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緒 言

宍道湖の水質改善は遅々として進まず、アオコの発生が常態

化しつつあった。2012 年 10 月には松江市を南北に分ける大橋

川の水も緑色に染まっているのを筆者自身、現地で確認した。

ところが、2012 年末に、例年どおり、一端、終息したアオコは、13

年以降は、事実上、発生していない。この理由について明確な

説明はなされていない。

松江市出身の筆者は、宍道湖の状態を憂慮し、国交省出雲

河川事務所公開の水質データを処理をして観察していたことか

ら、2012 年 8-10 月、とくに 9月、宍道湖でおきた水質異常現象

に逸早く気付いた。観測史上初めて遭遇した偶発事象であろう。

2010 年、島根県は、汽水湖汚濁メカニズム解明調査ワーキン

ググループ(以下WGと略記する)を設置して汚濁メカニズムの原

因究明に当たっていた。報告書は 2014 年 8 月、島根県環境生

活部環境政策課から出されたが異常現象には触れられていな

い。現在は、WG の結論により覆砂を検討するための宍道湖保全

再生協議会が活動中である。

この件は、福島の原発事故とは違い、予期しない結果が好い

方に転んだ例である。このような場合には、原因究明がきちんと

行われないのが通例である。このままでは、神武以来と言っても

過言ではないような現象が後世に伝わらない恐れがある。さらに、

このような異常現象こそ宍道湖の汚濁メカニズムを解明する上

で極めて貴重である。

1. 宍道湖の水質

1. 1 宍道湖の概要

宍道湖は中海を介して日本海と繋がっている汽水湖である

(図 1)。大きさ等に関する緒元は表 1 にまとめた。

† 2017 年 9 月 20 日発行の化学工学論文集 43(5)、pp.367-371

に掲載された報文に加筆し、日本語た。

表 1 宍道湖および中海の緒元

面積(km2) 容積(bm3) 平均(最大)水深(m)

宍道湖 79.2 0.37 4.5( 6.4)

中 海 86.8 0.52 5.4(16.0)

図1 斐伊川→宍道湖→中海→日本海

宍道湖は水深が平均で4.5m、最大でも6.4 m しかない遠浅の

湖である。水収支とリン収支は、WGによれば、図2 のようになっ

ている(島根県環境政策課、2014)。注目すべきは中海からの逆

流とリンの湖底への沈降・湖底からの浮上の存在である。

図2 水収支およびリン収支

湖沼の富栄養化を考える場合、TN(全窒素)とTP(全リン)を取り

上げるのが従来の考え方であった。しかし、近年、大気汚染が進

み、雨中のTN＞湖沼のTN となっているのが普通である(宮廻
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等、2014)。最早、外乱の大きいTNは、湖沼の水質を表す指標と

