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東海大学紀要海洋学部第53号 135-143頁 (2002)

閉鎖海域の自然浄化機能回復への技術的展望

福江正治*2・佐藤義夫*3・ 谷 茂*4・山崎正一*5・勘米良 均*6

Technical View to the Recovery of N atural Purification 

in Closed Sea Area 

Masaharu FUKUE， Y oshio SATO， Shigeru TANI， 

Shoichi Y AMASAKI and Hitoshi KAMMERA 

Abstract 

Wat巴rand sediments in closed sea area have been polluted with various hazardous 

substances discharged through human activities. For example， TBT and TPT have 

been contained in sediments. In those area， living things are also polluted， because of 

bio-concentration in a process of the food chain. The outflow of polluted water， 

sediments and/or living things from closed sea area may provide an impact to the 

outside environment. Since the pollution of seafood is one of the most serious problems 

for human health， remediation techniques for seawater and sediments are desired to be 

developed. In this paper， the present situation of contamination in closed sea area is 

discussed and remediation techniques are given. 

1.序論

閉鎖海域には生活排水または産業排水などが主として河口から流れ出し，水質・泥質ともに

悪化している箇所が少なくない.さらには，瀬戸内海などの閉鎖海域にはかつて船体に使用し

たペイントに含まれていた有機すずが溶けだして堆積物に含まれている.

また，このような海域では，必ずしも健全な生物機能が働かず，それが富栄養化などさらな

る環境悪化の原因となるばかりでなく，食物連鎖を通して生体濃縮作用によって，有害物質が

生物に濃縮されているおそれもある.なお，閉鎖海域の汚染が外海へ与える影響や汚染生物の
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外海への移動も無視することができないと思われ，水産物の安全性の確保の面からも問題視す

る必要があると考えられる.

そこで，本論文では閉鎖海域の実態および水質・泥質浄化技術について検討を行い，自然浄

化機能の回復を目的とした全体的な技術展望について論じる.

2.閉鎖海域の現状

2.1 水質および底質

水質や底質の概念には大別して 2つある.水質には，いわゆる自然界で起こる汚濁，富栄養

化の問題，赤潮の発生などに関係した懸濁物質量 (SS)，化学的酸素要求量 (COD)，全窒素

(T-N)，全リン (T-P)，pH，溶存酸素量 (DO)，など毒性と余り関係しないものと，人為

的に排出され海水に溶け込んだ有害化学物質の濃度で表すものがある.一方，底質を表すに

は，堆積物の物理的諸量，すなわち粒度分布，含水比，土粒子密度，液性・塑性限界，などと

いった地盤工学的諸量や酸化還元電位などを用いる場合と，人間活動を通して自然界に放出さ

れた過度な重金属類やその他の有害物質の濃度について評価する場合がある.しかしながら，

人為的なものが自然環境へ及ぽす影響が強くなった現状においては，それらの相互作用が働

き，単純には分けて考えることができない状況となっていると思われる.たとえば，人為的に

排出されたある種の物質が，動物プランクトンを死滅させた場合，植物プランクトンが消費さ

れないで，異常に繁殖することもあり得る.結果として富栄養化が起こることにつながる.こ

のような複雑な状況については，長い年月における種々のデータの蓄積がない限り，はっきり

しないと思われる.

いずれにしても，小泉首相が提唱している“自然再生"事業(朝日新聞2001年 7月10日夕

刊)には，水質・底質におけるそれぞれの“質"を考える必要があり，特に人為的影響による

有害物質の問題は，後に説明するように，最も優先度の高い問題として取り扱う必要がある.

2.2 有害物質と毒性物質

本論文では，有害物質と毒性物質を次のように定義する.有害物質とはそれ自身が有害では

ないが，取りすぎると有害となる物質，たとえば，重金属の多くはこの範轄に入る.一方，本

論文では毒性物質を，重金属のうちでも枇素のように少量でも毒性を有するもの，あるいはダ

イオキシン， PCB，殺虫剤，有機すずのように，微量で発癌性を示すものや生体に異常をき

たすものを呼ぶことにする.

閉鎖海域の水質や底質についての調査報告はそれほど多くはないが，重金属類については，

1972年に公表されたわが国の港湾に関する環境庁のデータ，松本ら (1983)や FUKUEet al 

(1995， 1996) による東京湾堆積物ついての報告などがある.これらの資料によると，港湾の

堆積物表層付近に含まれる重金属は相当高い濃度となっている.たとえば，環境庁 (1972)が

公表した例では，新居浜および八戸港において堆積物中の鉛の濃度が10，000ppmを，また川

崎および水俣港では枇素が2，000ppmを越える.これらは堆積物に吸着していると考えられ，
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ほぽ永久的に堆積したままと考えられる.

