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研究成果の概要：明治維新以降のわが国の産業近代化と環境汚染の歴史的変遷を，古くから造

船業などの重工業が盛んで，原爆にも被災した長崎市をフィールドにして検討した．人為的に

環境に排出された汚染物質は海洋や湖沼などの底質に蓄積されるので，本研究では水圏底質コ

アに記録された汚染の歴史トレンドを時系列解析した．わが国の代表的な工業地域である京阪

神や首都圏と長崎市の環境汚染の歴史トレンドは大きく異なり，また長崎市では原爆による汚

染物質の飛散の影響も残存していることが明らかになった． 
 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2007 年度 8,200,000 2,460,000 10,660,000 

2008 年度 2,100,100 630,000 2,730,000 

年度  

年度  

  年度  

総 計 10,300,000 3,090,000 13,390,000 

 
 
研究分野：複合新領域 
科研費の分科・細目：環境学・環境動態解析 
キーワード：底質コア・堆積年代・歴史トレンド・重金属汚染・プルトニウム・長崎原爆 
 
１．研究開始当初の背景 
(1) 英国における産業革命以来，人為物質に
よる全地球規模の環境汚染が始まった．自然
環境の人為的汚染の現況は現在の試料を採
取・分析することで把握することができるが，
人間活動との関係を定量的に評価するため
には，汚染の歴史的変遷と人間活動との関係
を解明する必要がある. 
(2) わが国における環境汚染と人間活動の関
係を明治維新以降の産業近代化に関係付け
て解析することで，我々が自然環境に及ぼし
た影響を評価することができる． 

(3) 過去から現在までの環境汚染の歴史トレ
ンドを定量的に評価することができれば，将
来の環境変遷を予測し，それに対する技術
的・政策的な対策を施すことができる． 
(4) 長崎市は古くから重工業が盛んで，汚染
の進んだ都市である．また長崎原爆の被爆に
よって市街地から汚染物質が飛散している
ので，環境動態評価のモデルとして考えやす
い．さらに，原爆の痕跡も時間マーカーとし
て有効に使うことができる． 
(5) 長崎地区と京阪神や首都圏の環境汚染の
状況を歴史的に比較・解析することで，人間
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活動と環境汚染との関係，汚染物質の環境動
態を定量的に評価することができる． 
 
２．研究の目的 
(1) 長崎市周辺の環境汚染と人間活動の関係
を時系列に沿って定量的に解析する． 
(2) 長崎市周辺の水圏，特に本研究では長崎
原爆の「黒い雨」が降ったとされる西山貯水
池と長崎市街地からの河川が流入する長崎
湾で底質コア試料を採取し，そこに記録され
た環境汚染の歴史トレンドを解析する． 
(3) 長崎原爆を環境変遷の時間マーカーとす
るために，底質コア中に長崎原爆の痕跡を検
索する． 
(4) 明治維新以降の長崎市における環境汚染
の歴史的変遷を，重金属元素をトレーサーと
して用いて解明する． 
(5) 長崎原爆に被爆した市街地から飛散した
重金属元素の環境動態を解析する． 
 
３．研究の方法 
(1) 試料の採取：研究フィールドとして，長
崎市の水圏環境から底質コアを採取した．本
研究では，環境動態を記録している，研究目
的に用いることができるコア試料を採取す
ることは極めて重要である．従って，長崎市
における汚染物質の主要なシンクである長
崎湾から，複数のボーリングコア試料を採取
した．また，対象地区として長崎市西山貯水
池や京阪神，首都圏の底質試料についても，
既に採取されているコアを利用して，研究を
実施した． 

長崎湾における底質コア試料の採取地点
は図に示した． 

 
長崎地方における底質コア試料採取地点 

 
(2) コア試料の堆積年代：本研究では環境変
遷に対する人為的な影響を対象としている
ので，明治維新以降の堆積年代に注目して研
究を行った．そのためには，100 年程度の年
代測定に適している 210Pb 法を堆積年代の測

