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１．まえがき
宍道湖の水質が悪くなり、最近ではアオコも目立つようになってきた。シジミの漁獲量も激減している。少年
時代親しんだ故郷の湖のことだけに気が揉める。
湖沼水質保全特別措置法という法律(昭和59年制定)がある。これに基づき、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。関係者の努力にも拘わらず宍道湖の水質改善は遅々として進まない。
平成27年1月、第6期 5ヶ年計画(案)が公表された。流入する汚濁物質は減っているとのことであるが、肝心の
宍道湖の水質が改善していないことへの困惑が伺える。そして対策面で目新しいものは見当たらなかった。
悪化した自然環境を元に戻すことは非常に難しい。改善策と直接的経済効果が不確かなことも対策の予算を計
上する場合の障壁となる。しかし、長期に亘り実効が挙がらなかったということはやはり問題だ。宍道湖は水産
資源としても観光資源としても地元にとって重要な湖である。ラムサール条約に登録した(平成17年)からには、
湖の自然環境を守るべき国際的な責任も発生している。
筆者は化学工学会・経営システム研究委員会の一員として、困難ではあるが、企業経営にも似た側面をもつこ
のテーマの問題点について考察し、進め方について提言してみたいと思う。
２．主要湖沼の状況
水質管理上のパラメーターとして代表的なものにTN(全窒素)、TP(全リン)、COD(化学的酸素要求量)がある。
COD は水質汚濁の結果を表すパラメーターである。無機態の窒素とリンはアオコを含む植物性プランクトンの
栄養分であり水質汚濁の原因物質である。TN と TP は結果物質である植物性プランクトン等にも含まれているこ
とを承知の上で、原因物質中の窒素とリンを表す代替指標とみなす。
淡水湖および塩水濃度の低い汽水湖において水質汚濁が進むとアオコが繁茂するようになる。しかし、水質検査
用サンプルは水面下 50cm のところから取ることになっているので、群生して水面に浮いているアオコは水質汚
濁の結果として把握されないことになる。リン収支をとる上での重大な問題点である。
ところで、近年、大気汚染が進み、TN に関しては一般に、降水＞湖沼、である。つまりリンと並んで重要な水
質汚濁原因物質である窒素には大きな外乱が入るようになった。したがって、水質管理上の主たる操作因子は、
ひたすらリンの削減ということになる。
図 1 に主要な湖沼の TP の推移を示す。水道水にも利用されている琵琶湖は、早くから対策が講じられ良好な
レベルを達成している。とくに北湖は厳しい環境基準(0.01mg/l)を満たしている。洗剤の無リン化は琵琶湖の水
質浄化活動の賜物である。地域住民の意識の高まりも素晴らしいものであったと当時の住民から聞いている。
諏訪湖の TP は改善が顕著であり、平成 25 年を別にして環境基準(0.05mg/l)を満たしている。主たる施策は公
共下水道の普及と事実上の湖外放流であった。ただし、諏訪湖周辺の下水道普及率はほぼ 100％に達したが TP は
0.04 mg/l 止まりである。環境基準(0.03 mg/l)がより厳しい宍道湖・霞ヶ浦には下水道整備以上の対策が求めら
れていると考えるべきだ。
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図 1 琵琶湖･諏訪湖･宍道湖・霞ヶ浦の TP の推移
諏訪湖の水質浄化活動で特筆すべきは、平成元年から14年まで環境先進国のドイツから関係者を招いて合計4
回開催された「日独環境まちづくりセミナー」だ。この催しは信州大学や県や市を巻き込むことに役立ったに違
いない。信州大学はシミューレーション・ソフトを作り、下水処理水を諏訪湖に放流するよりも、天竜川に放流
する方が天竜川にとってもプラスになると推論した。理由は、植物性プランクトンの、栄養分となる窒素とリン
の利用効率が、流水中の方が滞留水中よりも低いことにある。
この活動は、諏訪湖のアオコ被害の惨状を見かねた住民主導で始まったと言われている。最大の効用は、地域
住民の意識が高まったことなのかもしれない。
宍道湖と霞ヶ浦は 5 年経過してみれば計画時よりも悪くなっているというのがこれまでの実態であった。ただ
し宍道湖における平成 24 年の TP 異常には後述のような特殊な事情があった。
霞ヶ浦の水質が際立って悪いのは周辺の下水処理水(流入水の 20％相当)を霞ヶ浦に放流しているためと推定
される。霞ヶ浦浄化センターおよび潮来浄化センターからの放流水には高濃度の TP(事実上の排出基準 1 mg/l)
が残存している。因みに、宍道湖へは公共下水道の処理水は放流されていない。宍道湖寄りの中海に注ぐ意宇川
の河口に東部浄化センターからの処理水(高度処理なので、排出基準 0.16 mg/l)が放流されているが、平時なら
ば、中海への TP の流入負荷も年 3 トン程度であり、逆流水への寄与は無視できる。ただし、霞ヶ浦では、土浦
港川口地区に霞ヶ浦直接浄化実証施設を設け、凝集磁気分離方式により、TP を 0.03 mg/l にしようとする野心的
試みが進行中である。マグネタイト汚泥の利用方法を検討している企業もある。この計画が実現した後ハンディ
なしで宍道湖同様の水質浄化対策を論じることが可能になるであろう。蛇足だが、凝集磁気分離方式の経済性が
実証されれば、その恩恵は全国、ひいては世界中の下水処理場に及ぶものと期待されている。
３．宍道湖の状況
宍道湖では図 2 のように淡水が斐伊川から流入し大橋川と中海という汽水湖を介して日本海に流出している。
斐伊川からの流入と大橋川からの流出が突出している。