有機すずは船底や漁網に塗られた塗料に含まれていたことから，海水中に溶けだし，海底に

沈着している.これらは，主として TBT(トリブチルスズ)と TPT(トリブエニルスズ)

であり，分泌撹乱化学物質(環境ホルモン)の一種と考えられている.

実際は，人為的に排出された化学物質のほとんどは最終的に海に運ばれ，拡散または堆積す

る.そのうちのいくらかは短期間に分解するものの，安定した物質はそのまま残る.

2.3 生体への影響

有害物質が生体へ与える影響は，その量が問題となる.有害物質の多くは自然界に存在して

おり，それらは自然界の食物連鎖，生体濃縮作用によって，体内に摂取されている.すなわ

ち，有害物質と位置づけられる重金属類の多くは，生体に必要なミネラルやビタミン類と同様

に必要不可欠な物質である.したがって，それらの重金属が欠乏すると欠乏症となる.一方，

過剰に摂取すると中毒症となるものが有害物質といえる (YONGet al， 1992) (Table 1参照). 

Table 1. Health effects in respect to deficiency and/or excess of ingestion of some inorganics. 

冗素 欠乏症 毒性

クロム Cr 関節硬化症 腎臓環状壊死

銅 Cu 貧血、色素欠乏、成長阻害、動脈硬化 銅代謝異常、肝硬変

フッ素 F 骨粗そう症 歯班病

鉄 Fe 貧血 胃腸炎

マグネシウム M カルシウムとカリウムの不均衡 筋肉減退
リン P 虚弱体質、骨病、くる病 腎臓・肝臓障害

カリウム K 低カリウム血症、筋肉減退 下痢症・尿毒症

E鉛 Zn 食欲不振、成長阻害 被刺激性、吐き気

生体濃縮によって，魚介類に重金属が蓄積されていると言う報告 (PHILLIPS，1976)は少

なくないし，食物連鎖の高階層にあるイルカ等において著しい. 2001年6月7日の静岡新聞に

よると，鯨肉と偽って販売していたスジイルカが67ppmの水銀で汚染されていたことが判明

した.この値は暫定規制値の170倍にも達する.なお，水俣で問題となった水俣病は生体濃縮

による有機水銀の過剰摂取が原因である.このように，陸域に比べ，海においては食物連鎖の

階層が多く，その分だけ生体濃縮によって濃度が高くなる傾向にある.

海域における生体濃縮作用の始まりについては，必ずしもよく解っていない点がある.一般

的には，水質を基本としてシミュレーションが行われているが，海底からベントスを経て，魚

類への生態濃縮が重要なプロセスと思われる.このプロセスは明らかにされていないが，シル

ト・粘土粒子に吸着された有害物質や毒性物質が酸性の胃液によって粒子から脱着され体内に

吸収されるメカニズムが考えられる.海水に比べ底質に含まれる有害物質や毒性物質の濃度が

極めて高いことを考えると，海底堆積物から起こる生体濃縮メカニズムを解明する必要がある

と考えられる.

人為的汚染が進んでいなかった時代に，海底や海水から起こった生体濃縮は，食物連鎖のプ
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Table 2. Estimated background values of elements in marine sediments. 

element Hg Cd As Pb Cu 

units mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Background 。.05 0.1 10 20 7 -53 
value 

elements V Zn Cr P Ti 

umts mg/kg mg/kg mg/kg ダkg ダkg

Background 45-100 50-150 60 0.23-0.65 
value 

ロセスにおいて，それぞれの生物にとって適正な化学物質の濃度を与えていたのは自明であ

る.その適正な濃度とは，過去の堆積物中の物質濃度を調べることから明らかにすることがで

きる.その値をパックグラウンドという.なお，パックグラウンドとは生体の安全性と言う観

点から定義した濃度であるので，純科学的なパックグラウンドとは異なる点に注意が必要でトあ

る.すなわち，ここでのパックグラウンドとは，自然界に存在する重金属などが自然界で堆積

物に吸着されている状態での濃度を意味する.これまでの研究では，産業革命(西暦1750年)