定に使用した．戦後の大気圏内核実験由来の
137Cs も堆積年代の指標として使用した．長
崎原爆の痕跡も 1945 年を示す時間マーカー
として有用である．人為的環境変遷と対比す
るために，より古い時代の環境変遷について
も放射性炭素年代による検討を加えた． 
(3) 長崎原爆の痕跡の探索：長崎原爆はプル
トニウム爆弾であるので，プルトニウム濃度
及び 240Pu/239Pu 同位体比の精密測定によっ
て，原爆の痕跡を特定した． 
(4) 試料中の汚染物質の分析：人為的な環境
汚染の変遷を解析するためのトレーサー物
質として，コア試料中の重金属元素，鉛安定
同位体などの分析を行った．また，化石燃料
燃焼起源の球状炭化粒子，球状灰粒子の時系
列変遷も解析した． 
(5) 堆積環境の評価：長崎市周辺域の自然環
境や生態系の変遷を知るために，底質中の貝
類化石，有孔虫群集類，花粉化石などを分析
し，底質の堆積環境の時系列変遷を評価した． 
 
４．研究成果 
(1) 本研究では図に示した長崎湾の 3 地点か
ら 4 本の底質柱状コア試料を採取した．これ
らコア試料について地質学的岩相観察(色
調・粒度・堆積構造・含有物など)，含有する
貝化石の放射性炭素年代測定を行い，各コア
の岩相層序・編年を明らかにした．また，採
取したコア中の微粒炭分析及びメイオベン
トス分析を行い，長崎湾の水域環境変遷を解
析した． 

長崎湾 B 地点（飽の浦沖ボーリングコア
B’・長さ約 10m）から採取したコアを用いて，
長崎湾の堆積環境の歴史的変遷を解析した．
このコアの深度 10m における放射性炭素年
代は約 9000 年であった．即ち，長崎湾に海
が侵入した時期は約 9 千年前であり，飽の浦
沖コア沖積層の堆積速度変化は，海進初期が
急で，海進末から最高海面期が緩く，末期で
急になる特徴を示した．この変化は海進に伴
って内湾が溺れ，その後，堆積速度が低下し，
海面が安定するにつれて，沿岸堆積体が前進
した結果である．このような変化は一般的な
内湾システムの場合と類似していた． 
(2) 長崎湾底質コアの過去 200 年程度の堆積
年代については 210Pb 法に 137Cs 法を併用し
て推定した．長崎湾は古くから船舶の航行が
多く，また気象の影響も受けやすいので，堆
積年代を推定するための底質の堆積環境は
必ずしも良好とはいえない．採取した底質中
には船舶の燃料として使われた石炭なども
多く含有し，底質が堆積した後に撹乱された
可能性も否定できない．しかし，堆積層の
210Pb，137Cs の鉛直分布から，おおよその堆
積年代を推定することは可能であった．       
長崎原爆が投下された 1945 年における底

質の堆積深度を推定したが，それぞれ B 地点
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77cm，D 地点 40cm，E 地点 71cm であった． 
(3) 長崎湾底質中の長崎原爆の痕跡を検出す
るために，プルトニウム濃度及び 240Pu/239Pu
同位体比の分析を B 地点で採取したコアに
ついて行った 
プルトニウムは深度 100cm より浅い堆積

層で検出されたが，長崎原爆由来のプルトニ
ウムを厳密に特定することはできず，長崎原
爆の痕跡を残す 1945 年の堆積層は検出でき
なかった．これは外的要因で堆積層が物理的
に撹乱し，そのためにプルトニウムも堆積層
中で混合されているためであると考えられ
た．E 地点での分析も行ったが B 地点と同様
の結果が得られた．地点や深度を変えて，更
なる分析を行う必要があると考えられた． 
(4) 長崎湾底質コア試料中の 22 元素につい
て，その鉛直分布を分析した．主成分元素の
Si, Al, Fe, Ti, Na, K, Rb(微量成分であるが
化学的性質から主成分に分類した)，アルカリ
土類元素の Mg(主成分であるが，アルカリ土
類に分類した), Ca, Sr, Ba，堆積物中で地球
化学的な続成作用を受けやすい元素の Mn, 
As, P, S, Cl, 重金属元素の Cr, Ni, Cu, Zn, 
Hg, Pb である．                 
これら元素の分布を堆積年代と相互に比