2

図 2 宍道湖－中海－日本海
宍道湖の寸法等の諸元は表 1 のとおりである。
表 1 宍道湖の寸法諸元
面積

流域面積
2

81.8 km

2

1288.4 km

水深(平均)

水深(最大)

4.5 m

6.4 m

宍道湖の面積を B5 のプリント用紙に例えれば、最大水深すら紙の厚みほどしかない。
島根県から委嘱されて活動している汽水湖汚濁メカニズム解明調査ワーキンググループ(以下、調査 G と略記
する)は 20 年間(平成 5 年～25 年)に亘るデータから図 3 のような水収支・リン収支を得た。

図 3 宍道湖の水収支・リン収支
(註)表 1 の数値を用いれば、平均滞留時間は 2.5 ヶ月と計算される。
リン収支に注目したという点では、宍道湖にとっては画期的な報告である。また、中海からの逆流水量・リン
量、湖底へ沈降するリン量・湖底から浮上するリン量など、斬新なデータが盛り込まれている。しかし、結論的
な記述には、県の第 6 期 5 ヶ年計画同様、閉塞感が漂っている。
宍道湖は水深の浅い湖であるということと複雑な水路をもつ汽水湖であるということが問題を複雑にしている
ことには疑いはない。が、それだけではないだろう。
解決が困難な問題だが、このテーマに取り組むには次のような事柄も併せて考慮する必要がある。
管理用に日常取られるデータは限られている。宍道湖の場合、湖心は B5 版のプリント用紙の中心に該当する。
ここのデータで宍道湖を代表させるわけである。また、斐伊川以外の中小河川の水量データは乏しい。普段は間
歇川的で、大雨が降ったときだけ流れるからであろう。
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日常的に取られている水質管理データから、宍道湖の Cl（塩素）収支に基づいて中海からの逆流量を推算する
式は次式で与えられる。得られた値の確からしさはどの程度なのであろうか？
(中海湖心上層の Cl 濃度)×逆流量＝(宍道湖々心上層の Cl 濃度)×流出量・・・(1)。
リンなどの収支を取る場合、中小河川の寄与が定かでない。さらにアオコ中のリンなどはカウントされないと
いう問題もある。
アオコは生成時、リンの吸入点(Sink)として作用する。そして、流れと風に乗って、あちこちを彷徨いながら
中海に流出するか、湖底に沈降して腐敗し、溶存酸素で分解されてリン酸イオンとなると考えられる。枯れて解
れて SS (浮遊物)と化せば、分析に引っかかるようになる。分解が充分に進まないうちに次から次へと沈降すれ
ば、リンを多く含んだまま湖底の泥と化して半永久的に"眠る"のである。
一般に、湖沼で得られる物質収支については定量的な誤差解析が困難であると言わざるを得ない。
４．PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクル
湖沼の水質浄化に関して即、役に立つ処方箋などない。これまでの対策が改善に結び付かなかったのは対策が
妥当ではなかったと考えざるを得ない。また状況の変化も想定しなければならない。なすべきことはPDCA サイ
クルを回しながら制御すべき目的関数と制御因子の関係を明らかにすることである。そのためには、解決すべき
目標と納期を定め、同じプラットフォームにステークホルダー集めて活動することである。その際、仲良しクラ
ブ的人選は避けなければならない。また、必然性がない限り、個別の学問分野のオリジナリティを追う必要はな
い。目標の達成を最優先にすべきである。
まずは、過去に蓄積された知見を活用しよう。先進湖沼で得られた知見はそのものズバリでなくとも役立つは
ずだ。とくに琵琶湖に関しては水質汚濁に関する因果関係の解明が進み、例えば木浜地区では農業用水の閉ルー
プ化といった究極的ともいえる対策がとられているという。
さて、Check の段階で Plan-Do が効果的でないことが分かった現在、次のAction をどうするか？
調査 G の報告書に図 4 のような興味深い図があった。まずは、ときどきヒゲ状に現れている斐伊川の TP 異常
の原因追求をすべきだと思う。また、1 年を通じて TP が、斐伊川より宍道湖が高くなっている。カウントされな
いアオコの寄与を含めればなおさらのことである。これは中小河川の影響を暗示しているのではなかろうか。

