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宍道湖とシジミ

(3)諏訪湖に学ぶ

2013 年 1 月 9日 西村 二郎

(要 旨)

①「宍道湖に係る湖沼水質保全計画」（H20 年策定)は H15 年策定計画に引き続いて達成は

困難である、

②とくに H24 年は、異常渇水・夏季の異常高温の影響を受けTP の異常が際立った、

③異常渇水の場合、湖底のヘドロから溶出したリンが表層に浮上する、

④「アオコが消えた諏訪湖」の水質浄化の取組みを紹介した：

⑤主たる諏訪湖の水質浄化対策は下水道の完備（2006 年現在、普及率 97.2％）と処理水の

系外放流である、

⑥諏訪湖の水質は年々良くなっている。ただし到達レベルはそれほど高くない、

⑦宍道湖に比して諏訪湖の滞留時間は短く、水温も低い⇒アオコの発生条件に関して諏訪

湖は有利である、

⑧下水処理水は綺麗ではない。とくに TN、TP は CODの増加に大きく寄与するレベルである、

⑨宍道湖流域東部浄化センターから排出される処理水は中海上流に放流されている、

⑩宍道湖流域の下水道普及率が 100％になったときの水質改善効果は TP で 0.013 mg/l、と

推算された（仮定が多すぎる推算ではあるが、下水道普及は重要な水質浄化対策なので敢て

行った！）、

⑪諏訪湖では面汚染源対策は取られていない、

⑫面汚染源対策としては、霞ヶ浦・川尻川河口に設けられたような湖内湖が現実的であると考

えられる⇒湖内湖で徹底的にアオコを発生させそこで除去するという方法もある、

⑬リン除去対策として、シジミの養殖がある程度有効である、

⑭諏訪湖浄化には、計４回開催された住民主導の「日独環境まちづくりセミナー」や信州大学

の活動が行政を動かす原動力となったようだ、

⑮信州大学が行った諏訪湖の水質浄化に関するシミュレーションは全体像を掴む上で役立っ

たと思われる、

⑯なお、富栄養化は、酸素さえあれば、一般に魚貝類にとっては歓迎されることである：表層

魚であるセイゴやシラウオに着目せず湖底に棲むシジミの増減に注目すべきである。
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1. まえがき

宍道湖の水質について調べているうちに深刻な現状が浮かび上がってきた。とくに、2012年

の惨状は衝撃的であった。異常渇水と夏季の異常高温の影響が大きい。しかし、これをエキュ

スキューズとして放置するようなことがあってはならない。地球温暖化によると思われる異常気

象は常態化しつつある。

この報告は、前報までの調査結果に、その後のデータおよび諏訪湖浄化の知見等を加味し

たものである。筆者は二度に亘り、通算11年間、長野県塩尻市に住んでいた。昭和50年台の

後半、夏季の諏訪湖はアオコだらけ。臭くて湖岸に近付くのも不愉快であった。それが、最近

は綺麗になったという情報に接し、長野県諏訪地方事務所・環境課から推薦頂いた「ミジンコ

先生の諏訪湖学」、および「アオコが消えた諏訪湖」を一読し感銘を受けた。

あちこちでなされている水質浄化への取組みを一瞥する限り、湖沼の水質悪化と対策に関し

ては、研究段階を過ぎ、システム工学的アプローチが有効な段階に入ってきていると思われる。

ただし、宍道湖（中海も含めて考えるべきである）には宍道湖独自の事情がある。様々な分野

の関係者が「宍道湖の水質浄化」というプラットフォームにおいて対策を提案しなければならな

い。そうすれば、少なくとも、各論に終わることはないはずである。

2. 水質に関する現状認識

まず最初に宍道湖の水質は悪化しつつあるという現状をきちんと認識しなければならない。

前報で紹介した県の水質保全５ヶ年計画のデータにその後の測定値を補足して再録する。

表１ 「宍道湖に係る湖沼水質保全計画」

（単位：mg/l )