較しながら解析することで，堆積環境や堆積
物質の動態の時系列変化をコア間で比較し
た．特に，本研究では既に結果が得られてい
る長崎市西山貯水池コアの分析結果と比較
することで，長崎市における環境汚染やそこ
に及ぼした長崎原爆の影響を評価した．西山
貯水池は長崎市の東方約 3km に位置し，長
崎市街地との間に金毘羅山(標高 366m)があ
るので，西山貯水池底質に堆積した汚染物質
は金毘羅山を越えて大気中を移動してきた
ものが沈降している．一方，長崎湾には浦上
川や西山川を通して，長崎市内からの汚染物
質が直接流入している．従って，両者を比較
することで，長崎市における環境汚染の歴史
的変遷と動態を推察することが可能となる． 
(5) 西山貯水池底質(長さ 620cm)においては，
プルトニウム濃度及び 240Pu/239Pu 同位体比
の分布から，深度 440cm に長崎原爆の痕跡，
370cm に 1963 年の大気圏内核実験によるグ
ローバルフォールアウトのピークが記録さ
れていた．また，地質学的な岩相観察から深
さ 200-300cmには 1982年の長崎大水害で流
入した土砂の堆積が認められている．これら
の堆積年代の推定はこの底質コア中の主成
分元素やアルカリ土類元素，続成作用を受け
やすい元素の鉛直分布と矛盾しない．    

西山貯水池底質コアの重金属汚染は，Ni, 
Cr では認められなかった．Cu は 1945 年の
原爆層までは BG 濃度であるが，戦後の高度
経済成長期に顕著な汚染が認められた．Zn, 
Pb は戦前から汚染が始まり，現在まで濃度
が上昇し続ける．Hg は戦前から汚染が始ま

るが，高度経済成長期以降，濃度が減少する． 
また，プルトニウム濃度が高値を示す深さ

440 cm の原爆層では Zn と Pb の濃度も高値
を示し，原爆の「黒い雨」によって，西山貯
水池周辺にこれら重金属が輸送・供給された
ことが示唆された． 
(6) 長崎湾底質コアでは，次の各地点で採取
した 4 本のコアについて分析を行った．B 地
点(B’:コア長さ 240cm, BX2: 90cm), D 地点
(75cm), Ｅ地点(118cm)．本報告書では重金
属元素の定量結果についてのみ記載する．既
に述べたように，1945 年の長崎原爆の痕跡
が残存する堆積層はそれぞれ B 地点 77cm，
D 地点 40cm，E 地点 71cm と推定されたの
で，それ以浅が第二次大戦後，それ以深が大
戦前の堆積層である．   
 今回定量した 4本のコアの堆積速度はそれ
ぞれ異なるが，そこの含有する重金属元素濃
度の変化の歴史トレンドは殆ど一致してお
り，長崎湾内の堆積環境の時代変遷はコア試
料採取地点によってあまり大きな相違はな
いものと推察された． 
 Ni は 30-40ppm の範囲で変動するが，こ
れは BG の変動の範囲であり，底質の汚染は
認められなかった．Ni は水圏環境に排出され
てもイオン種として溶存態で存在するので，
若し人為的な負荷があったとしても，海水と
共に外洋へ拡散したものと考えられる． 
 Cr は戦後にわずかな汚染が認められた．
Cr は新金属であり，その使用履歴から考えて
も妥当な結果である．西山貯水池では全く汚
染は認められなかったので，大気中を輸送さ
れる可能性はないと考えられる． 
 Cu は明治維新以降から汚染が始まり，濃
度は20-30ppmから 250-300ppmまで単調に
増加する．このような汚染の歴史トレンドは
西山貯水池底質や近畿圏，首都圏の水圏底質
では認められない．長崎市に特有な造船業に
由来する地域的な事情が Cu 汚染の歴史トレ
ンドに強く反映していると考えられる． 
 Zn，Pb も戦前から汚染が始まるが Cu よ
りも遅く，日露戦争(1905 年)頃から濃度は急
増する．Zn は 100ppm から戦後に 600-700 
ppm の極大値を示した後(湾口部の D 地点で
は極大値が 500ppm 程度)，現在は 450-550 
ppm である．Pb は 20ppm から極大値 200- 
400ppm を示した後，現在は 150ppm 程度に
減少する．Zn に比べると極大値を示す時期
が少し早い．また，Pb の特徴は E 地点で 600- 
1500ppm と極めて高濃度を示す堆積層が存
在することである．この異常な Pb 濃度の原
因については不明である．更に，D 地点では
戦後から現在まで Pb 濃度はほぼ 150ppm で
濃度の現象は認められない． 

