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大阪湾 水質汚染の現状

大阪湾は、多くの人口や産業が集中する
閉鎖性海域であるため、流れ込む汚れも
多く、また溜まりやすい。

大阪湾は富栄養化の状態にあり、赤潮
が年間２０～３０件起きています。

全体の漁獲量は減少傾向にあり、特に
貝類は激減している。



大阪湾の集水域

琵琶湖

淀川

大阪湾

大和川

大阪湾の集水域は県の境を越え
た、広範囲に及ぶ。

大阪湾に流れ込む河川の上流は
どうなっているのか調べる。

対象
・汚染負荷量が特に大きい淀
川と大和川
・淀川の始点、琵琶湖
・河川の終着点となる大阪湾



大阪湾と琵琶湖



• 大阪湾には淀川などから水が流れこんでおり、
その大元の水源は琵琶湖である。

• 大阪湾や各河川は生活排水などの環境問題
に悩まされており、その原因のひとつに琵琶
湖の環境も上げられるのではないかと考えた。



汚れの種類

• 大きく分けて３種類に分けられる

• 有機物

• リン・窒素

• 有害物



有機物

• 有機物は炭素（Ｃ）を含んだもの、簡単に言うと、ご
飯や砂糖など、植物体はすべて有機物である。これ
を水に投げ込んで、しばらくするとドロドロになり、バ
クテリアが発生し、水が汚れる原因となる。

• これをＢＯＤとかＣＯＤと云って、環境基準は全部こ
れで決まっていた。これは炭素を含む物質で、戦前
や戦後しばらくは基本的な汚れの基準であった。



リン・窒素

• これらは肥料成分である。単体では汚れにはならな
いものの、リン・窒素が池や湖に入ると、アオコなど
の植物プランクトンが発生する。これらは水の中で
光合成を行い、有機物を生成する。(→前スライドに
戻る)

• また、アオコが詰まり悪臭を放つケースもある。



有害物

• 重金属・・・水銀、カドミウムなど

• 塩素系の化合物

• 環境ホルモン



ＢＯＤとは

• ＢＯＤ・・・ＢＯＤとはBiochemical Oxygen Demandの
略称で，河川水や工場排水中の汚染物質（有機物）
が微生物によって無機化あるいはガス化されるとき
に必要とされる酸素量のことで，単位は一般的に
mg/Ｌで表わします。この数値が大きいほど，水質が
汚濁していることを意味している。

河川の環境基準…ＡＡ域１mg/Ｌ以下，Ａ域２mg/Ｌ以
下，Ｂ域３mg/Ｌ以下，Ｃ域５mg/Ｌ以下等々



ＣＯＤとは

• ＣＯＤとはChemical Oxygen Demand（化学的酸素要

求量）の略であり，海水や河川の有機汚濁物質等
による汚れの度合いを示す数値で，水中の有機物
等汚染源となる物質を通常，過マンガン酸カリウム
等の酸化剤で酸化するときに消費される酸素量を
mg/Lで表したものである。数値が高いほど、水中の
汚染物質の量も多いということを示している。



琵琶湖の汚染原因

• これは４種類あり、
• 家庭系(28％)
• 工業系(13％)
• 農業系(16％)
• 自然系(43％)

• 家庭系とは、家庭の台所、風呂場、便所等。工業系
とは、工場、事業場。農業系とは、水田、畑、畜産業。
自然系とは、山林、原野、雨等から流入する汚染物
質を示している。

汚染率(％)

家庭系

工業系

農業系

自然系



家庭系

• し尿・・・1/3、雑排水・・・2/3
• これらは浄化槽により処理される。浄化槽には合併
浄化槽と単独浄化槽があり、単独浄化槽はし尿の
み処理し、雑排水は処理しない。

• なお、合併浄化槽は近江八幡など一部を除き、あま
り普及していない。

載っているサイト
→(http://www.pref.shiga.jp/d/gesuido/sougoutyous
ei/osuisyorifkyuuritu/fukyuuritu.html)