図 4 宍道湖・斐伊川の TP の推移(H22･7-23･6)
市街地を流れる川、農村地区を流れる川を問わず、大雨のとき、汚濁物質を排出することは河川共通の現象で
ある。このことは調査 G の報告書にも記載されている(図 5 参照)。中小河川についても降雨時の汚濁物質の流出
状況をしっかりと把握し発生源対策を講ずべきである
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図 5 TP の流量依存性
５．状況変化への対応
近年、地球温暖化のせいか、異常気象が多くなっている。これが宍道湖の水質にどのような影響を及ぼすかま
だ不確かである。しかし、その前兆らしい現象を仔細に観察し対処することも重要である。
宍道湖におけるアオコの発生は図 6 のように顕著になってきている。とくに平成 24 年には関係者の顔が青ざ
めるような大発生がみられた。島根県は翌年 6 月、アオコ回収予算を計上したほどであった。原因は少雨のため、
滞留時間が長くなったためと考えられる。

図 6 アオコの発生日数の推移
(註)発生日数は平成 22 年だが、程度は 24 年が最悪であった。
如何に異常であったかは、Cl 濃度にも現れている(図 7 参照)。普段はあまり違わない上層と下層の Cl 濃度が
大きく食い違っていた(9 月)。同時に、TP が異常に増加した。湖底から浮上してきたのである。図 8 は Cl 濃度
上下層差と TP の関係である。平成 24 年の恐るべき TP 異常時以外はあまり強い相関は見受けられない。このよ
うな現象が起きるのは諸条件が整ったときに限られるからであろう。そして面白いことに平成 25 年にはアオコ
が殆ど発生しなかった。理由は、上層の Cl 濃度が増え、アオコの生育に不適な湖と化したためと考えられる。
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図 7 Cl 濃度異常

図 8 Cl 濃度差と TP
平成 25 年後半から 26 年に掛けて Cl 濃度は低下し、アオコの生育が可能な環境になった。しかし、出雲河川
事務所から島根県政記者会への｢お知らせ｣をみる限り、25 年、26 年は夫々1 回ずつ軽度のアオコ発生が報告され
ているだけである。皮肉にも平成 24 年のアオコ大発生と TP 異常が湖底の浄化に役立ったようだ。
諏訪湖においてアオコの発生が減った(平成 11 年)ときの減り方は劇的であったといわれている。生態系は環
境要因がある閾値を越えたとき劇的に変化するようだ。この推論が正しければ、自然の摂理によって若干浄化さ
れた宍道湖におけるアオコの発生は暫くの間、穏やかに推移するだろう。シジミの漁獲量も若干ながら回復した。
しかし、適切な対策が講じられなければやがて元の木阿弥だ。平成 25 年春季の調査で急増したシジミの資源量
は、秋季調査では早くも減少に転じている(図 9 参照)。

図 9 宍道湖におけるシジミ資源量の推移
このような状況変化も迅速に検討項目に入れ、PDCA サイクルを回していかなければならない。
６．水質の漁業へ与える影響
湖沼の富栄養化自体は漁業にとって悪いことではない。これに付随して起きる溶存酸素(DO)の減少が問題なの
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である。DO が 3 mg/l 以下の環境は魚貝類の生育に不適とされている。
ここでは、シジミ漁に密接な関係がある湖底貧酸素化の原因についての問題点を紹介しておく。アオコが大発
生した平成 24 年とそれ以外の年の溶存酸素(下層)を比較してみると図 10 のような劇的な差が認められた。
一方、
Cl 濃度上下層差のピークとも見事な逆相関がみられる。言い換えれば、Cl 濃度差が大きくなるとき、宍道湖々
心下層の溶存酸素が減少しているのである。Cl 濃度が高まるのは中海からの逆流によるが、逆流水が貧酸素でな
いことは上図から明らかである。すっきりした理由の説明は今後の課題であるが、アオコが湖底付近の貧酸素層
の形成に関与している、ということは確かなようだ。

