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宍道湖とシジミ

(9)シジミの回復はリンの大量浮上(H24年)により湖底がきれいになったおかげだ！

2015年 9月 21日(12月 6日改訂) 西村 二郎

１．はじめに

本文中に出てくる記号とその意味は次表のとおりである。

表 1 記号の説明

宍道湖の諸元は表 2のとおりである。

表 2 宍道湖の諸元

水収支・リン収支は、汽水湖汚濁メカニズム解明調査ワーキンググループによれば、図 1

のようになっている。

図 1 宍道湖の水収支・リン収支

宍道湖の水質を検討するとき、湖心のデータを使うことが多い。ところが宍道湖の面積を

B5版のプリント用紙の大きさに縮尺すれば、水深は紙の厚みほどしかない。さて水質に関し

て、湖心はどの程度湖を代表していると言えるのであろうか？ この問題のイメージを掴む

ために宍道湖を矩形とみなし、流入水は斐伊川から、流出水は大橋川から、いずれも集中的

に、流れているとしてポテンシャル流の流速分布を計算してみた。図 2から明らかなように、

流速は案外均一である。なお、この計算では深さ方向の流速分布は無視したが、やはり相当

程度、一様になっていると考えて良いだろう。

記号 単位 説 明

COD mg/l 化学的酸素必要量(分解するのに必要な酸素要求量)：水質汚濁の結果

を表している。この場合は、有機物系の汚濁を考えているのだから本

来、BOD(生物化学的酸素必要量)が用いられるべきだが通常は分析が容

易な CODで代用される。

TN mg/l 全窒素：窒素は植物性プランクトン等の栄養分であり水質汚濁の原因

物質である。TNには結果物質からの寄与も含まれるが便宜的に代用さ

れている。

TP mg/l 全リン：以下 TNの項に準じる。

DO mg/l 溶存酸素

面積 直接流入域 水深(平均) 水深(最大)

宍道湖 81.8 km2 400 km2 4.5 m 6.4 m
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図 2 宍道湖の流速分布のイメージ

２．これまでのいきさつ

湖沼水質保全特別処置法という法律(昭和 59年制定)がある。この法律に基づき、該当する

湖沼では水質保全５ヶ年計画が策定されローリングされている。

図 3に主要な湖沼の TPの年次推移を示す。湖沼汚染のパラメータとして TPを採用するの

は大気汚染によって、通常、降雨中の TN＞宍道湖の TN、となっているからである。外乱の多

い TNで水質管理の良し悪しを判断するわけにはいかない。

図 3 主要湖沼の TPの年次推移

水道水に利用される琵琶湖(とくに北湖)は厳しい環境基準(0.01mg/l)を満たしている。洗

剤の無リン化が琵琶湖の水質浄化活動の成果であることはよく知られている。また、木浜地

区では農業用水の閉ループ化までなされているという。到達レベルは高くはないが、諏訪湖

の改善の跡も顕著である。宍道湖と霞ヶ浦は 30年経っても一向に改善されていない。それど

ころか５年経てば改善計画実行前よりも悪くなっているのがこれまでの実態であった。筆者

は機能不全のプログラムマネージメントが持続しているのは問題ありと考えているので、化
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学関連産業の経営課題として問題提起をした(化工誌 2015年 6月)。

