
佐鳴湖浄化スクール1
　 （地球環境・水の科学スクール：個人無料スクールです） ｐ１

　　平成２０年３月２８日、開校、（Sanaruko School)
3月28日

１．佐鳴湖の水を浄化する学習と実験を、無料、出張講義いたします。
対象は、小学生から、大人まで。人数は一人の家庭教師から団体の講演会まで。

２・佐鳴湖を浄化する、フィルターを、無料で毎月100名様に差し上げます。
佐鳴湖の水を透明にするための、コーヒー・フィルターを、無料で差し上げます。
自分で、１００円ショップで買うこともできます。

３．授業内容：
1章：佐鳴湖汚染・汚濁の概論 2章：汚れ粒子の観察とサイズの勉強
3章：フィルターによる透明化実験 4章：レーザー光の散乱理論と実験
5章：生食連鎖と腐食連鎖 6章：植物プランクトンの繁殖実験
7章：偏光の理論と実験 8章：炭素の固定のお話
9章：植物プランクトンの肥料化 10章：地球温暖化の研究
11章：地球温暖化防止の研究 12章：ろ紙の勉強
13章：浄水器の勉強 14章：健康水の科学

４．教材：
１．佐鳴湖浄化のホームページ ２．水の科学の文献
３．市や県の管轄庁の研究報告 ４．静大工学部の研究報告

５．研究目的：５．研究目的：
１．佐鳴湖は6年連続、水質汚染ワースト１の汚名を着せられている。行政、大学、
以外に、市民ができることを調べて、佐鳴湖浄化のために努力する。
２．市民にできること：下水道完備に協力する。米のとぎ汁、洗剤、等、生活排水
を少なくする。行政に協力する。佐鳴湖の清掃に参加する。佐鳴湖の汚れ、濁り
を学ぶ。汚れ、濁りをすくい上げ、佐鳴湖浄化に努力する。雨水を地下に逃がす。
見えないものが、見えるようにする、ふしぎ科学を学ぶ。

６．申し込み先：
432-8002浜松市中区富塚町２１３２－８５

佐鳴湖浄化スクール宛
電話、FAX、053-472-6912
Eメール：ｄｑｋｓｊ６６３＠ｙｂｂ.ne.jp
ホームページ:http://www16.tok2.com/home/aozorahenkou/

スクール長：中桶悟光

７．浜松ふしぎ科学探検隊：
浜松・科学ボランティアの会・中桶悟光
浜松・青空偏光を観測する会・中桶悟光
浜松・富士山を観測する会・中桶悟光
佐鳴湖の水を浄化する会・中桶悟光
未知の山を山座同定する会・中桶悟光

８．教育歴：
静大、工業短大、現県立大・静岡女子短大、国際工学院、国立病院付属看護学校
ヤマハ研修センター、日本設計株式会社、等の物理担当教官です。
教育現場４０年体験する。



 佐鳴湖浄化スクール2
3月28日 　 ｐ２

　（小学生の自由研究・佐鳴湖の水の研究）

1部： 佐鳴湖の水の色の観察：肉眼で汚れを学ぶ：
１．佐鳴湖の水の色を観察して記録する。（答え：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
２．佐鳴湖の水をフィルターでろ過し、色を観察して記録する。（答え：　　　　　　　　　）
３．ろ過を何回やると、佐鳴湖の水は透明になるか。（答え：　　　　　　　　　　　　）
４．煮沸した佐鳴湖の水の色を観察して記録する。（答え：　　　　　　　　　　　　　　）
５．佐鳴湖の水の色が、春、夏、秋、冬で違うか調べる。よく観察して記録する。
（答え：　　　　　　　　　　　　　）

2部： 佐鳴湖の水のレーザー光散乱：目に見えない汚れの勉強：
１．まず、きれいな水道水にレーザー光を当ててみる。光の散乱があるか、観察
して、記録する。（答え：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
２．佐鳴湖の水に、レーザー光を当ててみる。光の散乱があるか調べる。
水の中に、汚れがあると、汚れが光を散乱する。散乱があるか観察して記録する。
（答え：　　　　　　　　　　　　　）
３．佐鳴湖の水を、ろ過して、レーザー光を当ててみる。光の散乱があるか、観察
して、記録する。（答え：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
４．煮沸した佐鳴湖にレーザー光を当てて散乱を観察し、記録する。（答え：　　　　）

３部： 顕微鏡観察：見えないものを見えるようにして新発見する：
１．佐鳴湖の汚れを顕微鏡で観察して、記録する。（答え：　　　　　　　　　）１．佐鳴湖の汚れを顕微鏡で観察して、記録する。（答え：　　　　　　　　　）
２．佐鳴湖の汚れが、春、夏、秋、冬で違うかどうか調べる。

４部： 植物プランクトンの繁殖実験：生活排水が影響するか勉強する：
１．植物プランクトンに日光をあて、何日で増えるか、調べて記録する。（答え：　　　　）
２．家庭排水の、米のとぎ汁をくわえてみる。植物プランクトンの繁殖は増大したか
観察して記録する。（答え：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５部： 植物プランクトンの肥料化実験：汚れが役に立つか勉強する：
１．植物プランクトンが増えたら、肥料として畑にまき、野菜の生長がよくなるか調べる。
観察して記録する。（答え：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
２．植物プランクトンをまかない畑でも同じ野菜を植える。まいた場合と比べて、野菜の
成長は良いか観察して記録する。（答え：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

６部： レーザー光の偏光の勉強：偏光の振動の向きの検査：
１．偏光を見る。偏光があるとき偏光メガネの偏光膜を回転させると、明暗の差が現れる。
観察して記録する。（答え：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
２．水の中にある汚れが散乱したレーザー光が偏光しているか調べる。
偏光していれば、偏光膜を回転させると明暗が現れる。観察して記録する。
（答え：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
３．ところで、自然の光は、偏光しているか調べる。偏光していれば、偏光膜を回転
させると、明暗の差が現れる。観察して記録する。（答え：　　　　　　　　　　　　　）

７部： 自由研究を考える：
自分でやりたいテーマを考えて、勉強する。

以上、佐鳴湖の水をきれいにしてみたい人、いろいろ実験してみたい人、
見えないものが見えるようになる、ふしぎ科学を学びたい人、全員、集合して下さい。



　目次
4月26日 ｐなし

　　（ページごとの内容を示す）

　　　ｐ１： 佐鳴湖浄化科学スクール 　　　ｐ２： 小学生の自由研究、佐鳴湖の水の研究
　　　ｐ３： ６年連続全国水質ワースト１概観　　　ｐ４： まずは基本特性を順々に観測する
　　　ｐ５： 佐鳴子水のミー散乱 　　　ｐ６： 佐鳴湖水を１枚のコーヒーフィラターでろ過
　　　ｐ７： 佐鳴湖の攪拌効果、沈澱効果 　　　ｐ８： 佐鳴湖水の煮沸効果
　　　ｐ９： 水質汚染のデータを検討する 　　ｐ１０： 重要なサイズの学習

　　ｐ１１： 身近な浄水器の学習 　　ｐ１２： 浜名湖の海水のチンダル現象
　　ｐ１３： 静大工学部の研究概観 　　ｐ１４： レーザー光、散乱光の偏光特性
　　ｐ１５： 続・レーザー光、散乱光の偏光 　　ｐ１６： 佐鳴湖浄化に対する行政の取り組み
　　ｐ１７： 佐鳴湖の水のろ過して散乱光を　　ｐ１８： 原子・分子・コロイド・浄水器、等のサイズ
　　ｐ１９： 佐鳴湖の炭酸ガス固定 　　ｐ２０： 佐鳴湖浄化論と現状有効利用論

　　ｐ２１： 世界、浜松市、佐鳴湖の炭素 　　ｐ２２： コーヒーフィルターのサイズ測定
　　ｐ２３： 佐鳴湖の汚水培養と生活排水 　　ｐ２４： マイクロフィルターとウルトラフィルター
　　ｐ２５： 炭素固定量、世界の大間違い 　　ｐ２６： 堀留川の超汚濁と佐鳴湖の汚濁の比較
　　ｐ２７： 前ページの写真の説明 　　ｐ２８： 美味しい水と全国の名水
　　ｐ２９： 佐鳴湖浄化の原因と対策 　　ｐ３０： 全国名水の、お茶溶出、攪拌、光散乱



佐鳴湖の水質検査室
　平成２０年３月18日、オープン ｐ３

3月18日

　　（6年連続、全国水質ワースト１概論）

佐鳴湖は静岡県浜松市にあります。6年連続、水質ワースト１の汚名を着せられて
います。しかし、無数の水鳥たちが、佐鳴湖の小魚を食べて生活しています。
また、毎日、漁をして生計をたてている漁師の方もおられます。水質汚染で
被害が出た話は聞いたことがありません。たしかに、佐鳴湖の透明度はよく
ありません。佐鳴湖はイメージの悪さほど、汚れている訳でもないかも知れません。
国や行政が、一丸となつて、佐鳴湖の浄化作戦をとっており、毎年、湖は
きれいになる筈ですが、現在、飽和状態にあるみたいです。一言でいえば、お手上げ
の状態で、ワースト１を抜け出る目途はついていません。
ワースト１の原因について、時々、新聞に出る記事を見ますと、分からない、なぞと
コメントするお役人の方もおられます。その無責任ぶりには驚かせられます。、
主な水質汚染の原因は、下水道の整備の立ち遅れによる生活排水、農薬、等の
湧き水、湖水の逆流による流れの悪さ、等が考えられます。
兎に角、市民全員参加のもと、力を合わせて対処する必要があります。

そこで、自分なりに、佐鳴湖の水質汚染度、濁り具合を観測することにしました。

写真：レーザー光線のミー散乱光

直径９．５ｃｍ、深さ７ｃｍのガラス・コップに佐鳴湖の水を入れ、左側からレーザー光を
当てて、水中に含まれる汚染物による散乱光を観測する。散乱光を観察すると
レイリー散乱、ミー散乱、多重散乱かが分かる。すると、水中汚染物のサイズや濃度
が推定できる。
水を撹拌して撹拌効果を調べる。放置して汚染物を沈殿させ沈殿効果を見る。
フィルターで汚染物をこし、ろ過効果を観測する。

その他にも、サンプルの場所を変えたり、水温の変化による季節変化、大雨や台風に
よる、土砂の流入効果、等も観測する。 低、1年は観測を続けたい。

その他にも、身近な教材を探して、液体混入物の観測をする。例えば、毎日飲む
緑茶、牛乳、各ジュース、等々。

その他にも、天竜川の水、浜名湖の水についても、順次、測定して行きたい。



佐鳴湖の水質汚濁１
3月18日 ｐ４

（まずは、基本特性のデータを順々に観測する）

写真１：緑茶の外観、色が濃い目 写真２：撹拌効果：レーザー光が急減衰

写真３：沈殿効果：レーザー光伸びる 写真４：光線直交偏光膜で偏光を観測

写真５：念のため透明水の散乱をみる 写真６：光線平行、直交偏光膜の実験

佐鳴湖の水質は６年連続でワースト１だ。肉眼で見ると茶色で不透明だ。レーザー光を
当ててみた。水はレーザー光を散乱し、水中にレーザー光線の形の散乱光が見えた。
ミー散乱である。家に帰り、身近にある色づいた液体を探した。まづ、緑茶が目に付いた。
ガラス容器に入れた緑茶の外観を写真１に示す。緑茶を撹拌して、赤いレーザー光線を
真横から当ててみた。レーザー光線は強い散乱をうけ、急減衰する様子が見えた。
それが写真２です。次に、１時間放置して、緑茶の中の大きい粒子が沈殿するのを
待った。それが写真３です。レーザー光の減衰が弱まり、伸びる。偏光膜方向をレーザー
光線と直角方向に置き、写真４を撮影した。レーザー光は進行方向・光線方向に直角に
振動する偏光であることが分かる。 っとも、レーザー光源、そのものが偏光しては
いるが。念のため、透明な水にレーザー光を当てると（写真５）、水による散乱光なし。