図1 宍道湖（湖心）のCOD（全層の平均値）

H15年策定５ヶ年計画 H20年策定５ヶ年計画

現状（H15年) 計画（H20年） 現状（H20年) 計画（H25年）

COD 4.5 4.1 5.4 4.0

TN 0.47 0.44 0.49 0.49

TP 0.047 0.043 0.056 0.039
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図2 宍道湖（湖心）の TN（上層）

図3 宍道湖（湖心）の TP（上層）

水質管理のパラメータとしては、現在の汚濁の度合いを表す BOD（COD で代用）と、栄養分

である TN、TP で代表させた。 なお、紫色のカラムは目標値を表している。

３項目とも目標値を達成しそうもないことは前報で述べたとおりである。H24の値は1～11月の

値の平均値である。TNについては、大気汚染により、雨水中のTN＞宍道湖々心の TN、であ

ること、およびアオコは一般に窒素不足の場合は水中の溶存窒素を取り込む能力があることに

ついても前報で紹介した。したがって、アオコ発生防止には、TP の抑制が重要である。

流入水量の80％を占める斐伊川のTPは概ね宍道湖々心のTPより低い。TPの流入源は宍

道湖周辺の中小河川が最右翼である。汚染源は田畑のような面汚染源と工場等の点汚染源

に分けられる。地方公共団体は、後者については汚染源を特定すべきである。ただし、当事

者が零細企業や個人の場合には、一緒になって対案を練るなど血の通った対策を講じなけれ

ば実効は上がり難いだろう。

面汚染源のTP（TN)対策は後述のように厄介である。田畑からのTN、TPの流出防止法につ

いても残念ながら、筆者はノーアイデアである。
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３．アオコの害

アオコは植物性プランクトンの一種である。プランクトンは食物連鎖の結果として魚

貝類の餌となる。また、太陽光を浴びれば酸素を作り出す(繁茂して水面を覆うように

なれば、その限りに非ず）。餌が多ければ魚貝類は繁殖する。事実、汚染が進んだ近年

もセイゴの群れを見掛けることは珍しくないという（ただし、何故か大きくならない）。

あるシニアの話によれば、昔、大粒のシジミは湖底の深いヘドロっぽいところで採れた

という。酸素があれば底土が砂でなくてもシジミは棲息可能ということだろう。アオコ

が毛嫌いされる理由は、枯れて湖底に沈殿し、腐り、分解に酸素を消費するため、湖水

の下層が貧酸素状態になり魚貝類が棲息できなるからだ。セイゴは湖底に棲息している

魚ではないので貧酸素の影響を受け難いと思われる。しかしスズキに成長するものは少

ない。何故か? 例えば、ミクロキスティスという多くの富栄養湖でアオコをつくる藍藻

にはミクロキスティンという毒素があるという。この毒素は細胞が死んで壊れたとき湖

水中に溶け出すが、ほどなく細菌によって分解されるので、水中濃度は高くならないと

のことである。しかし、セイゴ等の”表層魚”に与える影響はないのだろうか？

図4 アオコの発生条件

宍道湖は諏訪湖に比べて、滞留時間が長く(0.3年 vs 39日）、水温が高い。したがってアオ

コ発生に関しては不利である。宍道湖には諏訪湖以上の水質浄化対策が求められる。

４．諏訪湖の水質浄化策

一口で言えば、流域の下水道を完備（流域の普及率は2006年度には97.2％）し、処理水を

事実上、天竜川に放流したことである。「事実上」という注釈を付けたのは、天竜川流域の住民

の反対により、湖内に敷いた導水管から天竜川への出口のおよそ100ｍ手前に放流したため

である。意外に知られてないことであるが、下水処理水は高度処理を行っていても、汚いので

ある（TN、TP はとくに高い）。TN、TP の高い水を諏訪湖に戻せば、再びアオコが発生する恐

れがある。流れがある天竜川に流した場合は、取り込まれる効率が低いため、それほど害はな

い。シミュレーションによれば、下水処理水を諏訪湖に戻し、BOD が高くなった水を天竜川に

流した場合よりも、天竜川の水質は良くなるという。
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宍道湖の場合、下図のように宍道湖流域下水道（東部浄化センター、西部浄化センター）が