宍道湖の水質浄化に関する島根県の対策は、主として周辺の下水道整備のように見受けら

れる。諏訪湖では公共下水道の普及(→ほぼ 100％に達している)と事実上の湖外放流が大き

な効果を上げた。宍道湖周辺の約 80％は松江市で、松江市の公共下水道普及率は 80％に達し

た。しかし、その効果は判然としない。平均気温が高く、少雨時の滞留時間が長い、水深の

浅い宍道湖はアオコを初め植物性プランクトンが繁殖し易いと考えられる。環境基準そのも

のも、例えば TPは、諏訪湖の 0.04mg/lに対して宍道湖は 0.03と、より厳しくなっている。

そもそも下水処理水中には、高度処理であっても、高い TN、TPが含まれている。諏訪湖で

は公共下水道に加えて好い加減な浄化処理で放流されていた下水処理水が、バイパスして天

竜川に流されるようになったのだから効果が大きいのだろう。宍道湖には処理水は放流され

ていない。蛇足だが、霞ヶ浦は宍道湖以上の問題湖沼である。理由の一つは、排出基準で、

TP≦1mg/lという高濃度の下水処理水が水バランスの約 20％を占めている、からと考えられ

る。もっとも、H25年 9月、土浦港に霞ヶ浦直接浄化実証施設が設置され、凝集磁気分離法

によって TP=0.03mg/l(霞ヶ浦の環境基準と同じ値)を目標とする試験運転が開始された。世

界をリードする野心的取組みとして期待したい。

島根県は汽水湖汚濁メカニズム解明調査ワーキンググルーム(座長：山室真澄東大教授)に

委託して宍道湖の汚濁原因を追究していた。その報告書(以下「報告書」と略記する)が H26

年 8 月公表された。過去 20 年間の斐伊川等の水質データ等からリン収支を取り、①平均して

年 28 トンのリンが湖底から浮上している、としている。さらに、②「湖内でのリンの発生は、

主に夏期の底泥からの溶出であり、このメカニズムの概略はリンを含む底質→高塩分水の侵

入→塩分成層の形成→湖底の貧酸素化→リンの溶出→混合拡散による表層リン濃度の上昇で

あることをふまえた対策の検討が必要と考えられる。」とした。つまり、過去の汚染の蓄積が

現在に害をなしている、と言っているのである。この結論から論理的に導かれる対策は覆砂

であるが「報告書」には触れられていない。リンの沈降・溶出・浮上という現象があること

に疑いはないが、リン収支は、宍道湖周辺の河川からの流入量に左右される。斐伊川に関し

てはそれなりにデータがあるが、間歇川的な中小河川からの流入量に関しては系統的なデー

タが見当たらない。そして、「斐伊川に流入する生活排水、工場・事業場排水、畜産排水等は、

それぞれ対策が講じられ、流域から排出される人由来の負荷は減少していると推測される。

しかし、斐伊川の実測負荷量は実際には減少していないことから、引き続き降雨を含めモニ

タリングを実施して実態を把握し、これに基づいて有効な対応策を見出していく必要があ

る。」と、記述している。「報告書」には、宍道湖の水質汚濁は降雨のせいと言わんばかりの

閉塞感が漂っている。

島根県は宍道湖保全再生協議会を立上げ、覆砂についての検討を開始した。根本原因を放

置して安くない費用を掛けて覆砂をしても、時間が経てば元の木阿弥になる、と心配してい

るのは筆者だけではあるまい。幸いなことに、H24 年のアオコ大発生の後、H25、26、27年と

アオコの発生が激減している。それに伴って、図 4のように、シジミの漁獲量が回復し、H26

年には漁獲量日本一の座を青森県十三湖より奪還した。もちろん「報告書」が出たこととシ

ジミ漁獲量の回復の間には因果関係はない。過去にも試験だけ行われたことのある覆砂実験
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が、また始められたが大勢に影響を及ぼすような規模で行われているわけではない。

図 4 宍道湖のシジミ漁獲量の推移

３．アオコ大発生の年(H24年)、リンの大量浮上により湖底がきれいになった？

H24年に何かが起きていたのだ。それを明らかにするために H17年 1月～27年 6月の水質

データの月次推移を調べた。データは系統的な測定値を揃えている国交省出雲河川事務所の

データに基づいている。もっとも、ネットで閲覧可能なデータは H17年以降に限られる。

図 5 COD､TN､TP の推移

図 5 から明らかなように TP 異常が散見される中で H24 年のそれは極端である。COD や TN

と連動していないので、汚染水の大量流入とは考え難い。湖底からの浮上である。

図 6 Cl 濃度(上層)､(下層)の推移
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図 6は満潮時、中海から逆流してくる Cl が、宍道湖の湖心において、上層、下層でよく交