佐鳴湖の水質汚濁２
3月18日 ｐ５

（前ページの続き、および、佐鳴湖の水のミー散乱）

写真１：1時間沈殿後のレーザー散乱 写真２：１昼夜沈殿後のレーザー散乱

写真３：佐鳴湖の水の外観 写真４：レーザー光の散乱光が見える

写真５：光線平行、直角偏光膜で見る 写真６：光源を円偏光膜に通してみる

前ページの写真６は、ガラス・コップの上に、レーザー光と直角方向に偏光膜（左側）
および、レーザー光に平行方向の偏光膜（右側）を置いて、散乱光を見たもの。
写真１は緑茶の１時間沈殿後、写真２は１昼夜沈殿後のレーザー光散乱を見たもの。
沈殿時間の長さでレーザー散乱光が減少して行く様子が見える。緑茶内の大きい
粒子が沈殿し、ミー散乱、多重散乱が弱くなって行く様子が分かる。
写真３は佐鳴湖の水の外観である。わずか４ｃｍの厚みで、薄緑ないし薄茶に色づく。
汚れの他、葉緑素、魚の栄養分も含む。レーザーを当てるとミー散乱が見える（写真４）。
写真５は光線に平行な偏光膜と直角な偏光膜を通してみたもの、レーザー光は偏光
している。写真６は、光源に円偏光フィルターをつけて、円偏光光源にしたもの。
同様に、光線に直角な偏光膜（左側）では、散乱光が見え、平行（右側）では見えない。



佐鳴湖の水質汚濁３
3月31日 ｐ６

（佐鳴湖の水を一枚のコーヒー・フィルターでこす）

写真１：佐鳴湖の水の外観 写真２：１枚のフィルターでろ過したもの

　　　写真３：佐鳴湖の水のレーザー散乱 　　　　写真４：縦、横方向、偏光フィルターで見る

　　　写真５：ろ過した水のレーザー散乱 　　　　写真６：縦、横方向の偏光フィルターで見る

佐鳴湖の水を肉眼で見ると、うす緑色をしている（写真１）。コーヒー・フィルターでろ過
すると、ほぼ透明になる（写真２）。すると、佐鳴湖は泳げる湖となりそうだ。
佐鳴湖の水にレーザー光を横から当てると、レーザー光が水中から散乱されることが
分かる（写真３）。縦、横方向の２枚の偏光フィルターを通して見ると、明暗差があるので
散乱光は偏光していることが分かる（写真４）。ろ過した佐鳴湖の水にも、同様に
縦、横方向の２枚の偏光フィルターを通して見ると、同様に、明暗差があることから
散乱光は偏光していることが分かる（写真６）。
結論：佐鳴湖の水は、ろ過すると、透明になる。レーザー散乱光も弱くなるので、水が
格段にきれいになったことが分かる。みんなで、ろ過して佐鳴湖の水を浄化しよう。



　佐鳴湖の水質汚濁４
3月18日 ｐ７

（水質の撹拌効果、沈殿効果、ろ過効果、等の観測）

写真１：佐鳴湖の水の光散乱 写真２：コーヒー・フィルターで２回こす

写真３：コーヒー・フィルター４回こす 写真４：コーヒー・フィルター６回こした

写真５：１回から７回、こした汚れ 写真６：６回こしたものを５時間放置した

佐鳴湖の水を、コーヒー・フィルターで1回から７回までこして、レーザー光のミー散乱光
を観測する。肉眼で見ると、佐鳴湖の水は、うす緑色をしている。
コーヒー・フィルターでこすと、フィルターは緑色に色づく。汚染物は、色から推測すれば
植物プランクトンであり、油成分や悪臭、黒い汚れ、等は見つからなかった。
こしたコーヒー・フィルターの色を見ると、写真５の下・右から、左にかけて１回、２回、３回、
上・左から4回、5回、６回、７回、にかけて色がうすくなることが分かる。5回こせば、
ほとんど色は無くなり、水は透明になる。レーザー光の散乱も少なくなる。
写真６は、５時間放置したもの。レーザー光散乱は無くならなかった。
結論：佐鳴湖の水は、イメージほど汚れていないことが判明した。色も薄緑でよい色だ。



佐鳴湖の水質汚濁５
3月19日 ｐ８

（佐鳴湖の水の煮沸効果を観測する）

　　　　写真１：佐鳴湖の水のレーザー散乱 写真２：５分煮沸した水のレーザー散乱

　　　写真３：コーヒー・フィルターで５回ろ過 写真４：透明な水道水のレーザー散乱

１．実験実施：
佐鳴湖の水の撹拌効果、沈殿効果、コーヒー・フィルターによる、ろ過効果を調べてきた。
５回、ろ過すると、佐鳴湖の水は、ほぼ透明になることが判明した。しかし、レーザー光
のミー散乱は無くならないので、煮沸効果の実験を試みることにした。
写真１、は佐鳴湖の水をコーヒー・フィルターで５回、ろ過して透明になったもの。
しかし、レーザー散乱光は無くならないことを示すものだ。そこで、５分間煮沸してみた。
すると、緑色をした（植物プランクトンか、藻のようなもの）物体が分離してくる。
分離した水にレーザー光を当てた場合を写真３、に示す。写真２、は約１ｍｍ間隔
で点状に輝く、非常に特徴的な散乱を示している。大きな粒の汚染物が混入している
ので、コーヒー・フィルターで５回、ろ過してみた。5回、ろ過した佐鳴湖の水にレーザー
光を当てたものを写真３、に示す。写真１、に比べると、飛躍的にレーザー散乱が
減少したことが分かる。念のため、透明な水道水にレーザー光を当てた場合を
写真４、に示す。水道水は、ほぼ透明であることが分かる。
２：実験結果：
以上の実験により、佐鳴湖の水は、コーヒー・フィルターで５回、ろ過すると透明になる。
更に、佐鳴湖の水は、煮沸５分、コーヒー・フィルター５回ろ過で、飛躍的に透明度が
上がることが判明した。また、限りなく、水道水の透明度に近かづくことも分かる。
佐鳴湖の水も、煮沸５分、コーヒー・フィルター５回ろ過で、限りなく水道水に近づく。
すると、佐鳴湖の汚れた水も、飲料水として活用できる可能性が強くなった。
特に、登山者は、山の上で、山の川の水や滝の水、また、雪の溶け水を飲料水として
飲んでいるが、５分煮沸して、コーヒー・フィルターで５回、ろ過すると、水は飛躍的に
きれいになる事実を活用すべきである。
３：チャレンジ：
さあ、皆んなで、佐鳴湖の水を飲料水として活用する方法を見つけようではないか。



佐鳴湖の水質汚濁６
3月20日 ｐ９

　（水質汚染のデータを検討する）

　佐鳴湖の水質の汚れを表すＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）
ｻﾝﾌﾟﾙ場所平成７年 平成10年 平成１３年平成16年 平成１9年 平成22年
佐鳴湖 9.3 13 11
拓希橋 9.7 12 11
段子川 3.6 4.2 1.7
西川 2 2.5 1.2
御前谷 1.6 1.4 1.2

（単位はｐｐｍ）

１：水の汚れ、ＢＯＤ、概観
河川の汚れの大半は、有機物による。その有機物を河川に排出する大半は
家庭排水である。家庭から排出される有機物による、河川の汚染の程度を示す
指標が、ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）である。これは、バクテリアが有機物
を分解するのに必要な酸素量で、汚れがひどいほど、大きな値をとる。
綺麗な川では１ｐｐｍ以下、都会のひどい汚れは１０ｐｐｍ以上、になる。
魚が安心して生息するには５ｐｐｍ以下が望ましい。飲料水を採取するには
３ｐｐｍ以下が必要だ。
しかるに、佐鳴湖は１０ｐｐｍをこえている。水質は 悪である。ここ１０年、改善
される気配もない。ほぼ頭打ちである。
家庭排水による有機物汚染が、更に、すすむと、有機物を分解する酸素不足が
おきて、いわゆる、酸欠が起きる。魚介類は死滅するおそれが出てくる。すると、おきて、いわゆる、酸欠が起きる。魚介類は死滅するおそれが出てくる。すると、
人間の食料危機が心配される。
２：汚れの正体
水汚染の大半は有機物系なので、いわゆる、植物性プランクトン、あおこ、が
大半を占める。佐鳴湖の透明度は非常に悪い。そこで、水を採取してみると、
うす緑色をしていることが分かる。湖面から見る色は茶色でどす黒い。これは、
湖底の石や泥の色が加わるからである。水自体は、うす緑色だ。即ち、大半は
有機物系の植物プランクトン、あおこの汚れであることが分かる。また、
その原因は、大半は生活排水の汚れからできたものだ。つまり、佐鳴湖は
生活排水のため池みたいなもので、ため息が出るではないか。
３：水質改善
さて、佐鳴湖のひどい汚れは、うす緑色の植物プランクトン、あおこであることが
サンプル採取してみて分かった。そのあおこは、コーヒー・フィルターで５回、ろ過
すると、ほぼ透明になる。すると、佐鳴湖で水泳ができようになる。
更に追求すると、コーヒー・フィルターで５回、ろ過して、透明度はよくなるが、
微粒子が、まだ、大量に含まれている。飲料水にはできない。
そこで、5分間、煮沸してみた。すると、汚染物が塊となって分離し、沈殿して
いくことも分かった。微粒子の汚れも除去できた。
あおこを、ろ過すれば、佐鳴湖の水を飲料水として利用するのも簡単かも知れない。
４：問題は水量
さて、佐鳴湖のひどい汚れは、うす緑色の植物プランクトン、あおこであり、
フィルターで簡単に除去できる。悪質な重金属はなさそうだ。問題は、佐鳴湖の
水量だ。長さ２０００ｍ、幅６００ｍ、深さ２ｍ、で体積が分かる。大変な量だ。
５：独自提案
佐鳴湖の汚れは、大半は、あおこで、ろ過で簡単に清浄化できるものと仮定する
１．プールを作って、ろ過する：５０ｍプールをいくら作ってろ過すればよいか。
プールの幅は２５ｍ、深さ１ｍとする。佐鳴湖の水量をプールの水量でわると、
プール１９２０杯だ。1年３６５日で割ると、プール５個分だ。即ち、プール５個を作り
毎日、1回、ろ過すれば、佐鳴湖はきれいになりそうだ。
２．水門ろ過：何もプールを作る必要はない。汚れた水が動くところに、水門を作り
そこで、ろ過すればよい。ただし、汚れた水の流量が少ないと効果なし。



佐鳴湖の水質汚濁７
3月21日 ｐ１０

（重要なサイズの学習）

１．汚染物・コロイド粒子の大きさによる分類：

大きさ １ナノ以下 １から１００ナノ ２００以上
分類 原子、分子、イオンの世界 コロイド粒子 大粒子
ろ過 ろ紙を通過する 中間 通過しない
半透膜 通過する 通過しない
見かけ 透明 半透明 不透明

１オングストロームは：１０
ー８

ｃｍ。１から１００オングストロームは：原子、分子。

１ナノは：１０
ー９

ｃｍ。１ナノから１００ナノは：コロイド粒子のサイズ。

２．この表から、汚染物のサイズにより、ろ紙、半透膜、沈殿、等で、除去できる。
　　半透明のコロイド粒子は、レーザー光による乱反射のチンダル現象で観測できる。
　　小さいコロイド粒子は、大きく育てて、サイズを大きくすれば、簡単に除去できる。
　　例えば、温度を上げると良い。分子間力や化学結合力で大きくしても良い。

３．佐鳴湖清浄化メタボリック大作戦：温度をあげて、コロイド粒子を太らせて除去する。
　　水の温度を上げるには、例えば、レンズで太陽光を集めればよい。

４．リン濃度による汚濁の分類

リン成分（ｐｐｍ） 状態 例えば
０．００５以下 透明度、保持できる 本栖湖、摩周湖
０．００１以下 簡単な、ろ過で飲料できる 洞爺湖、
０．０３以下 薬品処理で飲料できる 琵琶湖、南湖
０．０５以下 コイ、フナの成育ができる 霞ヶ浦、北湖
１．０以下 富栄養化の限界だ 霞ヶ浦、西湖
１．０以上 特別の努力が必要となる 相模湖、諏訪湖

佐鳴湖は

５．富栄養湖：
家庭排水から有機物の栄養が豊富にやってくると、植物性プランクトンが
繁殖し、湖は緑色に染まる。バクテリアが汚染物を処理分解するには大量の
酸素を必要とする。その汚れの分解に必要な酸素量をＢＯＤで表す。
植物プランクトンには、珪藻、藍藻、等がある。量が増えると、あおこ、水の華
実は、水の毒になる。酸欠を起こす。魚介類が死滅する現象が起きる。
注：珪藻は魚の餌となる。