はなり得ない。

1. 2 水質の推移

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。

図3 TP の推移例

Figure 3 に主要湖沼の TP の推移を示す。上水にも利用され

ている琵琶湖は早くから対策が進み、良く管理されている。

アオコの湖として一時、悪名高かった諏訪湖は公共下水道の

普及と事実上の系外への放流により改善され、1999年には藍藻

類から桂藻類へのレジームシフトがおきた。最近では皮肉にも珪

藻の繁茂対策が課題となっている(花里、 2012)。

霞ヶ浦には高濃度の TP(規格＜1mg/l)を含む下水処理水が

20％程度流入している。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

ようとする野心的な試みが進行中である(若山等、2015)。

宍道湖には公共下水道の処理水は流入していない。島根県

は、水質浄化策として、公共下水道の整備に意を注いできた。そ

れにも拘らず、2012年以前は改善目標未達の状態が続いてい

た。しかも2012年の TP は年間の平均値であるにも拘らず突出し

ている。原因が人為的な漏洩事故でないことは他の水質管理項

目をみれば明らかである。ここでは詳細説明を省く。

1. 3 宍道湖の特異性

図4 Cl濃度上下層の相関々係（宍道湖心）

宍道湖の水質汚濁を考える場合、考慮すべきことが3点ある：

①遠浅であること、②中海から塩水の逆流があること、③リンの湖

底への沈降・湖底からの浮上である。

図4 は宍道湖(湖心)における上下層の Cl 濃度の相関図であ

る。驚くほど差が小さくバラツキも小さい。ちなみに中海湖心にお

ける同様な相関図を Figure 5 に示した。

図5 Cl濃度上下層の相関々係（中海湖心）

上図のように宍道湖と中海の相違は歴然としている。宍道湖

では、湖心ですら、通常は塩分成層が形成され難いことが判る。

2． 1200年に一度級の偶発事象

Figure 3 において認識された2012年のTP異常の陰には驚く

べき偶発事象が隠れていた。

2.1 例年8-10月のCl濃度上下層差

観測期間（2005年1月-16年12月）中のCl濃度上下層差は

2012年9月の値が最高であり異常値であった（図6参照）。

Cl濃度（下層）も2012年9月の値が最高であり異常値であった。

図6 Cl濃度上下層差（宍道湖心）

強い塩分成層が形成されるには、まず、中海からCl濃度が高

く、溶存酸素濃度が低い海水が穏やかに逆流してくる必要があ

る。その他、当該期間に雨が少なかった、風による撹拌効果が弱

かった、水温の変化が小さかった、などいろいろの要因が、全て、

塩分成層の形成にプラス側に寄与し、ある程度の期間持続した

のであろう。そして普段は非常に弱い塩分成層しか形成されない

宍道湖に、このような異常現象が発生すると、それに付随してお

きる現象もまた極端なものとなっていた。

図7 は、同じ時期における、湖底付近の溶存酸素の状況と溶

解性リンの発生状況を表している。塩分成層の形成によって酸

素の供給が激減した湖底において、好気性雰囲気においてリン

酸を摂取してポリリン酸として蓄え、フロッグを形成して湖底に沈

んでいたバクテリアが、嫌気性雰囲気においてリンを排出したと

考えられる。まさに教科書に書いてあるとおりの現象がおきてい

たのである。めったにあることではない。
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図7 強い塩分成層形成時の下層の

貧酸素化と溶解性リンの浮上(宍道湖心）

DOの低下は2012年以前にも確認されており、概ねその規模

に応じて溶解性リンの発生があった。2014年にも2011年並みの

DOの低下がみられたが、溶解性リンの発生レベルは低い。理由

は底層のリンが少なくなったためと考えられる。

宍道湖の特異性の証左として、中海の場合につき図6 と 7

に相当する図を紹介しておく(図8、9 参照)。

図8 Cl濃度上下層差（中海湖心）

図9 宍道湖で下層の DO異常と溶解性リン

異常がおきた時期の中海(湖心）

これらの図は、中海においては、宍道湖でおきたような偶発事

象がおき難いことを示唆している。

湖底からリンが浮上するメカニズムについては神谷等の研究

がある（神谷等、1996、2001）。WG も高塩分水の侵入からリンの

浮上に至る因果関係に言及し、一連の状況をシミュレーションで

きるようにすることは今後の課題としている。2012年に指摘したよ

うな因果関係が大規模におきたことに気が付いていない。

2. 2 1200年に一度級の偶発事象

宍道湖における Cl 濃度上下層差の度数分布は右肩下りで

裾野が長い。このような分布において関数形を仮定し、X≧XMAX

なる確率を推定すれば恣意的になる。母集団から N 個のデータ

を抽出した場合、その平均値の分布は N が大きくなるにつれて

正規分布に近付く。いま、季節的要因を考慮し対象期間を8-10

月にしぼれば、 である。この平均値の分布を正規分布と3=N
仮定し、12年間のデータから（平均値、普遍分散の平方根）を求

め、母集団の平均値(μ）、標準偏差(σ)とみなせば、(μ、σ）

=(0.431、0.831)である。最大値（XM）は4.53ではなく3.05と平均化

される。確率変数を規格化すれば、Y=(XM-μ)/σ=3.15となる。Y

≧3.15 となる確率は、ｐ =8.28×10-4である。したがって、異常値

が生じるまでの待ち時間は期待値として次のようになる。

年。∑
∞

− =−=
1

1 1200/1)1( ≒pppnT n

なお、月次の測定値は独立な確率変数とみなしている。

参考のため、年間平均（ ）の場合について、同様な推12=N
算を行うと、 年となる。この場合、最大値は0.290 と平330≒T
均化される。年平均の待ち時間は短くなって当然である。