ある。

図5 宍道湖流域下水道(東部浄化センター、西部浄化センター）

公共下水道普及率は松江市で78.5％(H23年末）、安来市で47.0％（同）、出雲市で42.3％

（同）となっている。下水処理水の水質等は次表のとおりである。

表2 宍道湖流域下水道の概要（H23年末現在)6)

表より明らかなように放流水の水質は悪い。ただし、宍道湖にとっては系外なので問題ない。

中海にとって東部浄化センターの存在は要注意である。放水量が少なく（宍道湖から中海に

流入する水量の1.2％）、中海に出ていく TP は3t/Y でだが、センターに入ってくる量は78t/Y

もある。大雨のとき、生放流的な現象は起きないのであろうか。西部浄化センターの処理水の

水質は明らかに東部浄化センターのそれよりも悪い。これは、日本海に放流されるためと推定

される。鳥取県も同様な考え方で下水処理をしていると考えられるから、米子湾（美保湾）の水

質が良くない（前報の図3）理由が理解できる。宍道湖と米子湾に挟まれている中海の水質浄

化は他力本願的な要素がある！

流域における公共下水道の普及が宍道湖の水質向上に与える影響は次のように仮定するこ

とによって推算できる（当るも八卦当らぬも八卦であるがリン・バランスを展望するために敢て推

算してみる）：①松江市に係る公共下水道に入っていない下水は全量宍道湖に流れ込んでい

東部浄化センター 西部浄化センター 環境基準

流入出量(t/Y) 19.1×106 8.5×106 -

排出地点 意宇川(中海上流) 大社湾(日本海) -

処 処

理→理

前 後

COD(mg/l) 127 → 8.8 120 → 12.0 3

TN(mg/l) 33 → 6.9 31.9 → 29.2 0.4

TP(mg/l) 4.0 → 0.16 4.0 → 0.30 0.03
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る、②安来市の場合は中海、③出雲市の場合は日本海とする。この場合、宍道湖に流れ込ん

でいるリンの量は21 ｔ/Y となる。つまり下水道普及率が100％になれば TP にして0.013mg/l

の低下に相当するリンの流入が減る。

諏訪湖の水質改善状況は図6～87)のとおりである。

図6 諏訪湖のCOD の推移

図7 諏訪湖の TNの推移

図8 諏訪湖の TP の推移

諏訪湖の水質は着実に改善されてきている。とくに TP の改善が顕著である。ただし、到達レ
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ベルは決して高いとはいえない。滞留時間が短く水温が低いので、このレベルでもアオコは発