６．佐鳴湖清浄化大作戦・魚養殖の巻：
珪藻を食べる魚を多めに飼えば、湖の正常化に役立つ。
緑藻は、葉緑素を多く持つ藻類である。光合成でデンプンを作る。

７．参考文献：
次のページに記す。

シール



佐鳴湖の水質汚濁８
3月22日 ｐ１１

（身近な浄水器の学習）

１．浄水器：
近、われわれは、家庭で浄水器を使うようになった。水道水がまずいためだ。

水道水の問題点は、水道管内の鉄のサビ、水源の藻類の混入、カビ臭さ、消毒に
使う塩素、カルキの臭い、発ガン物質のトリハロメタン、等の混入である。

２．飲料水：
完全に透明できれいな水だと思っていた水道水、実は、鉄サビ、藻類、カビ、塩素、
カルキ、発ガン物質、等々、有害物質を、結構、含んでいることが分かる。要注意だ。

３．浄水器の構造：
木炭を高温処理した活性炭と中空糸膜でろ過。活性炭には１ミクロン、１ミクロンは
１００万分の１ｍ、１万分の１ｃｍです。０．１ミクロンは１００ナノです。
大き目のコロイド粒子のサイズでもある。従って、小さいコロイド粒子は素通り
してしまう。中空糸膜の穴は、１０分の１ミクロンで、１０ナノの穴が無数にあいている。
１０ナノは、普通のコロイド粒子のサイズである。大き目のコロイド粒子は除去できる。
しかし、小さめのコロイド粒子は除去できない。具体的に言えば、鉄サビ、雑菌、
カビは除去できる。発ガン物質のトリハロメタンは一部は除去できるが、一部は
残る。更に問題は、浄水器の穴で遮断された有機物が腐り、カビを発生することだ。
早め、早めのフィルターの取替えが必要である。
我々は、１０ナノの世界まで、勉強をすすめてきた。つまり、ナノ・テクノロジーの
世界だ。 近は、カーボン・ナノ・チューブの研究も盛んになってきた。世界だ。 近は、カーボン・ナノ・チューブの研究も盛んになってきた。
１ナノ以下の汚染物の除去も夢ではなくなった。
ところで、活性炭のみならず、フィルターには、天然のサンゴ、セラミック、
イオン交換樹脂、炭酸カルシューム石、等も使われているそうだ。詳しくは、平澤氏の
著書をご覧下さい。
炭酸カルシュームと言えば、地球温暖化を救うため、私が注目している材料である。
人間の体にある、腎臓の糸球体には、７０から８０ナノの穴が無数にあいており、
大きな赤血球など残して、不要な老廃物、とうは、尿として排出してくれている。

４．アルカリ・イオン水：
近、健康に良いと、うたわれている水に、アルカリ・イオン水なるものがある。

これは、浄水器室を、水が通過できる膜で２分する。各々の部屋に、プラスとマイナスの
電極を入れて電流を流す。すると、マイナスの電極が入れてある部屋に、プラスの
電気を帯びた、カルシューム、ナトリューム、カリューム、マグネシュームのイオンが
引き寄せられる。同時に、水素イオンは水素ガスとなり、空気中に逃げる。そのため、
水酸化イオンが残り、アルカリ性の水ができる。そのアルカリ性のミネラル・ウｵーター
は体に良いとうたわれている。具体的には、慢性の下痢、消化不良、胃酸過多、
等である。これは、あくまで業者のうたい文句で、医者が主張するものではなさそうだ。

５．キーワード：
コロイド粒子のサイズ、汚染物のサイズ、浄水器の穴のサイズ、等々。
ナノ・テクの世界だ。
６．健康飲料水：
健康によいと言われている市販の水の効能について調べてみた。何が、何処が良い
のか。答え：ｐＨが１０に近いアルカリ性であること、ＫとＭｇの少ない軟水であること、
水の粒子、クラスターが小さく浸透性がよいこと、すると痛風、便秘、糖尿によいとか。

７．参考文献：
１．平澤猛男、「水のふしぎ発見」、山海堂
２．小出力、「物理化学」、しょうか房
３．三島、増満、「水の科学」、ナツメ社



　佐鳴湖の水質汚濁９
3月23日 ｐ１２

（浜名湖の北東にある佐浜湖の水のチンダル現象）

写真１：浜名湖の水の外観 写真２：浜名湖の水のレーザー光散乱

　　写真３：コーヒー・フィルターで2回、ろ過 写真４：念のため、水道水のレーザ散乱

浜名湖の水の外観：深さ８ｃｍで見ると、非常にうすい緑色をしている。透明度はよい。
図１参照。真横からレーザー光を当てて見ると、薄いレーザー光散乱が見える。
次に、コーヒー・フィルターで２回、ろ過してみた。ろ過した紙はきれいだ。ろ過する
時間も短い。フィルターで目詰まりしないことを示す。つまり、コロイド粒子は小さく、
コーヒー・フィルターの穴のサイズより、小さい。そのため、素通りしてしまう。
写真２と写真３との、レーザー散乱の違いが無いことより分かる。写真４は、念のため、
水道水のレーザー光散乱を見たものだ。チンダル現象が見られないことが分かる。

結論：浜名湖の水の透明度は、比較的、良好である。ほんの少しだけ、うす緑色に
染まっているが、ろ紙への通過状態は、すこぶるよい。ろ紙を通過する、小さな
コロイド粒子が少量、認められる。以上のことが判明した。（３月２３日）
所で、佐浜湖は舘山寺に行く途中にある。今切れからは相当奥に位置する。それでも、
透明度は非常に良い。釣った魚も安心して食べれそうである。

続・健康飲料水：
健康に良い水は、１．アルカリ性、２．軟水、３．水の粒が小さく、浸透性が良い、等の
条件が必要だ。具体的にいえば、例えば、アルカリ性が高いと、尿酸が良く溶ける。
従って、痛風によい。軟水とは、カルシュームやマグネシュームが少ない。そのため、
腎臓結石、等ができない。水の粒、クラスターは、水道水が１４０Ｈｚなのに対し、
健康水は、５０Ｈｚである。浸透性が高く、水の効果が高くなる。料理も美味しくなる。
その他、糖尿にも良い、骨を丈夫にする、抗酸化力が強く免疫力を高める、とか。



佐鳴湖の水質汚濁１０
3月25日 ｐ１３

（静大工学部の研究概観）

静大工学部では、数年前から、システム工学科、環境部会、等、数名の教官の
研究室で、佐鳴湖浄化のためのプロジェクトを展開し、詳細な研究をすすめてきた。
研究者は、教員、職員、学生、数１０名だ。データの蓄積も凄い。概観してみよう。

１．戸田、前田、松田、３教官の話：
静大工学部の佐鳴湖浄化プロジェクトは2年前、平成１6年度から、佐鳴湖の水質調査
および、汚濁メカニズムの解明をすすめてきた。全国の湖沼に比べて生活排水、等に
よるリンが高い。上流域の畑の肥料から窒素が流れ込んでいる。支流のＣＯＤは低いが
佐鳴湖のＣＯＤは非常に高い。上流から窒素、下流からリンが流れ込み、植物プランクトン
が繁殖しているためだ。ＣＯＤを半減すれば、泳げる佐鳴湖を取り戻すことができる。
佐鳴湖が汚れる原因の１つは、流れる水量が少ないことだ。水が濁り、植物プランクトン
が増える訳である。他にも溶存態有機物が汚れ、濁りの原因である。行政は下水整備
を急ぐ必要がある。佐鳴湖は水質汚染ではなく汚濁である。市民が関心を持ち、事業者
農業者、らと、総合的に取り組む必要性がある。

２．阿部茂晴君の研究報告（平成１５年３月）
静大工学部は平成１5年１１月に、佐鳴湖浄化プロジェクトを立ち上げた。静岡県も
佐鳴湖浄化対策専門委員会を立ち上げ、浄化に取り組んでいる。
まず、佐鳴湖の汚れの原因は、生活排水と畑にまく農薬からくる窒素やリンである。
そのため、藻類が繁殖して佐鳴湖は汚れて濁るのだ。また、水の逆流による汚染物の
下流からの流入も問題だ。結論をいえば、生活排水のほか、宇布見橋上流の汚染源下流からの流入も問題だ。結論をいえば、生活排水のほか、宇布見橋上流の汚染源
養鶏所、養魚場、からの汚染物質の流入も問題だ。汚染物質は植物プランクトンで
ある。その増殖を抑えるメカを定量的に解明する必要性がある。

３．平成16年９月の水質検査：
教官、職員、14名、学生２１名、合計35名で佐鳴湖、および、周辺の水質検査を
実施した。何を測定したのか。化学的酸素要求量ＣＯＤ，リン、窒素、有機炭素、
クロロフィル、Ｎａ，Ｍｇ，Ｆｅ，等の金属イオン、等を測定した。その模様は、拓希橋
でよく見かける。結果は公開シンポジュームで公開される。

４．伊藤啓君の研究報告：
テーマは「佐鳴湖における汚濁メカニズムの研究」である。１・上流域の湧水からの
汚染物質、植物プランクトンの増殖制限、湖底からの汚染物の溶出メカ、下流域の
水質の挙動、溶存態有機物の中身、等を解明する。結論：上流の植物プランクトン
は少ない。石けん、洗剤の影響はさほどではない、等々。

５．対策：
一言でいえば、下水を完備すること。水の流れを良くすること。農薬をまかないこと。
できなければ、強制的に植物プランクトンをろ過して除去するほかは無い。
まず、１つでもよい。ろ過装置をつけ、水遊び場をつくり、市民の憩いの場を
提供したい。佐鳴湖浄化対策と市民の健康志向を満たす、一石２鳥のアイデアだ。

６．独自提案：あおこフィシング公園・アンド・あおこフィシングバンク計画
子供・市民を総動員して、大型のコーヒー・フィルターで佐鳴湖の汚れ・あおこを
すくい上げてもらい、その場で、自分がすくい上げた汚れを、顕微鏡観察、大型
スクリ－ン観察・記録していただく。教育効果も期待できる。すくい上げた汚れ・あおこ
の量を記録し、バンクの通帳に記録する。その通帳を、さまざまな形で活用する。

７．水遊び場の建設計画：
ついでに、ろ過した、きれいな水で、水遊び場をつくり、子供・親子で遊んでもらう。
市民の佐鳴湖に対する関心を高める効果が期待できる。癒しの効果で心の健康にも
よい。遊んで、学んで、健康的で、親子の絆を高め、佐鳴湖浄化に役立つ、一石五鳥だ。



　佐鳴湖水質汚濁１１
3月26日 （レーザー光、および、散乱光の偏光特性） ｐ１４

写真１：レーザー散乱光、 大強度 写真２：レーザー散乱光、 低強度

写真３： 大強度光の偏光特性 写真４： 低強度光の偏光特性

レーザー光は偏光している。そのため、レーザー光源のペンの回転角を90度回転
させると、偏光の方向が９０度回転する。
写真１はレーザー光源の偏光が視線方向に直角で、散乱光は 高に強い。写真２は
90度回転させたもので、光源の振動方向は視線方向で、散乱光は 低強度である。
実験では、写真１のように、 大強度となるようペンの回転角を調節することが
大切だ。散乱光が弱いところで実験をやると、測定感度が下がるからである。

まず、偏光膜を１ｃｍ幅で切る。次に、偏光方向が９０度、異なる偏光膜も１ｃｍ
幅で切る。それらを順序よく並べ、偏光膜のない１ｃｍ幅の窓も加えて、工夫を
こらした、１０ｃｍ角の偏光測定器を作る。写真３と写真４を参照すれば分かる。

写真３は、偏光方向が直交する偏光膜を順々に並べ、偏光膜なしの窓も並べた
ものである。隣あわせで90度偏光方向が異なる偏光膜を通過する光の強度変化に
大きな違いが見られ、その強度比から、偏光度は約１００パーセントであることが
分かる。
写真４は、同様に考えて、隣りあわせの偏光膜の光強度に、強弱の変化がないので
強度比は１であり、偏光していないことが分かる。偏光度は０パーセントだ。

結論：
レーザー光源のペンを回転させて、 大強度の散乱光が見えるように調節する。
その時、散乱光（コロイド粒子によるミー散乱による）は強く偏光している。ただし、
光源が視線方向に直角方向に偏光していることも忘れないで下さい（写真３）。
散乱光の強度が 低に弱くなるよう、レーザー光源のペンを配置したときは、
散乱光は偏光していないことが分かる（写真４）。