以前の堆積物に含まれている濃度をパックグラウンドとすることができる (FUKUE et al， 

1999). なお，パックグラウンドは，堆積粒子の特性や河口からの距離などによっても異なる

ことがわかっている.しかし，この程度の違いによって生じる生体濃縮は，もともと自然界に

おける許容値内と考えられ，生物の健康にとって影響が無いものと考えられる. Table 2は，

わが国の湾における堆積物の重金属濃度の鉛直分布からおおよそのパックグラウンドを求めた

ものである.すなわち，これらの値より濃度が十分高いならば，その堆積物は汚染が著しいと

いうことになる.したがって，汚染の層厚を決定するにはパックグラウンドを求め，それと比

較することによって評価できる. FUKUE et al (1999) は，汚染の程度を表すために汚染度

(degree of pollution) Pdを次のように定義した.

_C-BG 
Pd一一一一一ー一

BG 
(1) 

ここに， Cは対象とする化学物質の濃度，BGはパックグラウンドである.これらの BGを

使って，環境庁のデータ (1972) をもとに求めた Pd値を Table3に示す.Table 3からは，

汚染が見られない種と極めて汚染度が高いものが認められる.

有機すずがイボニシやアワビの生殖異常を引き起こすことは新聞などでも報道され，社会問

題となっている.また， TBTとPCBの複合汚染による魚類の産卵・ふ化への影響も懸念さ

れている(大嶋ほか， 1999). 

Fig.1は瀬戸内海の閉鎖域における堆積物の TBTの鉛直分布を示している.この図から，

TBT が含まれているのは，表層から25~50cm の厚さに限られていることがわかる.このこ

とは， TBT が船体塗料に使用され初めて後の堆積物の厚さが25~50cm であることを示して

いる.また，この程度の厚さであれば，波深によって海底の浄化が可能であることがわかる.
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Table 3. Examples of the maximum Pd value of sediments for various ports. 

(data published by the Environment Agency of Japan， 1972) 

Cr As Cd Pb 

Bg(ppm) 60 10 0.1 20 

Kushiro -0.58 -0.45 10 1.65 

Muror叩 0.4 -0.97 139 85.5 

Sakata 4.08 3.17 120 709 

Hachinohe -0.5 -0.85 195 15.5 

Kawasaki 19.6 101 603 126 

Yokohama 3.27 4.96 72.3 7.45 

Shimizu -0.58 -0.88 18.4 9.65 

Nagoya 16.5 -0.61 33.0 24目8

Osaka 1.33 -0.33 26 -0.25 

Amagasaki 42.0 5.6 2909 584 

Niihama 5.75 0.97 36 7.9 

Ube -0.03 3.03 62.5 4.8 

Hakata 1.25 0.45 22.8 8.7 

Neg，伊all附 s 伊 t問n包，dic叩at，館est的h弘切αω11，仇hec印oncentrationis less than B.， は ， non-contaminated. 

8ayl 8ay2 Bay3 8ay4 8ay5 Bay6 Bay7 
蝿 ー-<・一一 首与 . 一ー-‘' Bay8 KOFF2 KOFF14 KOFF16 FOFF6 FOFF12 

--_.......- _.__.-トー • • 
TBT (μgJkg-dry) 

300 

100 

30 

10 

3 

0.3 

O. 1 。 50 100 150 

深さ (cm)

Fig. 1. TBT concentration in Seto-inland sea sediments. 

主として陸域で問題となっているダイオキシン類についても，実際は海域での問題として考

える必要がある.それは，人体に摂取されるダイオキシンのほとんどが食物によってであり，

わが国ではその半分以上が魚介類によるとされているからである(牧谷， 1997) (Fig. 2) .な

お，呼吸や皮膚を通して，また飲料水から摂取される量は非常に少ないとされている.

これらのことは，わが国の環境保全や修復について，海域が極めて重要で緊急を要する問題

であることが明らかである.有害物質や毒性物質が陸から海に運ばれることを考えると，陸地

における汚染対策は重要である.しかし，それにもまして，現実に生体へ有害物質や毒性物質

が取り込まれている原因となっている魚介類の汚染問題がもっとも深刻でbあると言えよう.
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一日当たり体重1kgl!a t:: ~)3. 555pg 
島 内 ノ/水から o.028 % 

大気から 4.8% 〆

(牧谷， 1997，廃棄物学会誌， Vo 1. 8， 279-288より鈎化.)