工業系

• 公害問題が発生してから規制強化され、減少
されており、傾向にある。

• そのため、全体としての割合も低め。



農業系

• 田植えの時期に大量に流れ出るリン・窒素や、家畜
の糞尿などが原因。

• 一応農業集落排水施設はあるものの、ほとんど打
つ手が無い。

• 理由として、

→小規模な農家の数が多すぎる。

→経済的に設置が難しい。



自然系

• 自然は制御することが難しく、具体的な対策
方法もない。



←ここの早崎湾と

↓ここの浜大津を 比べてみました。



経年グラフ

グラフより、北より南のほうが汚れていることがわかる。



対策

• 農地、市街地などの非特定汚濁減の負担軽
減対策。

• 自然の有する機能を重視した対策。

• 数々の水質保全対策の有機的な連携を図り
ながら、地域保全活動などと一体となった多
様な結合型対策。

• 水質の浄化に関する新技術の導入。

などを推奨していく必要がある。



淀川



淀川とは

琵琶湖を主な水源とし

宇治川・木津川・桂川の

3つの川が合流した河川



汚染原因

宇治川・木津川

→農林地が多くその流出水の影響

桂川

→京都という大都市からの影響



水質特性

A類型

→木津川の合流直前

B類型

→宇治川・桂川の合流直前

C類型

→下流の新淀川



類型ごとに

• pH
• BOD
• 浮遊物質量

• 溶存酸素量

• 大腸菌群数

の基準値が定められている



BOD基準値

A類型

→2mg/L
B類型

→3mg/L
C類型

→5mg/L



課題・対策

＜課題＞
• 桂川のBOD濃度
• 木津川の都市化によるBOD濃度の微増
• 渇水によるアンモニア性窒素

＜対策＞
• 下水処理場の処理性の向上
• 下水道整備



成果

• 桂川のBOD濃度が他の二河川と大差がなく
なってきた

• 渇水時のアンモニア性窒素減少



新たな課題

硝酸性窒素が増加傾向

＜理由＞

• アンモニア汚染改善による、アンモニアの硝
化

• 木津川流域の農林地から流出している



人体への影響

• アンモニア性窒素

→発がん性

• 硝酸性窒素

→酸欠を引き起こす、発がん性



水質の移り変わり



水質の測定・監視

琵琶湖・淀川流域では

水質汚濁防止法に基づいて

定期的な水質測定を行っている



流域での測定地点・地点数

• 浄水場

• 下水処理場

• ダム湖の放流口・流入点

全部で303ヵ所ある

測定項目はCOD BOD など各地点で異なる



淀川BOD推移



大和川の水質汚染問題



大和川について

• 奈良県都祁村に源を発し、堺市と大阪市の市境
付近で大阪湾に注ぐ。

• 全長約68km、流域面積約1,070ｋ㎡（利根川の約
15分の1）

• 現在では大阪府・奈良県の10市町村で飲料水とし
て使用されている。



大和川の水質汚染について

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14

BOD75%値(単位：㎎/リットル）

BOD75%値



BOD75%値
• BODとは、生物化学的酸素要求量→水中の汚れが分解さ

れるのに必要な酸素量
• 値が大きいほど汚れがひどいことをあらわす
• 75％値とは、ｎ個の測定値をきれいなほうから並べたとき

に0.75ｎ番目にくる値
• 環境基準レベルは5㎎/リットルとされている
• 高度成長の頃は30㎎/リットルを越えることもあった（川に

糞尿を入れるのと同レベル）
• 日本で最もきれいな川とされる札内川（北海道）のBOD値

は0.4mg/リットル
• 大和川は汚濁河川全国ワースト3に入る



川が汚れる原因

• 生活排水による汚染問題

• 上流からの流入量が少なく、汚染物質を含んだ水の
浄化の進行が遅い

• 下水道整備がなっていない

• 水量が少ない

• 流れる水量あたりで受け持つ人口の割合が多い（１㎥
あたり239,167人、淀川の場合７５,８５２人）

• 下流の大阪府堺市や松原市、上流の奈良県大和郡
山市の水質が悪い(下水道整備が整っていない）





対策

• 水質改善啓発の地域活動団体・NPOとの協
働

• 下水道への接続促進や合併浄化槽への転
換促進

• 重点対策河川での水質改善の社会実験

• 浄化槽設置整備補助制度の一部改正

（単独浄化槽撤去及び高度処理型浄化槽の
整備促進等）



成果

• 神輿を担いで大和川を渡る住吉大社のお渡
りが2004年に41年ぶりに復活

• 下流では平成18年から毎年、水辺の催しが
行われ、子供たちが水遊びを楽しんでいます

• 近年、下流での天然アユの産卵や仔アユが
毎年確認





成果



課題

大和川の水質は昔に比べたらとても改善され
たが全国的に見るとまだまだワーストである。
大和川は大阪湾の水質問題にも係わってく
る。大和川が汚れると大阪湾も汚れることに
なる。今後の水質保全に対するさらなる取り
組みが課題とされる。