佐鳴湖水質汚濁１２
3月26日 ｐ１５

（続・レーザー光源、散乱光の偏光特性）

写真１：光源の偏光方向が水平 写真２：光源の偏光方向が垂直の場合

まず、レーザー光線がガラス・コップに入射する前に円偏光フィルターを置いて
偏光光源を円偏光、つまりは、自然光に変える。すると、入射光が自然光である
場合の散乱光の観察ができる。設置してある円偏光フィルターを目で確認して
下さい。

写真１と写真２は、レーザー光源のペンを９０度角度の異なる場合を示す。前ページ
では、散乱光の強度に、大きな違いが見られたが、今回、入射光を自然光に変換したでは、散乱光の強度に、大きな違いが見られたが、今回、入射光を自然光に変換した
場合は、写真１の場合も、写真２の場合でも、同じ強さの散乱光が見られることが
分かる。

写真１と写真２は：
円偏光フィルターを通過させた光源（円偏光・自然光）に対する散乱光を調べたもので
両者、ともに隣り合わせの角度が直交した偏光膜からの散乱光の強度に、おおきな
強弱の違いが見られる。散乱光は、強く偏光していることが分かる。
このように、コロイド粒子による、ミー散乱光は強く偏光していることが判明した。

一部の学者は、レイリー散乱は偏光特性を持つが、ミー散乱は偏光特性を持たない。
そこで、偏光特性からレイリー散乱とミー散乱の違いが区別できると考えている。
大きな間違いであることが分かる。
レイリー散乱は、光の波長より小さな粒子である、原子・分子、等による散乱である。
ミー散乱は、小さなコロイド粒子で、かつ、光の波長程度に大きな粒子による散乱
である。理論的に考えると、光の波長か、それ以上の大きな粒子によるミー散乱
に偏光特性があるとは考えにくい。しかし、写真１や写真２を見る限り、ミー散乱光
は強く偏光している。偏光特性からは、レイリー散乱とミー散乱の区別はつかない
ことが分かる。

ミー散乱が繰り返される、多重散乱は、偏光特性が崩れてなくなる。光の波長より
遥かに大きな粒子による散乱は、もはや、固体表面による反射と同じことである。
反射角は、各粒子でバラバラであり、偏光特性は失なわれる。

青空からは、ある角度の場合、散乱光は偏光している。白い雲に散乱される光は
偏光していない。多重散乱か大粒子散乱によると考えられる。しかし、光の波長
程度の微粒子からは、偏光散乱がくることになる。その点を間違えないように
考慮しなければならない。

ところで、ミー散乱を起こさせるサンプル液は、緑茶をコーヒー・フィルターで１回
こして、大きな粒子を取り除いたものを使用した。ミー散乱が起きる現象を
研究者の名前をとり、チンダル現象と呼ぶ。



佐鳴湖水質汚濁１３
3月27日 ｐ１６

（佐鳴湖浄化・行政の取り組み・概観）

佐鳴湖浄化の担当官庁は、市の環境保全課と県の土木事務所である。
担当者に取材し、資料集めをしてきました。組織は、以下のものがある。

１．清流ルネッサンスⅡ佐鳴湖地域協議会、これは国土交通省の採択により
できたもの。行動計画を作成し、下水道整備、植生浄化施設、汚泥の浚渫、リン
除去、等を実施している。事務局は、県・土木で国の機関である。約１０頁の報告書
を作成している。資料の閲覧、入手可能である。

２．戦略課題研究会、なるものがある。５大学、５公的機関で構成されている。
市民は参加できそうにない。 近の３月１４日、研究成果が報告された。研究成果
はインターネットでも入手できる。佐鳴ネットワーク会議にも参加している。
研究統括者はヤマハ発動機の芥川知孝氏である。

３．佐鳴湖ネットワーク会議、市民団体、大学、企業、等、４８団体が参加、個人も
参加できる。事務局は、市の環境保全課である。活動は、ゴミ拾い、ヨシ刈り、
コンサート、等。活動内容は、会議だより、で報告されている。市民が、自由に参加
できるのは、この会議だけであろうか。

佐鳴湖汚染概論：既に言い尽くされている。生活排水、農地からの肥料、湖底汚泥
から出るリン、等々。水流の悪さに汚染物の逆流。湖内でのプランクトンの繁殖。

対策は３つ：佐鳴湖をきれいにするための対策は３つしかない。汚れの原因をたたく。
汚れを流し去る。汚れ、そのものを、ろ過したり吸着したりして除去する。
市民が、直接できるのは、汚れを直接、除去することでしょうか。静観する手もあるが。

除去成果：１０年対策を施しても、大きな成果は上がっていない。COD、等、横ばい
で、全国ワースト１である。ここ数１０年、宅地開発で水田が激減した。そのため、
水の流れが減少した。CODは、いくら頑張っても横ばいだ。さしたる効果なし。

ビックリする数値：佐鳴湖東岸にできた接触酸化水路は、1日１万立米の水を処理
しているそうだ。実に、１日あたり、２５ｍプール３０杯分だ。佐鳴湖全部の水の処理
も簡単な筈である。240日で全ての水が綺麗になる。効果のほどは聞いたことがない。
もう１つ、ビックリする数値がある。佐鳴湖は1日、１８トンの炭素を固定しているそうだ。

食物連鎖：これには、生食連鎖と腐食連鎖の２種類がある。湖の汚れの成分、リン
や窒素を食べて、植物プランクトンが増殖する。それを動物プランクトンが食べる。
それを小魚が食べる。それを大型の魚が食べる。それを人間が食べる。
腐食連鎖は、植物プランクトン、動物プランクトン、等の死骸が発生する。それを
バクテリアが食べて分解する。バクテリアをプランクトンが食べて、生食連鎖に移る。
佐鳴湖の汚れ、濁り、の原因である植物プランクトン、等、いきいきと生活している。

独自意見：ここ数１０年、行政や大学が巨額予算を使い、頭脳を活用しても、佐鳴湖
の汚れ、濁りは、一向に、改善されないでいる。これ一体何なの。
下水整備、等は、行政に頼むしかない。研究は、大学や研究機関に任せるしかない。
市民にできることは、行政に協力することと、自主的に、生活排水を減らす、佐鳴湖
の清掃をする、佐鳴湖清浄化機関に参加して協力する、等であろうか。
いな、直接、佐鳴湖の汚れを除去する方法もある。汚れのサイズより、小さい穴を
もつフィルターで、濁りの原因物質を除去すればよい。問題は、除去できる量であるが、
人海戦術で市民が力を合わせる方法もある。子供にやらせると教育効果バツグンだ。
逆転の発想で、佐鳴湖を植物プランクトンの宝庫にして、世界一の炭素固定湖に
してもよい。地球温暖化防止に協力できる。生食連鎖の餌が大量にでき有益である。
1日、１８トンもの炭素が固定できれば、大きな森林植林に相当する。湖の森林だ。



佐鳴湖の水質汚濁１４
3月31日 ｐ１７

（佐鳴湖の水の汚れをろ過してレーザー光の散乱を見る）

写真：佐鳴湖の水のレーザー散乱光 写真：ろ過した水のレーザー散乱光

左の写真は、佐鳴湖の水のレーザー散乱光を、縦、横方向の偏光フィルターを
通して見たもの。丸印は偏光フィルターなしである。左から右のかけて、３ケ所の
レーザー光が偏光しているか測定できる。答えは、明暗差が大きいので１００％

偏光していることが分かる。

写真：コーヒー・フィルターで、ろ過したときの、佐鳴湖の汚れ、かつ、ろ紙の汚れ

色はうす緑である。植物プランクトンであることが分かる。動物プランクトンに食べられ
、その動物プランクトンを小魚が食べ、大型魚が食べ、ウナギが食べ、人間が食べる。
単なる汚れではない。有益な面もある。その上、光合成で、空気中の炭酸ガスを
食べて、固定してくれる。地球温暖化から、地球を救う恩人でもある。



佐鳴湖の水質汚濁１５
4月2日 ｐ１８

（サイズの勉強：原子、分子、コロイド、顕微鏡、浄水器、活性炭、等々）

１．サイズの単位：

１ｃｍ、１ｍ、１オングストローム＝１０
－８

ｃｍ、１ナノ＝１０
－９

ｍ＝１０
－７

ｃｍ、

１ミクロン＝１０
－６

ｍ＝１０
－４

ｃｍ＝１０００ナノ

２．原子、分子のサイズ：
１番軽い原子の水素が１オングストローム、０．１ナノ、である。大きな原子は１ナノ
分子は１ナノから１０ナノ、

３．コロイド粒子のサイズ：
１ナノ、１０ナノ、１００ナノ、１００ナノ以上、等、２桁の余、桁が異なる。

４．光の波長：
青は４００ナノ、赤は８００ナノ、赤は青の２倍大きい。０．４ミクロンから０．８ミクロンだ。

５．顕微鏡の限界サイズ：
普通の顕微鏡の分解能は０．２ミクロン。紫外線の波長だ。限外顕微鏡では４ナノだ。

６．雲粒のサイズ：
いろいろだが、１ミクロンから１０ミクロン、それ以上だ。全ての光の波長より大きい
ので、全ての光を散乱する。そのため、雲粒の色は白い。ミー散乱だ。

７．活性炭の隙間や穴のサイズ：
１ナノから１０ナノ。このサイズだと、大気汚染物のＳＯｘ、ＮＯｘ、等を吸着する。
水質汚濁の小さなコロイド粒子も吸着する。１ミクロンの大きなサイズもあるか。

８．フィルターのサイズ：
０．０２５ミクロン。これは紫外線の波長の１０分の１だ。ミー散乱かレイリー散乱する
粒子のサイズである。水の、ろ過時間で、穴のサイズが４種類ある。

９．浄水器のフィルターのサイズ：
活性炭と中空糸の２重構造をしている。中空糸の穴は１００ナノだ。

１０．腎臓の糸球体のサイズ：
７０ナノから８０ナノの穴が開いている。それより小さな粒子は、尿に混ざり、流れる。

１１．大気汚染物のサイズ：
ＳＯｘ、ＮＯｘ、等、１ナノから１０ナノの間で、小さな粒子である。

１２．水質汚濁のサイズ：
いわゆる、コロイド粒子と言われるサイズで、１ナノ、１０ナノ、１００ナノ、１００ナノ以上
、等、サイズに幅がある。具体的には、生活排水の石けん、洗剤、米のとぎ汁、等々。
いろいろな金属分子、水酸化銅、水酸化鉄、等々。

１３．チンダル現象のサイズ：
空が青いのも、一種のチンダル現象だ。雲間からもれる光の筋は空気中のチリ、埃
雲粒によるミー散乱で、チンダル現象だ。コロイド粒子が光を散乱して、光の筋道が
光るのもチンダル現象だ。光の波長の１０分の１以下の粒子による散乱はレイリー
散乱で、光の波長の１０分の１以上の粒子による散乱は、ミー散乱だ。光の１０倍
以上の粒子による散乱は、幾何光学的散乱だ。いずれにせよ、光の通路が散乱光
で光る現象をチンダル現象と言う。



　佐鳴湖の水質汚濁１６
4月4日 ｐ１９

（佐鳴湖の炭酸ガス固定と炭酸ガスの世界旅）
説明：炭素の固定とは、植物が水と炭酸ガスを吸収して、光合成で葉緑素を作り、

ガスを固体に変換することを指す。すると、大気中の炭酸ガスは、その分減少する。

１部： 炭酸ガスの固定に関する基本データ：
１．佐鳴湖の植物プランクトンの炭素固定は、１日あたり１８トンだそうである。
　　すると、1年あたり、１ｋｍ平方あたり５５００トンの炭素の固定になる。
２．熱帯林・スギ林の炭酸ガス固定量は、１年、１ヘクタールあたり100トンだそうである。
　　１ヘクタールで炭酸ガス１００トンなら、１ｋｍ平方あたりでは、炭素２７００トンになる。
３．人間活動の炭素の排出量は、１年あたり５５億トンだそうである。
　　炭素の排出量が５５億トンであれば、炭酸ガスの排出量は、３．７倍の２００億トンだ。
４．１ヘクタールは0.01平方キロメーターである。１アールは１０ｍ平方、１００平米だ。
５．炭素は原子量が１２である。酸素の原子量は１６である。炭酸ガスは、炭素に
酸素原子が２つ、くっついて、ＣＯ２の分子量は４４、重さはＣの３．７倍になる。
そこで、炭素の固定と、炭酸ガスの固定では、３．７倍の違いが出る。要注意だ。