Fig. 2. Prediction of dioxins-intake 

3. 自然浄化機能の回復

健全な海環境は，堆積物がパックグラウンド程度の物質濃度を有しており，人為的有害物

質・毒性物質が含まれていない海水のもとで，生物機能が正常に働いている状態といえる.し

かしながら，多くの閉鎖海域で，有害物質や毒性物質が堆積物に含まれており，海水中にも人

為的な物質が入り込んでいる.そのため，生息できる生物種が限定されたり ，また不完全な生

物機能の様相を呈している.また，環境が極めて悪い閉鎖海域は周辺の海域の環境悪化の原因

となるおそれもある.したがって，閉鎖海域を自然再生の観点から考えると，水質 ・底質浄化

を行い，その上で生物機能を正常に働かせる必要があろう.同時にその海域への負荷を可能な

限り軽減させ，自然浄化機能によって十分浄化が可能な方法を策定する必要がある.以下に水

質浄化，底質浄化についての技術的展望と，生物浄化機能を併用する自然浄化機能回復への道

を策定する.

3.1 水質浄化技術

健全な自然の海岸では，砂浜や岩礁における微生物や海藻等の自然浄化機能が作用し，環境

保全に重要な役割を担っている(細川， 1988， MEADOWS， 1968).しか しながら，自然浄化

作用の限界を超えて人為的負荷がある海域では，環境が悪化し，自然浄化機能そのものが作用

できなくなる.砂浜に打ちょせる波(海水)は，砂によってろ過され，海水の汚濁を防いでい

る(古川ほか， 1999).したがって，砂浜を護岸堤防にするとろ過作用がなくなり，護岸に付

着した生物のみに浄化を頼ることになる.閉鎖海域の岸辺の多くは，護岸によって固まれ，そ

140 東海大学紀要海洋学部



閉鎖海域の自然浄化機能回復への技術的展望

Fig. 3. Floating vessel for seawater treatm巴nt.

の海域の水質悪化の原因のーっとなっている.その結果，汚濁によって日光が不足し，アマモ

などの海草が育たず (相生， 1989，中谷， 1986)，アマモ群落で起こる生物浄化機能が低下す

ることになる.したがって，海水の浄化は単に海水をきれいにするだけでなく ，光合成を必要

とする海草類の生育にとっても欠かせない条件と なる.

Fig.3は浮動式砂浜の概念図である.土運船(パージ)を利用して海水ろ過を行う技術であ

る.ろ材として，砂，スラグ等を用いることが可能で，懸濁物質量 (S.S.)なら90%以上の除

去が可能である.3000tクラスのパージ船を用いると， S.Sーを90%除去する目的で，ろ材の透

水係数が10-2cm/sの場合，約5700m3
/ 日の処理が可能である.もし， S.Sの除去率が50%で

よいなら， 1日当たり約10000m3の海水が処理できることになる.ろ材によってはリンなどの

除去も可能である.また，砂ろ材の場合，ろ過中に微生物が繁殖するので，良質の砂浜造成材

料 として使用できると思われる.

今後の課題は，潮流のもとでどのように浄化工法を適用するか，藻場造成などに併用するた

めの方法の確立などであろう .また，移流拡散方程式による閉鎖海域における海水浄化のシミ

ュレーションなど行って，実用化を進めたい.

3.2 底質浄化技術

底質の浄化は海水浄化に比べ，やや難しい面がある.これまで覆砂などの方法によって海底

を浄化する方法がとられている.しかしながら，海底表面は，浮泥やヘドロなどのように極め

て軟らかく ，砂が堆積物内に貫入することが多い.見方を変えれば砂の間隙の中に浮泥やヘド

ロが入り込むことによって，見かけ上は砂が貫入する.また，海底では海流や潮流によって砂

が移動する漂砂現象が起こり長年の聞に覆砂が移動してしまう.さらに，航路などでは，水深
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凌深

--------生分解性?ラスチンヴ袋筒
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Fig. 4. Disposal of polluted sediments 

を保つ必要があり，基本的に覆砂を使えない.

いずれにしても，覆砂は海底が汚染されている場合には，抜本的な解決法とはならない.し

たがって，波深などの方法によって，汚染土を海底から取り去り，処理・処分することが望ま

しいと考えられる.

波深による海底浄化方法の概要を Fig.4に示す.この方法では，波深汚泥をある程度固化

し，生分解性の袋に詰め海底に処分する.重金属などのように堆積土粒子に強く吸着している

物質は容易に溶出しないので，袋からは海水のみが排出する.海底には汚泥を詰めた袋と一緒

に砂を投入し，排水道を造る.これによって袋内からの排水が促進される.