生し難い、ということなのであろう。

５．面汚染源対策

諏訪湖に関しては、直接的な面汚染源対策は取られていないように見受けられる。このこと

が、水質が良くなったとは言え、例えばCODは環境基準未達の4.5、TPが0.04程度というあま

り高いとはいえないレベルに留まっている理由ではなかろうか。また、点汚染源対策について

も言及されていない。

河川水中のリンを正攻法で下げようとするのは現実的でない。経済的な面汚染源対策として

は、湖内湖が挙げられる。霞ヶ浦･川尻川ウエットランドの例を紹介する。河口付近に水深2ｍ

の沈殿ピットを有する河口沈殿池方式の浄化施設である（図8参照)。原図そのものが不鮮明

なのは残念だが、仕切堤は捨石と巨石からなっており、事業費は169百万円とある。宍道湖周

辺の中小河川は普段は流水量が少ない（→滞留時間が長い）ので、面積は小さくて済むだろ

う。ただし、降雨の影響を考慮すれば面積が大きくなり工事費用も嵩む。山居川の場合、大雨

のとき、既存の土壌汚染に起因すると思われる高濃度の TP が宍道湖に流れ込んでいる3)。古

曽志川では、冠水した田畑から、肥料起因の高濃度の TN、TP が流出するだろう。しかし流量

が多い時は、宍道湖における滞留時間が短かくなるから、影響を割り引いて考えることが出来

るかもしれない。まずは、大雨の時の汚染（とくに TP）の経時変化、流量等の実態調査の結果

を踏まえて緒元を決める必要がある。さらに、湖内湖で充分にアオコを発生させ（嫌でも発生

するだろうが）、充分に TPや TN を消費させてから、表層のアオコおよび懸濁しているアオコ

粒子を除去したのちの水を宍道湖に放流するということも考えられるだろう。水溶液中のリンを

除去するのは経済的に大変だ。この場合の湖内湖は、繁殖池→沈降・濾過池、と二段構えと

なる。繁殖池は悪臭防止のため透明板で覆う必要があるだろう。効率の高い凝集剤も開発さ

れているし、簡便な濾過法も実用化されている。いずれにしても、ﾃﾞｰﾀを取り揃えることから始

めなければならないだろう。

図9 湖内湖の一例（霞が浦）8)
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なお、対策としての浚渫や客土には敢て触れなかった。理由は持続可能性に問題があるか

らである。ただし河川が宍道湖に持ち込む土砂の浚渫、過去の因果を断ち切るための浚渫に

ついてはこの限りではない。

６．シジミの養殖による水質浄化

信州大学のミジンコ先生こと花里教授は白樺湖などで成果を挙げたバイオマニピュレーショ

ンの効用についても紹介している。シジミの養殖についても言及された。シジミは酸素さえあれ

ば、富栄養湖にピッタリの生物なので、垂下養殖を提案されている（図10参照)。筆者も似たよ

うな考えを持っていたので意を強くした（図11参照）。

図10 シジミの垂下養殖法2) 図11 シジミの養殖法4)

シジミが系外に持去る窒素、リンは年間漁獲量8千 ton～1万 ton に対して、夫々、約80 ton、

約9ton と推算されている9)。これは5万人規模の下水処理設備に相当するとのことである。シジ

ミの漁獲量は最盛期には19,000 トン/Y あった。シジミや赤貝の養殖は地域活性化にもつな

がる重要なテーマである。

７．諏訪湖浄化運動の盛り上がり

諏訪湖浄化には信州大学が大きな役割を果たしている。もちろん、大学の取組みは分析や

解析が主体であり、直接的な対策は県主導で行われたようだ。しかし、生態系への深い洞察

に基づく花里教授らのバイオマニピュレーションは、対策としても立派である。

さらに地域住民の取組みも活発であった。その象徴的なできごとが1989年から2002年まで計

４回開催された「日独環境まちづくりセミナー」だ。良く知られているようにドイツは環境先進国

である。この催しは住民の理解を進めることに役立つと同時に、県や市や信州大学を巻き込む

ことに役立ったに違いない。キザな感じもするがウマイやり方だ！

８．あとがき

諏訪湖で行われた対策（下水道完備と普及）だけでは、滞留時間が長く、水温が高い宍道

湖では不十分であろう。さらに「宍道湖-中海-日本海」系と捉えたときには、困難さが倍加する。

しかし、取組み姿勢は大いに参考にしたいものである。

信州大学は諏訪湖の水質浄化に関してシミュレーションを行っている。このようなことを対象

とするシミュレーション・ソフトそのものの利用価値は極めて限定的である。

そもそも、諏訪湖の水質を良くしようという「空気」はあちこちで燻っていたに違いない。しかし、

県なり市なりが明確な目的を持って組織横断的プロジェクトを組織しない限り力にはならない。
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シミュレーションは諏訪湖の水質浄化というプラットフォームにおいて、活動が本格化したこと

の象徴なのだ。宍道湖においては、リン・バランスに代表されるマテリアル・バランスさえ定かで

はないのではないかと危惧している（筆者の誤解であることを願う）。シミュレーションを行えば、

いやでも全体像を掴むことに繋がっていく。
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(参考） 宍道湖の諸元と水バランス

（2013年1月16日加筆訂正）

面積 82 km2 斐伊川からの流入量 1281×106 m3/Y (80%)

周囲 47 km 中小河川からの 〃 172×106 m3/Y (11%)

水深（平均） 4.5 m 降雨量 148×106 m3/Y (9%)

水深（最大） 6.4 m 流入量合計 1601×106 m3/Y (100%)

貯水量 366×106 m3 滞留時間 0.3 Y