２部： 以上のデータから、次の量を計算する：
１．地球表面積の３分の２は海である。陸地は３分の１である。森林は、陸地の３分の１
とすると、森林の面積は、地球表面積の約１０分の１となる。
２．地球の森林の面積を、地球表面の１０分の１とすると、炭酸ガスの固定量は、
１年あたりに換算すると、森林は、５０００億トンの炭酸ガスを吸収し、固定する。
炭酸ガス５０００億トンは、炭素に換算すると、１４００億トンとなる。
コメント：
地球の１０分の１の面積が森林であれば、人間活動が排出する炭素５５億トンで地球の１０分の１の面積が森林であれば、人間活動が排出する炭素５５億トンで
森林が１４００億トンを吸収し、固定してくれる。炭酸ガスによる地球温暖化は
充分、防止できる計算になる。今後、より詳細なデータを出す必要がありそうだ。

３部： 佐鳴湖の炭酸ガスの固定を計算してみる：
１．佐鳴湖の面積は、縦２ｋｍ、横０．６ｋｍをかけて、１．２平方キロメーターである。
２．佐鳴湖は、１日あたり、１平方キロメーターあたり、１５トンの炭素を固定する。
３．森林は、１日あたり、１平方キロメーターあたり７．４トンの炭素を固定する。
コメント：
すると、佐鳴湖は、同面積につき、森林の２倍も炭酸ガスの固定に貢献する訳だ。
これは、予想外の数字である。当然、今後、より詳細なデータの算出が必要だ。
佐鳴湖の面積は１．２ヘクタールであるが、炭素の固定に関しては、２倍の面積
２．４ヘクタールの森林を植生したのと、同じ効果を生むことになる。佐鳴湖の汚れ
は、予想外に地球温暖化防止の役目を果たしていることが分かる。これは大変だ。
佐鳴湖には、汚濁が魚の餌となり、高値で売れる、うなぎになる利点も合わせ持つ。
みんなで、詳細なデータを算出する必要がありそうだ。

　　　（炭酸ガスの世界旅）
１部： 炭酸ガスの吸収：

１．炭酸ガスは、植物に吸収されて、光合成により、葉緑素、等、有機物に変換される。
２．野菜、植木、等の植物は、主に炭酸ガスと水、即ち、炭素、酸素、水素からできている。
３．動物は、野菜、等の植物を食べて体に炭酸ガス、炭素を取り入れる。
４．人間も、動物と同じく、植物、動物を食べて、体の中に炭酸ガス、炭素を取り入れる。

２部： 炭酸ガスの放出：
１．人間、動物、植物、等、寿命が尽きると、燃やされて、水蒸気と炭酸ガスになる。
２．ガソリン、軽油、天然ガス、等の燃料は、燃やされて、水蒸気と炭酸ガスになる。
３．人間が燃やされて排出された炭酸ガスは、植物に吸収され、再度、人間になる。

３部： ４．すると、クレオパトラの体を形成していた炭酸ガスは、拡散して、やがて、みなさん
の体を形成する訳である。自分の体の炭素が、かっては、誰の体の炭素であったか
想像してみて下さい。一方、炭酸ガスは、サンゴに吸収され、炭酸カルシュームという
岩石になる。その巨大岩石は、大陸移動で持ち上げられて、世界の高山となる。



佐鳴湖浄化論と現状有効利用論
4月9日 ｐ２０

１部： 佐鳴湖浄化論：
はじめに：佐鳴湖の汚れの原因を取り除けば、佐鳴湖は浄化される。
佐鳴湖には、上流から家庭排水が流れ込み、また、農薬、等が入り込む。
水の逆流で、下流域の生活排水も流れ込む。水がよどんで、植物プランクトンが
佐鳴湖で自己増殖を続ける。水はけが悪く、汚れが逃げていかない。湖底に
ヘドロがたまり、汚れが湖に染み出る。

１．上流から流入する、汚れの原因物質、生活排水、農業肥料、等を減らす。
２．下流からの汚れの原因物質の逆流を、水門で阻止する。
３．１日、１万トンの水路の有効利用を考える。
４．湖底の汚泥除去、浚渫工事を実施する。
５．湖底の汚れの除去機能をもつ、シジミ、等の生殖を助ける。
６．雨水ます、等による佐鳴湖の水の流れを良くする。
７．独自提案：佐鳴湖を水深１ｍにすれば、水の流れが良くなり、浄化できる。
　　水深１ｍで佐鳴湖水中ウォーキング公園ができ、市民の憩いの場ができる。
９．独自提案：１日１万トンの、ろ過装置をつければ、浄化できる。
10．独自提案：逆流を増やせば、浜名湖と同じ水質になり、浄化される。
11．独自提案：市民総出であおこを釣り上げる公園を設置する。教育施設を
　　　併設する。佐鳴湖が浄化された後は魚の釣り公園に衣替えする。

２部： 現状有効利用論：
はじめに：植物プランクトンは森林の１０倍の炭素固定能力を持つ。その能力を

大限、有効利用する。地球温暖化防止への貢献、ベスト１を目指す。大限、有効利用する。地球温暖化防止への貢献、ベスト１を目指す。
また、植物プランクトンは生食連鎖の原材料になる。その利点を有効利用する。

１．独自提案：良質の藻類を増やし、世界一の炭酸ガス固定湖を目指す。
２．独自提案：良質の藻類を増やし、漁業資源となる餌を養殖、販売する。

３部： 考察：
逆も、また、真なり。押して駄目なら引いてみな、等、逆作戦を考える。

１．植物プランクトンが増えて、佐鳴湖の水質汚濁を増大させて困る。ならば、
　　植物プランクトンの炭素固定能力の利点を 大限、利用すればよい。
２．上流から富栄養素もリン、窒素が流れ込んで困る。ならば、それを光合成の原料
　　として 大限、利用すればよい。
３．下流からの逆流が困る。ならば、逆流を 大限、利用すればよい。
４．湖底を浚渫して、深くなり、水量が増え、流れが悪くなった。ならば、湖底を
　　浅くすればよい。

４部： 参考資料：
１．植物プランクトン、クロレラ、等、炭素固定能力は森林の約１０倍ある。
２．ヤマハ発動機は、良質の藻類の大量培養に成功した。
　　藻類の光合成のスピードは森林の約２０倍もある。凄いの一言に尽きる。
３．行政は、１日あたり１万トンの流れる水路を設置した。
４．藻類のサイズは数１０ミクロン、約１０ミクロンのろ過装置で除去できる。
５．佐鳴湖で水揚げされる、うなぎ、等、高値で売れるそうだ。うなぎ増殖施設を
　　作ればよい。生食連鎖の原料である、藻類の増殖をすればよい。
６．佐鳴湖は１日、 大１８トンの炭素を固定する。
７．コーヒー・フィルターのサイズは約１０ミクロン、それより、佐鳴湖の汚れは
　　大きいので、汚れを、ろ過できる。
以上の資料は、インターネットで見つけることができます。



佐鳴湖の水質汚濁１７
4月12日 ｐ２１

（世界全体、浜松市、佐鳴湖、の炭素固定と排出量）

1部： 世界全体の場合：ショッキング・レポート：
１．世界全体の炭素排出量は５５億トン、６０億トン、７０億トン、８０億トンのデータあり。
２．地球の表面積：地球半径６３５０ｋｍから、４πＲ２で計算する。５億平方ｋｍだ。
３．世界の森林面積：地球表面積の１０分の１だ。０．５億平方ｋｍである。
４．森林の炭素固定量：熱帯林で９９０トン毎平方ｋｍ年間、温帯林で５８０、亜寒帯
　　で３６０だ。その他にも異なるデータが見られる。要注意。
５．平均は温帯の５８０トン毎平方ｋｍ年間とする。森林面積をかければ地球の炭素
　　固定量が出る。２９０億トン毎年だ。炭酸ガス固定量は、３．７倍すればよい。
６．炭素排出量が８０億トン、固定量が２９０億トン年間、人類は、なな何と、炭素固定量
　　の２７％も破壊してしまったのだ。地球が狂う訳である。大変だ。

2部： 浜松市の場合：超ショッキング・レポート：
１．浜松市の面積は、縦７３ｋｍ、横５２ｋｍ、三角として、縦×横÷２．５で出ます。
　　答えは：１５００平方ｋｍです。
２．人口は：８２万人です。
３．炭素排出量は、世界全体で６２億トン年間とし、世界人口６２億人で割ると
　　一人あたり、１トン年間です。浜松人口８２万人をかけて、８２万トン年間です。
４．炭素固定量は、温帯林の５８０トン毎平方ｋｍ年間に、浜松面積１５００平方ｋｍ
　　をかけて、８７万トン年間だ。森林の割合を８０パーセントとすると、７０万トンだ。
５．浜松市は、炭素固定量が７０万トン、排出量が８２万トン、ななな何と炭素固定量
　　の１１７パーセントも破壊してしまったのだ。これは一大事だ。　　の１１７パーセントも破壊してしまったのだ。これは一大事だ。

３部： 佐鳴湖の場合：
１．佐鳴湖の面積は、縦２ｋｍ、横０．６ｋｍ、かけると面積がでる。１．２平方ｋｍだ。
２．佐鳴湖の炭素固定量は、１日 大１８トンだ。話半分として、平均は９トンか。
年間量は１年の３６５日をかけて、６６００トン年間である。
３．佐鳴湖を森林にすると、炭素固定量は、５８０トン平方ｋｍ年間に面積をかけて、
７００トン年間になる。
４．佐鳴湖は、炭素固定量で考えると、森林、何個分になるか。正解は、６６００トン
を７００トンで割ると、９．４個分になる。話半分でも、約５個分になる。
研究をすすめれば、この値は、さらに大きくなり、世界一にもできる。

４部： 炭素排出量の詳細分類：
１．地球全体の、炭素排出量は５５億トン年間とか、６０億トン、７０億トン、８０億トン
　　の数字がでている。
２．石油、ガソリン、等の化石燃料による、炭素排出量は、６３億トン年間だ。
３．森林が消失するために増大する炭素排出量は１６億トン年間だ。
４．人間、６０億人の呼吸で出る、炭素排出量は２億トン年間である。
５．その他、ニュージーランドの羊のゲップ、等、いろいろ問題がある。
６．それらの合計は８１億トン年間となる。詳細なデータを出せば、更に増える
　　可能性がある。

５部： 佐鳴湖浄化の夢：世界一の炭素固定湖の夢：
１．佐鳴湖浄化に、市民の喜びを上乗せする夢を考えると、佐鳴湖を深さ１ｍから
　　１．２ｍにすると、水中ウォーキングが可能となる。すると佐鳴湖渡りもできる。
　　佐鳴湖ウォーキング渡りの大会も開催できる。国際大会も開催できる。
　　すると、浜松市の経済も潤う。国際資本も投入され、佐鳴湖は、クリーン度、
　　世界一になれる。ギネスにも登録できる。
２．発想の逆転で、佐鳴湖に良質の藻類を増殖し、世界一の炭素固定湖として
　　地球温暖化防止に役立てる。藻類を魚の餌、人間の捕食としても活用する。
　　良質の藻類を育てる水槽公園を作る。ヤマハ発動機の協力を求めるとよい。　
　



佐鳴湖の水質汚濁１８
4月13日 ｐ２２

　（コーヒー・フィルターのサイズの測定）

はじめに：
佐鳴湖の水は、コーヒー・フィルターで簡単に透明になり、浄化される。では、
コーヒー・フィルターのサイズと構造は、どうなっているか調べてみよう。

１．マイクロ・メーターによるサイズの測定：
マイクロメーターは、１目盛、１０ミクロン、目測で１ミクロンが測定できる。コーヒー
フィルターの厚みを測定する。１００ミクロンだ。次に、フィルターをちぎり、１本の
ケバ、セルロース繊維の太さを測定してみる。約１０ミクロンだ。即ち、コーヒー
フィルターは、１０ミクロンの繊維が、１０層に重ねられて織り込んだ構造をしている。
ろ過するフィルターのサイズも１０ミクロンと考えてよい。１０ミクロンより大きな粒子
は、除去できることになる。

２．顕微鏡によるサイズの測定：
まず、対物マイクロメーターを見る。１目盛が１０ミクロン、目測で１ミクロンが測定できる。
コーヒーフィルターの材料である、セルロース繊維のサイズ、直径を測定する。やはり、
約１０ミクロンである。１０ミクロンは肉眼で見ることのできる 小限界である。１ミクロン
は肉眼では見ることができない。顕微鏡では、１ミクロンは良く見える。
空気中に浮かんで見えるチリ、ほこりは、約１０ミクロンであることが分かる。