今後の課題は，強度，透水性，生分解性などが満足できるような生分解性プラスチック袋の

製作と堆積物の袋詰めの自動化などである.

なお，この方法による造成地は，風力発電基地など種々の利用が考えられるが，造成地周囲

は自然浄化機能に十分配慮した形式とすべきである.たとえば，干潟や砂浜を造成し，多様な

生物機能が働くような環境を造る必要がある.

3.3 生物増殖

微生物をはじめとする海草，べントスなどの生物は，有機物や化合物の分解，懸濁物質の団

粒化などの作用による自然浄化機能を有している.このような健全な浄化機能は生きているフ

ィノレタ ー(livingfilter)であり， またバイオマスとして考えることができる.たとえば， ア

マモの葉の表面には，付着藻類が繁殖し，微生物や小動物が生息するだけでなく ，藻場内は小

型 ・大型の魚類の生息地 ・産卵場となって，周辺海域だけでなく遊泳魚類によって外洋圏まで

その影響が及ぶことになる.しかしながら，現実として生物浄化機能の高い藻場や干潟などの

消滅が，浄化機能の低下 環境悪化一生物の死滅 ・減少一浄化機能の低下のように徐々に閉鎖

海域の環境を悪化させる原因となっている.したがって，自然再生には，自然浄化機能を回復

させることが必要であり ，そのためには上述したように水質浄化と底質浄化が一対となった技
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術開発が不可欠である.その上で，藻場造成一生物増殖などの技術を導入することで，自然浄

化機能を回復させることが可能と考えられる.また，二枚員などが自然浄化機能に大きな役割

を持つ(細川， 1988). なお，そのためには海域への負荷を最小限に留める努力が不可欠である.

4.結論

閉鎖海域の自然浄化機能回復は，国民の将来の健康を考える上で極めて重要な課題となって

いる.また，閉鎖海域において自然浄化機能を回復させるのは容易でトはないが，水質浄化・底

質浄化技術の開発，生物機能の向上技術によって十分可能でFある.

REFERENCES 

相生啓子:海草の生態とその保護，採集と飼育， 51-8， 352~356， 1989. 

FUKUE， M. KATO， Y.， NAKAMURA， T. and YAMASAKI， S.， Heavy metal concentration in bay 

sediments of ]apan， STP. 1293， ASTM.， 58-73， 1995. 

FUKUE， M. KATO， Y.， NAKAMURA， T.， Heavy metal concentration of marine sedim巴nts，Environ-

mental Geotechnics， Balkema， 49-54， 1996. 

FUKUE， M.， NAKAMURA， T.， KATO， Y. and YAMASAKI， S.， Degree of pollution for marine sedi-

ments， Engineering Geology， 53， 131-137， 1999. 

古川恵太ほか，砂浜の水質浄化機構の現地観測とそのモデル化，港湾技術資料， 928， 1-24， 1999. 

細川恭史 水質改善のための生態活動の利用について，昭和63年度港湾技術研究所講演会，講演

集， 1-40， 1988. 

牧谷邦昭，ダイオキシンに関する環境保全の取組の動向，廃棄物学会誌， 8-4， 279-288， 1997. 

松本英二，東京湾の底質環境，地球化学17，pp.27-32， 1983. 

MEADOWS，P.S. and ANDERSON J. G. Micro-organisms attached to marine sand grains，]. mαk 

biol. Ass， U.K. 48， 161-175， 1968. 

中谷茂:わが国藻場造成の展望，沿岸海洋研究ノート， 24-1， 24-1， 40~52， 1986. 

大嶋雄治ほか， トリブチルスズ (TBT)の魚類血液への蓄積と TBT-PCB複合汚染による産卵・

ふ化への影響，日本海水学会， 53-4， 1999. 

PHILLIPS D. G. H.， The common mussel mytilus edulis as an indicator of pollution by zinc， 

cadmium， lead and copper. II.， Relationship of metals in the mussel to thos巴dischargedby 

industry， Marine Biology， 38， 71-81， 1976. 

YONG， R. N.， MOHAMED， A. M. O. and WARKENTIN， B. P.， Principles of Contaminant Transport 

in Soils， Development in Geotechnical Engineering，ELSEVIER， 75， 1992. 

第53号 (2002) 143 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