Hg は明治維新以降に汚染が始まり，戦後
極大値を経てから現在に向かい濃度が減少
する，Zn，Pb と類似した汚染の歴史トレン



ドを示す．BG濃度はほぼ 0.1ppmであるが，
極大値は 6-7ppm，現在は 2.5-3.5ppm である．
Hg は B 地点で濃度異常が認められ，戦後の
底質で 10-16ppm を示す堆積層が存在する．
また，D 地点では Pb と同様に濃度変動はあ
まり認められない． 
以上のように，長崎湾における重金属汚染

の歴史トレンドは元素によって大きく異な
る．また，我々が報告してきた近畿圏や首都
圏の水圏底質に記録されていた重金属汚染
の歴史トレンドとも異なる．これは，長崎湾
が古くから開けた港であり，造船業などの発
展とも関連して，京阪神地区や首都圏とは異
なった重金属汚染の歴史トレンドが底質コ
ア中に記録されていることを示唆している． 
(7) 西山貯水池底質コアでは，長崎原爆の痕
跡層で Zn と Pb の濃度以上が観測された．こ
れは原爆に被爆した際に飛散したこれら元
素が「黒い雨」と共に西山貯水池の集水域に
運ばれ，降下したと推定した．長崎湾底質コ
アにおいても，210Pb 法，137Cs 法で原爆の痕
跡層と推定されたいずれの地点の堆積層で
も Cu, Zn, Pb の濃度異常が検出された．これ
らは被爆によって破壊された長崎市街地か
ら長崎湾に流入したこれら元素が底質中に
沈降・蓄積したものと推定された． 
(8) 長崎湾及び西山貯水池底質中の鉛汚染の
起源を解明する目的で，鉛安定同位体の分析
を行った．人為的に自然環境を汚染する鉛は
熱力学的には炭酸塩や硫化鉛として存在す
ることが予想される．しかし，本研究で分析
したコア中の続成作用を受けやすい元素の
分布から，底質は比較的酸化的状態にあると
考えられる．従って，人為的汚染鉛は炭酸鉛
として存在する可能性が高いと考え，底質試
料を 0.25M-塩化ヒドロキシルアンモニウム
を含む 10％酢酸溶液で溶出して(1 時間振と
うした後，静置，0.45μm メンブレンフィル
ターでろ過した)，分析試料とした．この溶液
中の 207Pb/206Pb，208Pb/206Pb を分析した． 

今回は西山貯水池コア及び長崎湾 D 地点
コアを分析したが，いずれも 1945 年の原爆
層と予想される堆積層の鉛同位体比はその
前後の年代の堆積層と異なっていた．これは，
原爆により長崎市内に蓄積していた鉛の飛
散による影響を示しているものと考えられ
るが，詳細な議論をするためには更に分析を
積み重ねる必要があると考えられる． 
(9) 長崎湾 B 地点コアの貝類化石の分析結果
は本項(1)に示した岩相層序と調和的であっ
た．また，有孔虫群集や貝類化石の解析結果
からは，近世の長崎湾の生態系が人間活動の
影響を強く受けていることが示唆された． 
(10) 長崎湾 B 地点コア中の花粉分析から，
長崎湾周辺の植生変遷について検討した．長
崎湾の堆積環境の変化を議論する上で，周辺
域の植生の歴史的変遷を明らかにすること

は重要である． 
 化石花粉の出現頻度から，このコア試料は
大きく 4つの花粉帯に時代区分された．表層
から深さ 200cm までの近世の堆積層では常
緑広葉樹花粉が減少し，マツ属花粉やイネ科
などの草本類花粉とシダ胞子が増加する．こ
れは人間が周辺の森林を伐採し，その後にア
カマツ二次林や草地が成立，拡大したためで
ある．長崎湾開港以降に長崎湾沿岸は埋立て
や護岸工事が行われるようになった．
130-140cm 層でイネ科花粉とシダ胞子の急
増が著しいのは，そのような人間活動の影響
を反映していると考えられる． 
(11) 底質コア試料中の球状炭化粒子，球状灰
粒子の分析は進行中であるが，まだ結論は得
られていない． 
(12) 積水化学工業で新たに開発されたカー
トリッジ型重金属分析装置 Geo-REX を本研
究における重金属類のスペシエーションの
解析に利用する目的で導入した．しかし，
種々検討を重ねたが，本装置の性能，特に重
金属を濃縮分離するためのカートリッジの
性能がカタログに記載された本来の機能を
十分に発揮することができず，本装置を使用
して底質中の重金属元素のスペシエーショ
ンを行うことができなかった．今後，さらに
検討を重ねて，本来の目的を達成する必要が
あると考えている． 
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