３．藻類のサイズ：
珪藻のサイズは２０ミクロン、アオミドロのサイズも、２０ミクロン、三日月藻のサイズは
やはり、２０ミクロンと考えて良い。勲章藻は２０ミクロンから４０ミクロンか。やはり、２０ミクロンと考えて良い。勲章藻は２０ミクロンから４０ミクロンか。
いずれも、コーヒーフィルターのサイズより大きい。フィルターでろ過されることが分かる。

４．ミジンコの仲間のサイズ：
ミジンコや仲間のサイズは約５００ミクロンである。植物プランクトンより、１桁大きい。

５．結論：
マイクロメーターや顕微鏡の測定から、コーヒーフィルターは１０ミクロンの太さの
セルロース繊維が１０層の厚さに織り込まれた構造をしていることが分かる。珪藻、
ミドリモ、三日月藻、勲章藻、等、１０ミクロンより、大きいので、コーヒーフィルターで
簡単に、ろ過され、除去されることが明らかになった。

６．佐鳴湖浄化論：
佐鳴湖の汚れの大半は、うすみどり色をした、植物プランクトンである。サイズは
２０ミクロンより大きい。一方、コーヒーフィルターのろ過する穴のサイズは、
約１０ミクロンと考えて良い。佐鳴湖の汚れは、コーヒーフィルターで大半、ろ過され
水は透明になり、浄化されることが分かる。問題は、佐鳴湖の水量だ。
しかし、佐鳴湖には、１日１万トンの水を流す水路が完成している。コーヒーフィルター
程度のフィルターで、簡単に浄化できるはずである。

７．佐鳴湖の水遊び場公園：
佐鳴湖の水は、ろ過すれば簡単に透明になり、浄化される。そこで、一部であれ、
水遊び場公園を作り、市民の憩いの場を増やしたいものだ。ろ過装置の学習も
できる。家庭の浄水器やアルカリイオン水、等の学習もさせると良い。

８．環境学習公園：
佐鳴湖の水の浄化も必要である。一方、藻は、生食連鎖の元であり、人類の食料
の源でもある。佐鳴湖は、藻類の原料となる、リンや窒素が豊富に流入する。
流入する間は、 大限有効利用すべきである。絶好の環境学習のチャンスである。
藻類、植物プランクトンの学習公園を設置すべきである。



佐鳴湖の水質汚濁１９
4月14日 「　開けてビックリ玉手箱　」 ｐ２３

（佐鳴湖の汚水培養、および、生活排水培養）

写真１：腐って白濁した佐鳴湖水 写真２：白濁した佐鳴湖水を１回ろ過

（開けてビックリ玉手箱）：ゆば、酒かす、白濁り水、酢酸、

１部： 佐鳴湖の水を、２Ｌのペットボトルに入れて、太陽光にさらす。予想では、あおこが
繁殖して、うす緑色の佐鳴湖水が濃い緑色になる筈であった。しかし、佐鳴湖水は
腐り、そして、白濁して、大きな沈殿物ができた。また、湯葉の如き、白い膜ができた。
臭いは酢酸のような、酢っぱい臭いがした。全く予想外の実験結果に驚いた。
写真１を参照していただくと、白濁し、多くの汚れ粒子が、レーザー光を強く散乱する写真１を参照していただくと、白濁し、多くの汚れ粒子が、レーザー光を強く散乱する
様子が見える。悪臭はしなかった。米のとぎ汁が発酵したみたいだ。
レーザー光は、佐鳴湖水の汚れで散乱し、白濁が強く、多重散乱も多いと思われる。
その白濁した佐鳴湖水をコーヒーフィルターでろ過すると、写真２に見られるように
レーザー光の散乱光が弱まる。コーヒーフィルターのサイズ、１０ミクロンより大きな
粒子ができたことを示す。また、コーヒーフィルターを突き抜ける、小さな粒子も
多く含んでいることも示している。おそらく、酢酸、等の高分子不純物が多くできた
ものと思われる。今後も、追跡調査して行きたい。

（開けてビックリ玉手箱）：透明水、藻の死骸見当たらず、

写真３：屋外に放置した佐鳴湖水 写真４：佐鳴湖水を、ろ過したもの

２部： 佐鳴湖水を、屋外に１ケ月程度放置したら、何もしないのに佐鳴湖水は透明になった。
佐鳴湖水は、太陽光と炭酸ガスを吸収して藻類が培養され、濃い緑色になる筈だった。
写真３を参照して下さい。写真４は、ろ過したもの。写真３と大差なし。１０ミクロンより
大きな粒子は消滅したことを示す。全く予想外で驚いた。理由も不明で、謎である。
開けてビックリ玉手箱、佐鳴湖汚濁水が、何もしないでいると、突如透明水に変身した。
今後も追跡調査して行きたい。



佐鳴湖の水質汚濁２０
4月15日 ｐ２４

（マイクロフィルターとウルトラフィルターの特性）
「ろ過器メーカーと、 新式フィルターを導入したスポーツクラブを取材してきました。」

１部： マイクロフィルターでプールの水が飲める：
水道で供給される飲料水は、時として、鉄さび、かび臭さ、藻類の混入、発ガン物質の
トリハロメタン、等を含む。そこで、家庭用浄水器が必要になる。
家庭用浄水器、等、活性炭や０．１ミクロンから１ミクロン程度の粒子を、ろ過する
中空糸膜からできている。０．１ミクロンは１００ナノである。多くの有機物は、サイズが
１ミクロン以上である。一部、有害な分子で１ミクロン以下の粒子も含む。しかし、
０．１ミクロン、即ち、１００ナノのフィルターを通すと、発ガン物質も一部、ろ過されると
言われる。
プールの水は、もともと、飲料水である水道水か地下水である。有害重金属、等
無いと考えられる。そこに、プールで泳ぐ人間の体から出る有機物で白濁しても、
そのサイズは、多くは１マイクロ以上であり、マイクロフィルターで、ろ過できる。
そのため、プールで白く濁った水もマイクロフィルターで、ろ過すれば飲むことができる。
事実、スポーツクラブの支配人は、プールの水を飲んで、プールのきれいさをアッピール
するパフォーマンスをする人もいるくらいだ。

スポーツクラブのパンフレットに記された宣伝文句：
０．０３ミクロン、即ち、３０ナノの細菌まで、ろ過して除去する中空糸膜フィルターで、
水の透明度が飛躍的にアップ。塩素による弊害もカットされ、子供にも安心です、と。

２部： ウルトラフィルターで佐鳴湖の水が飲める：海水の淡水化：２部： ウルトラフィルターで佐鳴湖の水が飲める：海水の淡水化：
浄水器には、マイクロフィルター浄水器と、電極を入れ電気で作るアルカリイオン水、
ウルトラフィルターで、如何なる細かい異物や有害物をも除去する浄水器があります。
ウルトラフィルターは、１万分の１ミクロン、即ち、０．１ナノの超小型サイズのフィルター
でいやな味、いやな臭いは無論、ウィルスや発ガン物質も完全に除去し安全な水を
作り出します。海水の淡水化すらできる、完璧な、ろ過装置です。
ちなみに市販されているウルトラフィルター浄水器は、一例を挙げると、２９万円程度
で売られている。ランニングコストは年２万７千円程度だ。
このウルトラフィルター浄水器を用いれば、佐鳴湖の汚濁水も飲料水として、安全に
飲むことができるはずである。値段も２９万円であれば、手が届く範囲内だ。

３部： 浄水器メーカーの説明：
１．Ａ社の中空糸膜のポアサイズは、０．０３ミクロンから０．４ミクロンまである。
即ち、３０ナノから４００ナノまであり、用途により使い分けします。
２．Ｂ社は、鉛とトリハロメタンを強力に除去します。セラミックフィルターで
水に溶け込んだ鉛も除去し、活性炭で、カルキ臭やカビ臭、および、トリハロメタンまで
除去します。中空糸膜で０．１ミクロン以上の汚れ粒子、濁り、赤サビ、等を除去します。
３．Ｃ社の中空糸膜は、０．０１ミクロンから０．１ミクロン、即ち、１０ナノから１００ナノ
までの、微細な穴が、雑菌、赤サビ、等を除去します。イオン交換樹脂で鉛も除去
します。活性炭で、カルキの臭いやカビの臭いを除去します。また、トリハロメタン、
農薬、等も除去します。

４部： コメント：
以上、３社による説明書で、０．０３ミクロンから０．４ミクロンの会社、０．１ミクロン
の会社、０．０１ミクロンから０．１ミクロンの会社、等、数値が異なることに注目して
下さい。ウルトラフィルターは本質的に質が異なる膜を用い、フイルターサイズも、
０．０００１ミクロン、つまり、０．１ナノと桁が２つも３つも異なることに注目して下さい。
０．１ナノといえば、１オングストロームであり、一番軽い水素原子のサイズです。
ちょっと考えられない数字です。何事も、話半分、また、その半分くらいに考えた方
がよいかも知れません。文字通り信用すると、がっかりする場合があります。



佐鳴湖の水質汚濁２１
4月16日 ｐ２５

（炭素固定量、世界を駆け巡る大間違い）

１部： 「環境白書、炭素固定量」を検索して、新しいデータを取り出す：
地球の炭素固定量は、６２億トンである。人口６２億人でわると、一人あたり、１トン年間
になる。国別１位は米国で、２２．４パーセントの１４億トンだ。人口２億とすると、１人
あたり、７トンだ。２位は中国で、１３．４パーセントの８．３億トンだ。人口を１０億とする
と、一人あたり、０．８３トンで、平均の１トン以下である。３位はロシアで、７．１パーセント
の４．５億トンだ。４位は日本で、４．９パーセントの３億トンである。人口１．２億人でわる
と、一人あたり、２．５トン年間である。これは大変な事になった。平均の１トンの、２．５倍
である。前回、浜松市は、炭素固定量の１１７パーセントを破壊している話をした。
地球は２９０億トンの炭素固定をして、はじめて、温暖な地球を何百年も続けてきた。
正常値を、６２億トン、率にして、２７パーセントも破壊してきたのだ。浜松市は、正常な
炭素固定量を１１７パーセントも破壊してきた。しかし、今回のデータで、日本人は平均の
１トンの２．５倍の炭素排出をしているので、１１７に２．５をかけて、実に、２９０パーセント
も破壊していることが分かる。日本人、浜松の市民は、地球温暖化に、非常に悪影響を
与えていることが分かる。反省、反省、反省だ。対策、急務だ。

２部： 「経済白書、炭素固定量」を検索して、新しいデータを探すと：
地球の炭素固定量は６兆トン強と記されている。ギョギョギョだ。何、この数字は、
６２億トンの実に１０００倍だ。桁が３つも違う。有り得ない話である。アンビリーバブル。
英語で示された数字を見てみる。６２００ミリオン・トンと記されている。６２億トンだ。
どうやら、英語のＭＥＴＲＩＣをキロと勘違いしたみたいである。誤訳だ。安心した。

３部： 「クロレラ、炭素固定量」を検索して、データを探す：
クロレラは人間の健康食品である。また、森林の１０倍もの炭素固定の能力を持つため、
地球温暖化から地球の健康体を取り戻すためにも役立つことが分かってきた。
佐鳴湖は森林の９．４倍もの炭素固定に役立つ可能性があることを計算で示した。
クロレラが森林の１０倍もの炭素固定の能力を持つ話は、佐鳴湖も、森林の１０倍の
炭素固定能力があっても不思議はない。要は、生かすか殺すかである。

４部： 「佐鳴湖、炭素固定」を検索してヤマハ発動機の資料を見つけた：
ヤマハ発動機は、ポンポンメーカーだ。しかし、環境への配慮や、船底につく海草、等
の関係で、藻類の研究も始めたらしい。良質の藻類の大量培養に成功した話が見つか
った。光合成のスピードが森林の１０倍から２０倍あるそうだ。ところが、ところが、さすが
企業だ。実験の成功を環境に役立てるのかと思いきや、健康食品として、販売を始めた
のだ。健康食品のサプリメントとして、１日２錠、月５０００円かかる。良質の藻類の大量
培養の技術、佐鳴湖に役立てて欲しいものだ。研究目的は、金儲けではない筈だが。