大阪湾



汚染量・ＣＯＤ（化学的酸素要求量）

ＣＯＤ（科学的酸素要求量）

水中の有機物による汚濁状況。値が高いと水が濁
る。

散策・展望：5mg/L以下←目標値

潮干狩り：３ｍｇ/L以下

海水浴：2mg/L以下

ダイビング：1mg/L以下



表層ＣＯＤの各海域の経年変化

琵琶湖・淀川・大和川の湾との合流
地点はＣ型海域にある。

Ａ類型海域では海水浴にも適したき
れいな水質（１～３mg/L）ですが、Ｃ類

型海域では、散策にも適さない水質（５
mg/L以上）の地点が多くある。



汚染量・窒素とリン

窒素とリン
（Ⅰ）窒素0.2mg/L以下、リン0.02mg/L以下
・景観も楽しめる環境の保全

（Ⅱ）窒素0.3mg/L以下、リン0.03mg/L以下
・安定した漁獲ができる。
・水浴に適する

（Ⅲ）窒素0.6mg/L以下、リン0.05mg/L以下
・一部の底生魚介類が獲れない。

（Ⅳ）窒素1mg/L以下、リン0.09mg/L以下
・汚濁に弱い水産生物は獲れない。
・底生生物が生息できる限度。
・工業用水にのみ適する。



窒素とリンの表層水質濃度分布

Ｃ海域では、底生生物が生存できる限度値（窒素1mg/L、リン
0.09mg/L）以上の水域もある。
Ｂ海域でも、安定した漁獲量の基準値（窒素0.3mg/L、リン
0.03mg/L）に届かない。



原因・埋め立て

大阪湾は経済活動の発展に
伴って、埋め立てが進められ
てきた。

生き物の生育にも必要で
ある、干潟・浅場・藻場を埋
め立てたことにより、自然の
浄化能力が失われた。（昭和
7年240km2→平成5年
117km2）。
湾奥部に潮の流れが滞り
やすく、汚染物質が溜まる。



浅海域・他の湾との比較

大阪湾は浅場面積、干潟面積、自然海岸延長の割合が、伊勢湾、東京湾に比べて
少ない。



埋立地と潮流
（注）0.1ノット未満の潮流はSlightと表示。

湾奥部は元々の地形から海流が滞りやすい。
神戸空港と関西空港の埋立地が、更に潮流を妨げている。
特にＣ海域では0.1ノット未満。
この潮流が汚染物質やごみを停滞させている。

関西
空港

神戸
空港

大阪湾の海底地形

海流が停滞する部分（斜線部）
本来の潮の流れ（矢印）

実際の潮流



埋め立ての具体的な被害

『中国新聞』（1997年9月10日）の記事
「漁求めゼロから出発／関空の港」
大阪府漁連の方の話

・巨大な関空の人口島は大阪湾の潮流を変え、ヘドロ
が上がるように。開港後、漁獲高は3分の2に減少。
・巨額の漁業補償金（一期で250億円、二期で200億
円）で多くの漁師が船を買い、空港工事の通船に使わ
れた。漁師の暮らしが変化。

・この補償金の額は、本来の漁獲高があれば難なく稼
げる額。



対策
大阪湾再生行動計画の取り組み
平成16年度から十年間の計画

「生物による浄化能力の強化」

既存の護岸に石を投入し、生物が棲みつきやすい環境を作り、生物の浄化能
力の向上を図る。
また、平成22年度末までに、３５ｈａの藻場、２ｈａの浅場が作られた。

「潮流の改善」
海峡部の強潮流の流れ制御、透過型の防波堤、
浮体式施設などの技術開発が進められている。

検討中・・・
・赤潮処理をする海洋環境整備船
・流木竹炭を利用した海水浄化



汚染原因はなんだったのか？

琵琶湖
家庭排水と農業排水
淀川
宇治・木津方面 農林地からの排水
桂方面 市街地からの排水
大和川
８割生活排水
大阪湾
埋め立てによる地形の変化

各地点によって汚染原因とその割合は様々。
市街地から離れた場所では、浄化槽の普及が進んでいないため、
小規模な農業地からの排水が主な原因となっている。
市街地では、工業排水よりも家庭排水の割合が高い。
下流の人口密集地よりも上流の地方都市で下水道普及が遅れている。



まとめ

各地点で対策が行われ、成果がでている。

特に下水道と浄化槽の普及促進は各地点で挙
げられていて重点的に行われると思う。

また、大阪湾の汚れが溜まりやすい地形の対
策も検討されていて、今後改善が期待でき
る。
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