8-9月または9-10月平均の場合( なので、正規分布か2=N
らのズレはさらに大きくなるだろう)、それぞれ、 年、1100≒T

年となる。また、9月だけに限定して形式的に を推算す1200 T
れば、 年が得られる。1200≒T

要するに、2012年9月に見受けられたCl濃度上下層差異常を

感覚的に捉えるために、N が小さいので正規分布性の仮定には

問題があり、またデータの数が12個しかないないにもかかわらず、

待ち時間をあえて数値化するならば、「1200年に一度」級の出来

事であった、ということである。

なお、この偶発事象によるリンの流出量は、2012年の平均の

TP=0.1161 mg/l(湖心の上中下層平均)とし、落着きを取り戻した

年(2014、15年平均)の TP=0.0371とすると、流水量を22.6億トン/Y

として、約180トンと推算される。固形のアオコの寄与を考慮に入

れれば、このような値では収まらないだろう。

3． 水質汚濁モデル

3. 1 汚濁物質の上下移動におけるアオコの影響

2012年の偶発事象により、リンの湖底への沈降・湖底からの浮

上が宍道湖の汚濁に関して極めて重要な役割を果たしているこ

とが明らかとなった。これにアオコの影響が絡まってくる。

図10 は宍道湖におけるアオコの発生日数の推移である。こ

の図には発生した溶解性リンも一部プロットしてある。データは少

ないが、アオコ発生日数との相関性は高い。

図10 は宍道湖におけるアオコの発生日数の推移である。こ

の図には発生した溶解性リンも一部プロットしてある。データは少

ないが、アオコ発生日数との相関性は高い。

アオコの発生には TN、TP に関して閾値がある。したがって、

その出現、消滅は突発的におきる。1986年、霞ヶ浦においてアオ

コが消滅した。これは TN が高くなり過ぎたためと考えられている

(高村、1992)。1999年の夏、諏訪湖においてアオコが発生しなか

ったのは、リンの濃度が低くなり閾値の外に出たためと解釈され

ている(花里、 2012)。
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図10 溶解性リンとアオコの発生日数の関係および