じり合っていることを意味している。ただし、H22 年 10 月、H23 年 11 月、H24 年 8～10 月な

ど、上層と下層で Cl 濃度が乖離している場合がある。これは、流量が激減し宍道湖が淀んで

いるときに起きる特異現象と考えられる。この辺りの事情を調べるために松江市の降雨量と

の関係をプロットしたものが図7である。H24 年後半～25年前半の渇水傾向が読み取れる。

注目すべきは、H24 年 9 月の Cl 濃度が 7.47g/l と極めて高濃度になっていることである。

H17･1～27･6 における Cl 濃度(下層)の最大値は 7.47g/l(H24･9)、平均値( x )は 2.51、普遍分

散の平方根(σ )は 1.25。したがって、( xxm − )/σ は 3.98 となる。Cl濃度(下層)が正規分布

であるとすれば、Cl 濃度(下層)が 7.47g/l 以上である確率は 0.00345％にしか過ぎない。こ

のような現象が次に起きるまでの期間は、実に 2400 年となる。あまりの数字の大きさに計算

違いを疑われるかも知れないが、確率が50％のときは 2ヶ月という常識的な値となる。

図 7 松江市の降雨量と Cl 濃度の推移

流域全域への降雨量ではないので厳密性に欠けるが、H24 年が渇水傾向にあったことが伺

える。松江市に洪水をもたらしたH18年 7月の豪雨時には当然ながらCl濃度は下がっている。

図 8 DO(上層)、(下層)の推移

図 8において、H24 年 8～10 月の溶存酸素は殆どゼロである。これは、ヘドロ中の有機物

の分解に消費されたためと考えられる。
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図 9 TP(層平均)および水溶性リン(層平均)の推移

TP(層平均)と水溶性リン(層平均)の関係は図 9のようになっている。TP のピークと同期し

ている水溶性リンのピークが散見されるが、H24 年は突出している。しかも TP≒水溶性リン、

となっている。水中に県濁している植物性プランクトンやアオコは枯れて湖底に沈みヘドロ

と化し、溶存酸素を消費しながら微生物により、水溶性リン(有機リンやオルトリン酸態リン)

にまで分解される。湖底付近(この場合は下層)の Cl 濃度が高ければ、水溶性のリンは速やか

に系外に去る(浮上する)ので、分解反応は促進される。また水温が高い時期に溶存酸素が低

下している傾向が見られる。

H24 年の TP 異常時の TP は殆どは水溶性リンなので湖底に沈降することもなく宍道湖から

中海へと流出する。要するに、H24 年の TP異常は湖底をきれいにする作用があったというこ

とになる。そこで TP の流出量を推算してみる。

TP 異常時の最高の TP(層平均)は H24 年 10 月の 0.315mg/l。H26 年の平均の TP は 0.037mg/l

であった。つまり H24 年 10 月には宍道湖の湖水中に 116.1 トンの TP が存在した。湖底から

浮上してきたリンは水溶性と考えられるので、再び沈降することもなく、宍道湖から流出す

るものととする。一方、TP 異常騒動が落着いた H26 年には、平均的に 13.6 トンとなった。

この間、単純計算で 102.5 トンもの TP が通常よりも多く流出したことになる。なお、この計

算にはアオコとして流出するものの寄与は含まれていない。

アオコが発生するような湖沼では、一般に、湖底に有機物を含むヘドロが存在する。H24

年のような激しい分解が起きなくても、分解するときに溶存酸素が消費され、湖底が貧酸素

状態になる。またアオコで覆われた水面下には日光が届かず、光合成が妨げられることにも

留意する必要がある。アオコは湖底に棲息する魚貝類、とくに宍道湖名物のシジミの生存を

脅かす存在と考えざるを得ない。
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図 10 アオコの発生日数とクロロフィル aの推移