図 10 溶存酸素のアオコの有無および Cl 濃度差依存性
因みに、中海の溶存酸素の Cl 濃度依存性は図 11 のようになっている。
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図 11 中海における溶存酸素の Cl 濃度差依存性
中海における Cl 濃度差のピークと下層の溶存酸素との逆相関関係は宍道湖ほど定かではない。また、DO(下層)
が 3 mg/l 以下になる 頻度が高い。サルボウ貝(通称、赤貝)が獲れなくなった理由がよく理解できる。
シジミやサルボウ貝が系外に持ち出すリンの量もばかにならない。地域振興にも繋がるので、シジミの養殖が
事業として始まっても良いと思う。マグロの養殖すら企業化された現在、単なるシジミの養殖では面白くない。
例えば、宍道湖ならではの大粒シジミだ。
水質の急速な改善が望めないとすれば、棚状のものを懸垂させて養殖することになる。中海ではサルボウ貝の
養殖が始まった。稚貝の入手難などの問題があると聞いているが是非成功してもらいたいものである。
７．宍道湖水質浄化の経済効果
宍道湖におけるシジミの漁獲量は激減している(図 12 参照)。

図 12 宍道湖におけるシジミ漁獲量の推移
シジミの漁獲量が平成 24 年の 2,200 トンから最盛期の 19,000 トンに回復すれば、価格を 1,000 円/kg として
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単純に売上を計算すれば、約 170 億円の増収となる。
観光資源としての経済効果の計算は難しい。松江市への観光客が年間 900 万人、観光収入は 700 億円程度見込
まれるとして、宍道湖がかつての諏訪湖のようなアオコだらけの湖(実際に見たが、本当にヒドかった！) になっ
たとき、観光客が半減するとすれば、実に 350 億円の収入減となる。もっとも、減収防止効果では迫力に欠ける。
８．あとがき
水質保全 5 ヶ年計画が 5 回繰り返されても改善されていないという現実がある。当事者は当初、下水道整備を
中心とする計画を作成し、ひたすらそれに頼ってきたという印象がある。少なくともPDCA サイクルを回してい
たとは思えない。今からでも基本に立ち返るべきだろう。やはりリン収支が基本となるが、解決することが困難
な推算上の制約を考慮に入れれば、原因究明にあまり時間を取るのは現実的ではない。個別の河川からのリン流
入量を調べ、対策をとるという常識的な攻め方から行うべきだ。対策の優先順位を付けるために、斐伊川のTP
異常の原因を調べ、さらに中小河川からの降雨時の汚濁物質の流出についてのデータを取る必要はあるだろう。
その際「大気汚染なかりせば」といった解析は無用だ。言い訳をしても湖はきれいにならないからである。また
原因追求と同時並行で取り得る対策は即実行すべきである。間違いは後になって修正すればよい。だからこそ
PDCA サイクルを回す意味がある！
忘れてならないのは地域住民を含む関係者の意識の高まりの重要性である。漏らさない努力こそ最も経済的で
有効な対策だからである。
湖沼の浄化プログラムでは、関係する全ての分野の人達が、同じプラットフォームの上で侃々諤々の議論を展
開すべきである。例えば、観光の立場と漁業の立場では調整が必要なこともあるだろう。合意形成は水質浄化プ
ログラムを成功させるために大切だ。
化学工学会には実務経験豊かな SCE(Senior Chemical Engineer)をメンバーとする SCE･NET が組織されている。
宍道湖周辺在住等の SCE がこうしたテーマでザックバランに活躍できれば、対策も進むのではなかろうか。
しかし、最も大切なのはトップの理解とやる気である。
本文中、水質に係る部分は主としてネット検索によった。ネット故の制約があることをお断りしておく。例え
ば、公表されていたデータが理由もなく削除されることがある。公表されるまでのタイムラグも大きい。関係者
にしか公表されないデータもある。
参考資料
①宍道湖に係る湖沼水質保全計画(第 6 期)(案)(平成 27 年 1 月、島根県)
②汽水湖汚濁メカニズム解明調査ワーキンググループ報告書(平成 26 年 8 月、島根県)
③｢宍道湖とシジミ｣(HTTP://www.nishimura-reports.jp)
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