５部： 佐鳴湖浄化のための経費の試算にトライ：元データも紹介する：
スポーツクラブを取材して、次のデータが明らかになった。２５ｍプールの水は、１日２回
ろ過するそうだ。フィルターサイズは０．１ミクロンと考えてよい。０．０３ミクロン、つまり、
３０ナノのものもある。ランニングコストは、３年に１回、フィルターを交換するのに、
３３０万円かかるそうだ。１年で１１０万円になる。佐鳴湖の浄化には、１日、１万トン、
２５ｍプール３０杯分の、ろ過が必要だと仮定して、経費を試算してみる。すると、
１１０万円の１５倍、１６５０万円が必要だ。旧浜松市民の数の１０万人で割ると、一人
あたり１６５円の支出が必要である。これは、あくまで、単純計算である。佐鳴湖は
大きなゴミも流れてくる。ろ過するフィルターも２重、３重にする必要があり、その経費が
上乗せされる。佐鳴湖の浄化に必要なフィルターサイズは１０ミクロンで充分だ。
何故かといえば、佐鳴湖の汚れ、濁りの大半は、植物プランクトンの藻類であり、サイズ
は２０ミクロン以上であるから。フィルターサイズは０．１ミクロンの１００倍、荒くてもよい。
すると、フィルター交換のランニングコストは年１１０万円より、相当安くなる。
初期の設備費も１億か２億必要であろう。更に、詳細な試算が必要な事は言う迄もない。



佐鳴湖の水質汚濁２２
4月25日 ｐ２６

（掘留川水の超汚濁と佐鳴湖水の汚濁）

左列：堀留川の水サンプル 右列：佐鳴湖の水のサンプル

写真１：堀留川水の超汚濁 写真２：佐鳴湖水の汚濁

写真３：堀留川水、１枚のろ紙でろ過 写真４：佐鳴湖水、１枚のろ紙でろ過

写真５：堀留川水の偏光特性 写真６：佐鳴湖水の偏光特性

実験説明：３列目は向きが直交する短冊形の偏光フィルターを３点に配列したもの：
１．堀留川水のデータを左列に示す。佐鳴湖水のデータを右列に示す。
２．コーヒーフィルターでろ過したデータを２行目に示す。
３．写真の下側に偏光の向きを示した、短冊形の隣接直交する偏光フィルターを並べ
　　３ケ所の偏光度が目測できるデータを３列目に示した。丸印は偏光フィルターなし。
４．３列目のレーザー光源は円偏光フィルターで円偏光にした光源を用いてある。



佐鳴湖の水質汚濁２２（続）
4月25日 ｐ２７

（前ページのデータの説明）

１部： 堀留川水と佐鳴湖水の汚濁の比較：左右の写真の比較：
１．写真１と写真２を比べると、堀留川水は、汚濁がひどくレーザー光散乱が強い。
２．レーザー光散乱にまだら模様が見られる。大きな汚濁粒子が見られる。
３．写真３と写真４を比べると、コーヒーフィルターでろ過した場合、やはり、堀留川水の
　　汚濁は非常に強いことが分かる。堀留川の汚れが佐鳴湖に逆流する事が考えられる。
４．写真５を見ると、３観測点偏光観測から、偏光度は、ほぼ１００パーセントに近い
　　ことが分かる。

２部： 堀留川水の、ろ過効果と偏光特性を調べる：左列の写真を比較：
１．写真１と写真３を比べると、ろ過しても、なお、汚濁がひどく、強いレーザー散乱がある。
２．写真５を見る。３ケ所の偏光度を観察できる。強弱の変化が強く、偏光度はほぼ
　　１００パーセントに近い。これは、汚濁粒子が、光の波長の１０分の１以下で、小さい
　　ことが分かる。散乱の正体はレイリー散乱が強い。ミー散乱もあり得る。

３部： 佐鳴湖水の、ろ過効果と偏光特性：右列の写真の比較：
１．写真２と写真４を比べると、ろ過しても光強度が半分くらいなので、１０ミクロンより
　　小さい汚濁物質が有ると考えられる。
２．写真６は、レーザー光源が、円偏光フィルターで円偏光にしてあるため、強度が弱い。
そのため肉眼では光が確認できない。しかし、偏光特性は、写真５と同様と考えられる。

４部： 考察：結語：
１．堀留川の水は、佐鳴湖内の水よりも、はるかに汚れていることが分かる。１．堀留川の水は、佐鳴湖内の水よりも、はるかに汚れていることが分かる。
２．堀留川の水が、堀留川水門のところで、新川に合流している。そこから逆流して
　　佐鳴湖に汚れを運ぶことが推測される。
３．佐鳴湖の浄化の前に、堀留川の浄化が先決である。

市の環境保全課を再度、取材する

６月８日（日）、午前９時から１２時まで、入野の駐車場に集合し、一斉水質調査を
行うそうだ。市の環境保全課に取材し、詳細な資料を頂いてきた。
また、ｐＨ，ＣＯＤ，Ｐ、Ｎ、アンモニア、等、５種類の水質検査をするそうだ。
理科科学機器を販売する小西商店に、試薬の値段の調査も行った。

前回は、平成１８年、３月、６月、９月、１２月の４回、水質調査を実施し、詳細な
報告書を作成したそうだ。その資料を頂いてきた。
参加人員は大体、１００名だ。調査ケ所は１２０か１３０ケ所である。
試薬は５００人分、用意されている。値段は３７万円余りする。
堀留川は、特に汚れたデータが得られている。

小西商店は上島にある。５種類の試薬の値段を聞いてみた。１０個で１４７０円
各種類、値段は同じである。５種類、１セットの値段は７５０円、になる。



おいしい水、全国の名水
5月6日 ｐ２８

　　（飲料水の基本は、水道水である。比較しながら名水を考える。）

１部： 飲料水の基本は水道水である。水質検査は、基本検査が５１項目あるそうだ。
多すぎてすべては書けない。インターネットで資料を参照して下さい。
必須１０項目について記す。一般細菌、大腸菌、窒素、塩化物イオン、有機炭素
ｐＨ値、味、臭気、色度、濁度、等である。以下、具体的な数値を示す。

単位：１Ｌあたりのｍｇを示す。
水質項目 水道水の 美味しい水北海道名水鹿児島名水奥出雲の 奥飛騨の 下部温泉 鹿児島の

　　基準 　の基準  夢水気  温泉９９ 　　名水 　　名水 　の名水 財宝温泉
蒸発残留物５００以下 ２００以下
硬度 ３００以下 １００以下 26 1.7 28 16 28 4
過マンガン１０以下 ３以下
臭気度 異常無し ３以下
残留塩素 上限なし ０．４以下
ｐＨ値 7 8.2 9.9 8.5 7.8 8 8.9
値段２Ｌ ３００円 ３００円 ２５０円 ２００円 ４００円 ２００円

注：鹿児島・垂水の名水は、硬度が一際低く、超軟水である。

　　他にも、トリムの還元水がある。硬度６４、ｐＨ値は９．０だ。また、下部の源泉館の名水がある。
　　硬度は、少し高い、１４５だ。ｐＨ値は低く７．４である。浜松市の水道水の硬度は４７である。

（おすすめ指数）：
　硬度は低いほど柔らかくて良い。ｐＨ値は大きいほど良い。そこで硬度÷ｐＨ値で、おすすめ指数
を計算してみると。１番目は鹿児島の温泉水９９で指数は０．１７だ。２番目は鹿児島の財宝温泉水を計算してみると。１番目は鹿児島の温泉水９９で指数は０．１７だ。２番目は鹿児島の財宝温泉水
で指数は０．４５だ。３番目は奥飛騨の名水で、指数は２．１だ。４番目は、北海道の名水・愛水気で、
指数は３．２だ。５番目は、出雲の名水で、指数は３．３だ。６番目は下部の名水で、指数は３．５だ。
７番目はトリムの還元水で、指数は７．１だ。８番目は、下部・源泉館の名水で、指数は１９と高い。
むろん、選ぶのは自分の判断で自分の基準で選ぶべきである。値段は考え方次第である。

２部： （浄水器、整水器、活水器、アルカリイオン水、等々に惑わされるべからず）：
美味しい水、全国の名水は、軟水度やｐＨ値で、データが明確にされている。では、
浄水器で、残留塩素を無くし、カルシュームやマグネシュームを減らして軟水化し、
またアルカリ化して、好みの名水を作ればよい。データ化できない水質、例えば、
クラスター、活性化、病気に効果あり、とかに惑わされるべきではない。 後は、
自分自身で判断するほかはないが。

３部： （あやしげな説明文に注意）：
美味しい水、安全な水、健康に良い水を作るには、フィルター・サイズでろ過する
方法や電気力で、有害物質、また、水の味を悪くする物質を除けばよい。
そのためには、まず、各物質、各粒子のサイズと浄化器のサイズを知る必要がある。
浄化器のサイズには、いいとこ取りで、例えば、０．０３ミクロンから４ミクロンと書くべきを
０．０３ミクロンと書いて誤魔化す説明文も多く見られるので、注意が必要だ。

４部： （ろ過される粒子サイズとろ過されない粒子サイズ）：
浄水器の中空糸膜サイズ、０．１ミクロンでろ過される粒子を示す。
濁り、赤サビ、コレラ菌、チフス菌、緑濃菌、等は、ろ過される。０．０１ミクロンサイズの
ウィルス、アスベスト、等は、ろ過されない。０．００１ミクロンサイズのウィルス、
トリハロメタン、アルミイオン、等はろ過されない。０．０００１ミクロンサイズの、ヒ素、
各農薬、ダイオキシン、環境ホルモン、等は、ろ過されない。

５部： （逆浸透膜のサイズに注意せよ）：
逆浸透膜の０．０００１ミクロンサイズでは、水を除いて、ほとんど全ての混入微粒子が
ろ過される。しかし、実際は、０．０００１ミクロンサイズと謳われていても、０．０００１から
０．２ミクロンサイズのものもあるので、注意が必要だ。０．２ミクロンサイズでは、
浄水器のサイズより大きい。インチキ表示に惑わされるべからずである。
０．０００１ミクロンといえば、 小の水素原子サイズであり、顕微鏡でも見えない筈だ。



佐鳴湖浄化の原因と対策
5月8日 ｐ２９

（佐鳴湖汚濁の原因と対策を分類して詳しく述べる）

１部： 佐鳴湖汚濁の原因と対策を分類する：
原因１：上流からの生活排水、等によるリンＰや窒素Ｎの流入。定量化が必要。
　対策：下水道の完備半ば。リンの除去設備あり。しかし、年間の回収量のデータ、
　　　　　不明確だ。また、リンの除去量も不十分だ。容量不足。

原因２：逆流による、下流からのリンＰ、等の流入。
　対策：下流域の下水完備が不十分だ。堀留川の汚れはひどい。対策なしが現状だ。

原因３：湧水からの窒素Ｎ、等の流入
　　対策：水路を作って浄化する設備がなされていない。

原因４：湖内で増殖する植物プランクトン。汚濁の原因だ。異常繁殖すると、あおこに
　　　　　なる。プランクトン自身は高速で大気中の炭素を固定する。また、動物プランクトン
　　　　　や、ひいては魚の餌になり、人間の食料になる。貴重な存在だ。
　対策：良質プランクトンの放流や悪質プランクトンの除去プロジェクト対策なし
　　　　　接触酸化浄化対策あり。

原因５：湖低からのリンＰや窒素Ｎの溶出
　対策：湖底の一時的浚渫あり。しかし、定期的浚渫プロジェクトなし。
　　　　　シジミ対策あり。ただし、シジミ用の湖底環境作りのプロジェクトなし。
　　　　　シジミに限らず、うなぎ、その他の魚類の生息に適した湖底の環境作りも必要だ。
　　　　　アシや湿地に植生の対策がなされている。　　　　　アシや湿地に植生の対策がなされている。

その他：市民参加の、佐鳴湖汚濁物質である、植物プランクトンの採集、培養、
　　　　　除去等のプリジェクト、および、学習プロジェクトが欲しい。

２部： 佐鳴湖水の安全性に関するデータ：
１．誤って佐鳴湖水を飲んだ場合や、将来予期せぬ災害で、佐鳴湖の水を
飲料水にする必要が出てきた場合を想定して、佐鳴湖水の安全性に関する
データが欲しい。具体的には、水道水に課せられた水質基準の、有毒物である
ヒ素、水銀、鉛、等の重金属の有無、トリハロメタン、等の発ガン物質の有無を
示すデータが必要である。有毒物が無ければ、浄水器のマイクロフィルターで
飲料水にできる可能性がある。その点も明確にしておきたいものだ。
また、簡単な煮沸、簡単なろ過で飲料水にできる体制作りも必要だ。
ミャンマーの大サンクロンによる被害は、死者４万人とも５万人とも報じられている。
日本にも、今後、大サイクロン、巨大台風、巨大地震が襲う可能性は高い。