図 10 はアオコの発生日数とクロロフィルaの推移である。発生日数は必ずしも発生したア

オコの程度を表してはいないが目安にはなる。H22、23、24 年とアオコが急増している状況

が読み取れる。同時にアオコや植物性プランクトンと密接な関係がある水質パラメーター：

クロロフィル a は、アオコそのものの存在を象徴する指標たり得ないことが分かる。サンプ

リング上の問題(上層の水質サンプルは水面下 50cm のところから汲むことになっているので、

アオコの存在は無視される)がある以上、他のどのような水質パラメーターをもってきても結

果は同じ筈だ。

アオコの発生・消滅にはTN、TP および TN/TP に臨界値があるようだ。1986 年、霞ヶ浦で

アオコが消滅したときは、TN が増え TN/TP のバランスが崩れたためと解釈されている。1999

年、諏訪湖でアオコが消滅したのは水質改善が進む過程において、突然のように起きたと言

われている。上記よりアオコの発生条件をイメージ的に捉えれば、TP、TN 以外の条件を別に

して図 11 のように描くことができるだろう。厳密性を欠く図ではあるが、実務家がアオコ発

生のイメージを掴むことには役立つとものと思われる。

図 11 アオコ発生領域(イメージ)
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H25年、宍道湖にアオコが殆ど発生しなかったのは、Cl濃度が高過ぎて、淡水性であるア

オコの生育に不適な環境になったためと解釈される。この傾向は Cl濃度が下がってきた H25

年の後半以降も続いている。その理由は、上述のような幸運な自然現象により宍道湖が浄化

され水質がアオコ発生の閾値以下になっていると考えれば説明がつく。H24年の神在月、出

雲の国に集まった神々の御配慮は数年は効力を失わないだろう。効力が持続しているうちに

抜本策を講じて欲しい。

４．宍道湖の水質浄化策

H24年6月の定例県議会においてシジミ復活策に関する質疑があった。溝口島根県知事は「シ

ジミ生息地への覆砂については、稚貝の発生が増加するなど一定の効果が期待できる一方で、

その効果は短期的ではないかという研究もあるようなので、大規模な覆砂計画については、

今年4月に宍道湖保全再生協議会を立ち上げたところである。そこで、今、資源量減少の原因

の究明だとかそのための効果的な対策などを検討している。」と答弁している。覆砂をするこ

とに決まったわけではないが、覆砂待望論が勢いづいているように思われる。宍道湖の水質

浄化策はますます混迷を深めてきた、という印象である。

水質浄化の王道は発生源対策である。優先順序を明確にするためにまず、物質収支(この場

合は、水収支とリン収支)を明らかにしなければならない。宍道湖に関しては、流入量の7、8

割を占める斐伊川にばかり焦点が当てられるが、こと汚濁物質の流入に関しては、中小河川

からの寄与も把握しなければならない。

図12 斐伊川・宍道湖の TP の推移(H22.7-23.6)

前報でも指摘したが、「報告書」から引用した図13では、当該期間において、TP が概ね、

宍道湖＞斐伊川となっている。この不等式を成立させるためには、斐伊川以外からの高濃度

の TP の流入を考えなければならない。「報告書」によれば冬季には湖底への沈降、夏季には

湖底からの浮上が起きているという。とすれば、図13の宍道湖の TPは本来の TP より冬季は

低く、夏季にはより高くなっている筈である。ここで、中小河川の流量が少ないことを考慮

に入れると、冬季には、中小河川から高濃度の TP が宍道湖に流入していることになる。夏季

にも湖底からの浮上の他、やはり中小河川からの流入が疑われる。このことは当該期間だけ

の特異現象なのであろうか。筆者は中小河川の寄与についても明らかにされるべき、と考え

ている。しかし、関係者の眼はそちらに向いていない。宍道湖回りの中小河川は通常は流れ

が殆どない。河口で形式的に測定しても意味がないので測定されていないようだ。困難だが、

大雨のときのデータを揃えるべきだ。実態が分かってくれば必要な対策もみえてくるに違い
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ない。例えば松江市の市街地を流れている山居川の普段は流れていない側溝近くには怪しげ