レジーム（珪藻類；藍藻類）の位置付け

アオコの上下移動に関しては日間変動と年間変動がある。藍

藻レジームの湖では、アオコは湖底で越冬するのである。また、

枯れて湖底に沈降・堆積したアオコはリン源として、アオコの再生

産に回る。藍藻類レジームの湖では、外部からのリン汚濁がそれ

ほど大きくなくてもアオコの再生産サイクルとの組合せで、悪循環

からなかなか抜け出せないないだろう。

1983-2009年はアオコが散発している。一見して、水質が次第

に悪化し珪藻類レジームから藍藻類レジームに移りつつある遷

移期と解釈される。2010-2012年はアオコの発生が常態化してい

る。藍藻類レジームが定着したように見受けられる。アオコ再生産

メカニズムが機能したと考えられる。2013年以降、事実上アオコ

は発生しなくなった。シジミの漁獲量の回復もそのことを裏付けて

いる(図11)。シジミにとって富栄養化は必ずしも悪いことではない

が、アオコの繁茂は阻害要因である。

図11 シジミの漁獲量の推移

3. 2 公共下水道整備の効果

島根県は宍道湖周辺の下水道整備に力を入れてきた。周辺

地域の80％を占める松江市の公共下水道による水洗化率は

2015年3月末現在、80％に達している。なお、松江市の全水洗化

率は96％である(松江市上下水道局、 2015)。公共下水道に拘る

のは、排出基準が甘い地区の下水処理水の宍道湖への流入量

を最小限に抑えたいからである。

ところで、図3 を見る限り、少なくとも2012年までは効果があっ

たとはいえなかった。このことは諏訪湖でみられた現象に比べて

余りにも落差が大きい。原因は、宍道湖独特の塩分成層の確率

的形成とアオコの再生産サイクルにあると考えられる。

水草繁茂は2009年に突発的に始まったという。これは奇妙な現

象と受け止められると同時に、植物プランクトン優先系から水草

優先系へのレジームシフトの可能性が指摘されている(国井、

201１, 201４)。このことは、宍道湖の水質がある時期から実質的に

は改善過程にあった可能性を示唆している。そして、2012年の偶

発事象により、底層のリンが激減したので、藍藻類から珪藻類へ

のレジームシフトが決定的になったと考えられる。

3. 3 珪藻類レジームの持続可能性

上述のように考えると、この命題に対して楽観論が出てくるかも

しれない。しかし、それは納得のいくリン収支を取ってからにすべ

きである。もちろんすでにWG のデータがある。確かに斐伊川か

ら流入するリンの絶対量は大きい。しかし、問題にすべきは濃度

である。中小河川からの寄与が明らかにされない限り、リン収支と

して、疑問符がつく。

中小河川の流量は、普段、非常に少ない。したがって、水質

データの定期的な測定は行われていない(少なくとも公表されて

いない)。しかし、降雨中とその直後は測定可能である。またリン

収支の取り方についても一工夫必要である。通常の水質測定の

サンプリングルール(水面下50cm)に従えば、アオコのように水面

に浮いている固形物の寄与は無視されてしまう。

宍道湖では、最盛期、2万トン近いシジミの漁獲量があった。

1000トンのシジミには1トンのリンが含まれているといわれている

(西村等、2001)。シジミの復活は生態系の復活にも繋がる。容易

に考えられる施策はシジミ資源の保護である。まず、シジミを獲る

道具（ジョレン)の目を現行の11 mm から、青森県の十三湖、鳥取

県の東郷池並の14 mmにすることである。

適切な時期の珪藻の刈取りと湖外への除去もリンの低減と底

質のヘドロ化防止に有効である。ヘドロは湖のカビ臭さの原因と

なっている可能性がある。国交省の湖面清掃船の出番である。

中小河川の側溝周辺でときどき見受けられる汚濁は、追跡調

査をすれば、汚染源の特定は容易なはずである。それ以前の問

題として住民の意識を高める必要がある。とにかく、実行可能なこ

とは即、実行して、せっかくおきたアオコなしへのレジームシフト

を持続させたいものである。

結 言

(1)水深が平均で4.5 m、最大で6.4 m の宍道湖は塩分成層が極

めて形成され難い汽水湖である。

(2)その宍道湖に2012年9月、統計的には1200年に一度級の極

端な塩分成層が形成された。

(3)上述の推算は、塩分成層が形成され易い例年8-10月の Cl

濃度上下層差の平均値について行われたものである。

(4)その結果、湖底は極端な酸欠状態となり、湖底のバクテリアは

大量の溶解性リンを放出した。

(5)リンの湖底への沈降・湖底からの浮上は、アオコレジーム下で

は、アオコの再生産サイクルとなる。

(6)アオコ形成にはリン等に閾値がある。アオコレジームに陥った

場合、そこから抜け出すのは容易ではない。

(7)2012年の場合は、湖底から浮上したリンが大量であったため、

アオコサイクルを一挙に壊すほどのリンが湖外に流出し、藍藻類

から珪藻類へのレジームシフトがおきた。

(8)これまで、島根県が意を注いできた周辺地区の公共下水道の

整備事業等の効用はアオコサイクルの陰に隠れて顕在化しな
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かった可能性が高い。

(9)上述の仮説が正しければ、今回のレジームシフトには持続可

能性がある。

(10)中小河川を含めたリン収支を取り仮説の真偽を明らかにす

ると同時に、並行して、シジミの資源保護、枯れた珪藻の湖外へ

の除去など、すぐにできるリン対策を実行すべきである。

(11)2012年、偶発事象がおきたときに、そのことを意識した調査が

行われていれば、より有益な情報が得られていたに違いない。宍

道湖の水質問題には、WG が絶大な影響力を持っていたのであ

えて指摘したい。

(12)学術論文は一般に各論が多い。工学研究は役に立つことを

念頭において行われなければならない。宍道湖の水質改善のよ

うな実戦的テーマでは、プラットフォームマネージメントという視点

が欠かせない。そして全体像を掴む努力が重要である。琵琶湖、

諏訪湖そして相模湖などでは、シミュレーションが行なわれ、関係

する事象全てに眼を向ける努力がなされていた。

記号説明

Cl = Cｈlorine and its Equivalents [g/l]

DO = Disolved Oxygen [mg/l]

TN = Total Nitrogen [mg/l]

TP = Total Phosphorus [mg/l]
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追記

