定である購入量

を評価せねばならない。これは高度に惚雑な問題であり ，動的計向位、がコ ンビュ タ

と理論（最適性の原照）の結合により最適政策を求める手がかりが得られる。 {U事

j ステムについて 5つの変数の組［！， S, D, Si, R］全考えて見ょ う。

シス テムの入力 （／）はこの場合需要であって，ある平均値，分散を持つ確率待；度

関数より 成り立っている。 状態 （S)Lt今期の在庫冒て＼決定 CDIは購入量である。

出力（R）は期待費用で，基準としては，全期間にわたる全期待費用最小である。新
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しい状態（S，）は次期の在庫鼠となる。

3.3 農業生物管理

ホテイ アオイの成長過程を考えよう。観測と待lj御は時間の離散点でのみとられると

仮定する。期間での成長；工初期状態と母集団水準を減少させるための収穫，分離等の

制御のみによるとしよう。 n期間にわたる全割引費用は符期の費用和であり，各期の

費用Ii，状態と制御との関数であると寸る。この問題は離散的動的計画法として知ら

れている。全書I］引費用の期待値l主意思決定過程Zの一般的損lj度として採用される。

自然生物過程Ii各期間に成長又iJ:.衰弱するとする。すなわち初期水準aで，条件的

確率分布関数 F（と／a ） をも った確率変数とが，状態推移関数 g （~ ， a）によって aを推移

させるとする。自然、生物過保で： 12.7 '7)( 4 ） 式より g （~ ， a ） ＝~·aとする。

水準xから aに母集団水準を減少させる制御lの費用をK(x,a）によって記す とす

る。またもし初期水準が x の時， C ( x ） の管理費用を生ずるとする。また収~による

利益Ii負の費用と考え， L(x a）とする。

[!, S, D, S,, R］の組でこの問題を記せば次のと おりとなる。

I＝~ （ F （ ~／ a l の確率分布をもっている ）

S＝水準xでD＝水準 a,S，＝ ~ · a, R=K(x, a）十C(x) L(1 a）と解釈することが出

来ょう。

さらに次の仮定が設定される。

K(x, a) =K+K, (x-a) (x>a) 

=O (x=a) 

Kiま段取費用であって，管理に対して重要な意味がある。 この時次の最適政策が構

成される。

“もし生物母集団の大きさ x”が， s，より小さければ何もせぬし， S，以上になれば，

s,(s,<SJまで水準んを減少させる。”

これを （s,,S，）政策とよぶ。問題は s,,S，を計算するアんコ リスムである。

この s,sの決定に対して：工二つの方法が考えられる。 ーつ：主動的計画法により解析

的に算出するもので，他Iiγ 、ュレーゾョンにより数（情的に求めるものである。

前者による結果に数値を代入してみよう。

との確率密度関数j（と）:J:. 

j（と）=,leパ 円（ご）十 2.0

とする。費用関数として

C(x）二 I.Ox
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第6図 !s., SJ政策

期間ト1 WJl1il” 

K(x a)=100+10 （~－ 1) 
L(x-a）二 1.5(x-a) 

ととり，母集団水準 x=100とすれば， 5亨17,S=70と算出された。

おわりに

近年多くの点でMSY概念は生物資源管理に対して作戦LI僚として余りに簡単であ

るとの議論がされつつある。よりきひしし目標が登場して来たのである。すなわち

MSY は費用 利益的考察を無視してし、るという こと である。本稿はこの問題に対す

る一つの方向を示したものであり，大方の御忠言をいただければ幸である。

本稿では主として密度管理について述べたが，頻度管理も同様に取扱い可能であ

り，ン／；ュレーンョ／の実行も残されている。

最後にこの研究に当初より種々御指導を賜った本学学長渡辺茂先生に感謝申し上

げ，また同好の士有水彊さん，石井猛さんの御協力に対し心からお礼を表し筆を置

く。
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