な淀みがある。さらに、図13には斐伊川自身の TP 汚染源についても重要な情報が含まれてい

る。散見される TP 異常(シャープなピーク)の原因追究と対策を講じるべきである。

５．あとがき

この報告では、H24年に起きた現象の解明を主たるテーマとして考察し、原因と思われるも

のを炙り出した。しかし、こうした努力は水質浄化の王道からみれば二義的なものである。

それどころか、そのこと自体、宍道湖の浄化対策に関して混迷化路線に加担していることに

なるのかと、忸怩たるものがある。本報は前報の続編という形を取ったが、筆者の主張は前

報と変らない。

湖沼の汚濁物質の発生源対策を考えるとき、避けて通れないのが、①肥料・農薬を含む農

業用水の漏洩対策、②家畜の糞尿からの漏洩対策、③市街地の生活排水以外の排水からの漏

洩対策だろう。ところで、農村起因の水質汚濁は関係者のなかで禁句になっているという話

が囁かれている。図 12 の斐伊川の TP 異常が追究されていないのがそうでないことを願う。

前報でも言及したが、琵琶湖・木浜地区で実施されているという農業用水の閉ループ化は参

考になるだろう。また、家畜の糞尿は、アメリカ、オーストラリアでは、地下浸透方式だと

いう。処理方式が要求される日本ではコスト高の一因となり国際競争力を失う。こうした問

題の解決策(→最初は不充分であっても、次善の策を積み重ねる)を提案し標準化することも

環境工学の役目であると信じる。

工学は実際に役立たなければ意味がない。宍道湖の水質浄化というプログラムに課せられ

た直接的目的は、シジミに代表される水産資源の回復とラムサール条約で約束した水辺の環

境維持である(⇒結果的に観光資源として観光客の批判に耐える宍道湖の水質の維持につな

がる)。このプログラムを成功させるには水質汚濁の原因解明というプロジェクトと同時に対

策プロジェクトが必要である。もちろんプロジェクトの下にも必要なサブプロジェクトが存

在する。

宍道湖の水質浄化に関して、二つのプロジェクトを統括するプログラムマネージャーに相

当する人物が存在しているのであろうか。プロジェクトマネージャーは必ずしも上位概念で

あるプログラムを成功させるために経済的かつ最短のパスを選ぶとは限らない。

県の行政組織の各段階のマネージャーは、他に処理すべき仕事を抱えているうえ、責任も

権限も分散しているため、プログラムマネージャーの役割を期待するのは過酷であろう。知

事は責任も権限も一手に握っている。しかし他になすべき課題が山積していて忙しい。それ

に 4年毎に選挙があるので、大向こう受けする要素がなければ、確度の低い長期計画には乗

り難い。これは選挙制度の大きな欠点である。しかし、民主主義に代わるべき良い制度があ

るとは思えない。そのような状況の中で、誰しも仕事をしているのである。

化学工学はシステム全体を最適化することに高い活性をもつ工学分野であったように思わ

れる。しかし、石油化学プラントの国内立地が困難になるにつれ大学においてもかっての化

学工学科(誤解を恐れずに言えば、化学工学は石油化学工学であった)は、名称をみても内容

がピンとこないような学科に細分化されていった。それとともにシステムとして全体を捉え

る習慣が薄れてきているという気がしてならない。P2M 学会など、システムの運営について
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考える学会も生まれてきたが、具体的な技術的テーマで活動している技術者自身がシステム

全体を慮る習慣を身に付けていることが大切なのだ。

シニアは現役時代には避けられなかった思惑やしがらみを超越した存在足り得る。豊富な

実務経験を持っているシニアが発言すべきテーマは多い。

以上