追記 1． 2012 年の偶発事象に対する認知度

2016 年 1 月 10 日付朝日新聞によれば、2016 年 1 月 9

日、島根大学など汽水域を研究する機関の合同研究発表会

が松江市御手船場町の労働会館で始まった。初日は宍道湖

の生態系変化をめぐる最新の研究発表を集めたシンポジウ

ムがあり、約 80 人が参加した。宍道湖で突発的な水草の分布

拡大が問題になっていることについて、島根大汽水域研究セ

ンターの国井秀伸教授は、「水が濁って植物プランクトンが優

位な状態だった宍道湖は 2006 年の大雨で一時的に淡水化

されたことが引き金なり、水が澄んで水草が優位な状態に変

わった」との見解を示した。・・・ とのことである。どうやら、この

シンポジウムにおいても、未だ 2012 年の異常現象による湖底

の浄化作用について触れた人はいなかったようである。

追記 2． 覆砂の是非

WG の報告によれば、過去の汚染により湖底に堆積しているリ

ンが毎年 28 トン浮上している。この報告の論理的帰結として、覆

砂が俎上に上がり、宍道湖再生協議会でその是非が検討され

ていた（県議会における知事の答弁）が、最近の活動状況に

ついては、ネット検索ではヒットしなくなっているので動向が掴

めない。危機的状況から脱したことで休眠状態に入ったのだ

ろうか。宍道湖の今後の水質管理は、偶発事象を踏まえたもの

に変更されなければならない。

追記 3. 偶発事象の意義

湖底に栄養塩が蓄積されていること（神谷等、1996)、高水温・

貧酸素時に堆積物から溶解性リンとして浮上してくることは過去

に報告されている(神谷等、2001）。そのことを踏まえてWGの報

告書においても、リンを含む底質→高塩分水の浸入→塩分成層

の形成→湖底の貧酸素化→リンの溶出→表層リン濃度の上昇

という因果関係の存在が示されている。そのことが、現実的にど

のような意味を持っているか、2012 年のような偶発事象に遭遇し

ない限り、認識するのは難しいだろう。さらに、ことがおきてみて初

めて、過去に県が行ってきた下水道整備等の施策の効果が顕在

化しなかった理由、国井教授が指摘した突発的な水草繁茂とそ

の後の拡大、レジームシフトの理由が理解できる。

2012 年のアオコの大発生は国際観光都市、松江市にとって

は死活の問題であった。島根県は 2013年の 6月の臨時県

議会において、約 2千万円のアオコの回収費用を計上し

たほどである。しかし、WGは水質汚濁問題におけるア

オコの役割については重要視していなかったようにみえ

る。このことが、2012年の偶発事象を見落とす一因にな

っているように思えてならない。

追記 4.4.4.4. 諮問制度のあり方

このレーポートの公表目的は宍道湖でおきた 1200年

に一度級の偶発事象を記録にとどめ、後に続く人達に伝

えることの他に、行政の諮問機関活用のあり方について

問題提起をするためである。

WGの設立は、字句どおり解釈すれば、「汽水湖汚濁

メカニズム」を解明・調査することを目的としていた。

しかし、宍道湖は長い間水質の悪化に悩んでいた。シジ

ミの不漁もさることながら、アオコの発生は国際観光都

市・松江市にとって大問題であった。したがって、WG
の目的は対策にらみの原因調査であるべきである。とく

に、2012年のアオコの大発生は緊急事態なので、そのこ

とに即応した取組みが行われてしかるべきであった。

このような現実的な問題解決に関するプロジェクト運

営に関しては、次のような視点が重要である：①適切な

メンバーの選定（仲良しクラブ的メンバーの選定は不

可 ）、②全体像を掴む努力（当初は不完全であっても全体

像を掴もうとする努力が核心的問題点を浮き彫りにす

る ）、③先人に学ぶ姿勢（琵琶湖、諏訪湖などの実戦的経

験に学ぶ。オリジナリティよりも問題解決を優先させる

という姿勢が重要である）、④柔軟な取組み姿勢（2012
年におきた千載一遇の異常現象を見過すなんて、県に諮

問された機関として論外である！）。

追記 5.5.5.5. 謝辞

国交省・出雲河川事務所の水質に関するデータベース

は実に良くできている。このようなデータ取りを立案し

た出雲河川事務所の当時の立案担当者と現在に続いてい

る測定担当者に敬意を表したいと思う。
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