３部： ニュース：
１．５月４日付けのニュースが流された。欧州では、森林の面積が拡大されてきた。
ヘルシンキ大学は、ヨーロッツパの森林拡大で１９９０年から２００５年までの６年間で
１億２６００万トンのＣＯ２が吸収されたと報告した。その数値は排気ガスの１１％に
にすぎない。
２．太さ２０ｃｍ、高さ２０ｍのトドマツは：０．１Ｃトンの炭素固定を行う。１０本で１トンだ。
人間一人あらりの炭素排出量だ。世界人口６２億人である。本来の森林に、人間が
破壊する量を補う必要がある。２０ｃｍ、２０ｍ高さの６２０億本のトドマツが必要である。
３．１ｈＡあたりの森林Ｃ固定量は、木の種類で少し異なる。また、木の年齢、若さで
異なる。５０年を過ぎると、炭素固定量は急速に落ちる。大体、年間、１００トンの
炭素固定がある。あとは、森林の面積をかければよい。樹木も年を取ると駄目だ。
元気な若い樹木を増やす必要性も高い。



水道水、名水の、お茶溶出、攪拌、光散乱実験
5月9日 ｐ３０

１部： (はじめに)：
よく、名水の売り込みに、業者は、目の前で、名水にお茶を入れ、よくお茶が出て色が
強いみどり色になる実演を見せてくれる。ここでも、全国の名水のうち、硬度が 高に
低くくて柔らかい鹿児島の名水と硬度が 高に高い下部温泉の名水を選んで、
お茶の溶出実験をやってみる。基準の水として、水道水でも、同じ実験をやる。
プラスαとして、下部温泉で飲む湧水についても、同じ実験をやってみる。
写真、右から、水道水、鹿児島の名水、下部温泉の名水、下部温泉の湧水である。

写真１：３０分後の溶出テスト 写真２：３０分後に攪拌したもの

２部： （お茶葉の溶出実験）：
写真１の右から、水道水、鹿児島の名水、下部温泉の名水、下部の湧水の４本の
サンプルに５ｇのお茶葉を入れる。鹿児島の名水のみ、みるみるうちにみどり色に
なり、お茶葉成分が溶出されることが分かる。写真２、は攪拌したものだ。
サンプルに５ｇのお茶葉を入れる。鹿児島の名水のみ、みるみるうちにみどり色に
なり、お茶葉成分が溶出されることが分かる。写真２、は攪拌したものだ。

写真３：水道水によるレーザー散乱 写真４：鹿児島の名水レーザー散乱

写真５：下部温泉の名水の光散乱 写真６：下部温泉湧水の光散乱

３部： （レーザー光の光散乱）：チンダル現象：
１．水道水はお茶のでが悪い。色が薄くて透明だ。レーザー散乱も弱い。
２．鹿児島の名水は、お茶の出がよい。強い緑色だ。レーザー散乱も明るい。
３．下部温泉の名水は白濁している。硬度が１４５と高いため白濁物質ができた。



水道水の水質検査５１項目
5月10日 ｐ３１

１部： （はじめに）：市の浄水場を取材した：
市民が飲む水道水は、平成２０年からは５１項目の水質検査が義務ずけられている。
昨年度までは５０項目であった。大腸菌や一般細菌、ヒ素、鉛、水銀、等の有害金属
トリハトメタン、等の発ガン物質、藻類、カビ、等の有機物、また、色や濁り、臭い、等
の５１項目である。飲む水道水の他、水道水の原水の水質検査も行われる。

２部： （５１検査項目の具体的数値）：平成１８年度のデータ：

原水 原水 原水 原水
浜松市 秋葉ダム 秋葉ダム 浜北 天竜川

代表例 基準値 水道水 表流水 伏流水 深井戸 伏流水
1 一般細菌 100 0 572 2 84
2 大腸菌 0 0 19.9 1 検出
4 水銀 0.0005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005
6 鉛 0.01 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
7 ヒ素 0.01 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

10 窒素 10 0.9 1 0.9 6.5 0.9
26 総ﾄﾘﾊﾄﾒﾀﾝ 0.1 0.02 0 0 0 0
35 ﾅﾄﾘｭｰﾑ 200 7.1 6 6 14.9 5.8
37 塩化物ｲｵﾝ 200 8.6 6.2 5.6 10 5.5
38 硬度 300 47 49 56 47 48
39 蒸発残留物 500 71 119 83 133 80
45 有機物 5 0.6 0.9 0.5 0.5 0.6
46 ｐＨ 5.8-8.6 7.6 7.7 7.7 6.7 7.646 ｐＨ 5.8-8.6 7.6 7.7 7.7 6.7 7.6
47 味 なし 0 0 0 0 0
48 臭気 なし 0 藻類臭い 0 0 沼臭い
49 色度 ５度 0.5 13.1 0.5 0.5 2.6
50 濁度 ２度 0.05 66.7 0.05 0.05 7.94

不合格 0項目 5項目 1項目 0項目 3項目

3部： （考察）：
１．水道水は全ての基準をクリアしている。当然のことだ。問題は原水の水質である。
２．われわれは、原水がすべて、水道の水質検査の基準をクリアする環境に住みたい。
３．登山者は、山の川、溝、滝の水を、そのまま飲んでいる。また、調理にも使う。
４．原水の、水道水質基準を満たさない項目を明らかにしたい。

５．浜松市民が飲んでいる水道水の原水は秋葉ダムから取水されている。その他、
浜北、引佐は深井戸を利用している。天竜川を利用している流域もある。
そこで、原水が水道の水質基準を満たさない項目をチェックした。
秋葉ダムの表流水で５項目、伏流水で１項目、深井戸では０項目、天竜川の伏流水で
3項目である。それ以外の大半の項目では、飲料水の基準を満たし、安全であることが
分かる。それら、不合格項目は、細菌、臭い、濁度、等であるので、煮沸、ろ過すれば、
簡単に飲料水になりそうだ。

６．佐鳴湖の上流、下流、湖内水についても、何項目を改善すれば、飲料水として
利用できるか、明らかにしていきたい。
佐鳴湖の上流の水は、透明で塩素もない。浜松市の水道の原水と同じく、有害金属や
トリハトメタンのような発ガン物質もない。煮沸・ろ過で簡単に飲料水にできそうだ。
佐鳴湖内の水と下流の水は、塩素を少し含むので、ウルトラフィルターを通す必要が
ありそうだ。
７．ところで、ウルトラフィルターのサイズは０．０００１ミクロンとうたわれている。
しかし、粗悪品は、０．０００１から０．２ミクロンのものもあるそうだ。０．２ミクロンでは
浄水器の中空糸膜の０．１ミクロンより大きい。何事も、奥の奥を見る必要がある。
また、０．０００１ミクロンは、 も軽い水素原子のサイズで顕微鏡でも見えないサイズだ。





１．植物プランクトンが増えたら、肥料として畑にまき、野菜の生長がよくなるか調べる。

１．偏光を見る。偏光があるとき偏光メガネの偏光膜を回転させると、明暗の差が現れる。







佐鳴湖の水質は６年連続でワースト１だ。肉眼で見ると茶色で不透明だ。レーザー光を

ミー散乱である。家に帰り、身近にある色づいた液体を探した。まづ、緑茶が目に付いた。
して、赤いレーザー光線を

です。レーザー光の減衰が弱まり、伸びる。偏光膜方向をレーザー
を撮影した。レーザー光は進行方向・光線方向に直角に



）。

同様に、光線に直角な偏光膜（左側）では、散乱光が見え、平行（右側）では見えない。



分かる（写真３）。縦、横方向の２枚の偏光フィルターを通して見ると、明暗差があるので



コーヒー・フィルターでこすと、フィルターは緑色に色づく。汚染物は、色から推測すれば

の下・右から、左にかけて１回、２回、３回、

ほど汚れていないことが判明した。色も薄緑でよい色だ。



を調べてきた。

しかし、レーザー散乱光は無くならないことを示すものだ。そこで、５分間煮沸してみた。

になる。





する。



これは、浄水器室を、水が通過できる膜で２分する。各々の部屋に、プラスとマイナスの



は、念のため、

からは相当奥に位置する。それでも、



よるリンが高い。上流域の畑の肥料から窒素が流れ込んでいる。支流のＣＯＤは低いが
佐鳴湖のＣＯＤは非常に高い。上流から窒素、下流からリンが流れ込み、植物プランクトン

佐鳴湖が汚れる原因の１つは、流れる水量が少ないことだ。水が濁り、植物プランクトン

を急ぐ必要がある。佐鳴湖は水質汚染ではなく汚濁である。市民が関心を持ち、事業者

よい。遊んで、学んで、健康的で、親子の絆を高め、佐鳴湖浄化に役立つ、一石五鳥だ。







もつフィルターで、濁りの原因物質を除去すればよい。問題は、除去できる量であるが、







２．熱帯林・スギ林の炭酸ガス固定量は、１年、１ヘクタールあたり100トンだそうである。
　　１ヘクタールで炭酸ガス１００トンなら、１ｋｍ平方あたりでは、炭素２７００トンになる。

　　炭素の排出量が５５億トンであれば、炭酸ガスの排出量は、３．７倍の２００億トンだ。

１．炭酸ガスは、植物に吸収されて、光合成により、葉緑素、等、有機物に変換される。
２．野菜、植木、等の植物は、主に炭酸ガスと水、即ち、炭素、酸素、水素からできている。

４．人間も、動物と同じく、植物、動物を食べて、体の中に炭酸ガス、炭素を取り入れる。





１．世界全体の炭素排出量は５５億トン、６０億トン、７０億トン、８０億トンのデータあり。

６．炭素排出量が８０億トン、固定量が２９０億トン年間、人類は、なな何と、炭素固定量



まず、対物マイクロメーターを見る。１目盛が１０ミクロン、目測で１ミクロンが測定できる。

いずれも、コーヒーフィルターのサイズより大きい。フィルターでろ過されることが分かる。



佐鳴湖水は、太陽光と炭酸ガスを吸収して藻類が培養され、濃い緑色になる筈だった。

開けてビックリ玉手箱、佐鳴湖汚濁水が、何もしないでいると、突如透明水に変身した。



そのため、プールで白く濁った水もマイクロフィルターで、ろ過すれば飲むことができる。
事実、スポーツクラブの支配人は、プールの水を飲んで、プールのきれいさをアッピール

除去します。中空糸膜で０．１ミクロン以上の汚れ粒子、濁り、赤サビ、等を除去します。



地球の炭素固定量は、６２億トンである。人口６２億人でわると、一人あたり、１トン年間

と、一人あたり、０．８３トンで、平均の１トン以下である。３位はロシアで、７．１パーセント
の４．５億トンだ。４位は日本で、４．９パーセントの３億トンである。人口１．２億人でわる
と、一人あたり、２．５トン年間である。これは大変な事になった。平均の１トンの、２．５倍

炭素固定量を１１７パーセントも破壊してきた。しかし、今回のデータで、日本人は平均の
１トンの２．５倍の炭素排出をしているので、１１７に２．５をかけて、実に、２９０パーセント
も破壊していることが分かる。日本人、浜松の市民は、地球温暖化に、非常に悪影響を

クロレラは人間の健康食品である。また、森林の１０倍もの炭素固定の能力を持つため、

の関係で、藻類の研究も始めたらしい。良質の藻類の大量培養に成功した話が見つか
った。光合成のスピードが森林の１０倍から２０倍あるそうだ。ところが、ところが、さすが
企業だ。実験の成功を環境に役立てるのかと思いきや、健康食品として、販売を始めた

スポーツクラブを取材して、次のデータが明らかになった。２５ｍプールの水は、１日２回
ろ過するそうだ。フィルターサイズは０．１ミクロンと考えてよい。０．０３ミクロン、つまり、

何故かといえば、佐鳴湖の汚れ、濁りの大半は、植物プランクトンの藻類であり、サイズ
は２０ミクロン以上であるから。フィルターサイズは０．１ミクロンの１００倍、荒くてもよい。

初期の設備費も１億か２億必要であろう。更に、詳細な試算が必要な事は言う迄もない。





　　汚濁は非常に強いことが分かる。堀留川の汚れが佐鳴湖に逆流する事が考えられる。

１．写真１と写真３を比べると、ろ過しても、なお、汚濁がひどく、強いレーザー散乱がある。

。これは、汚濁粒子が、光の波長の１０分の１以下で、小さい

２．写真６は、レーザー光源が、円偏光フィルターで円偏光にしてあるため、強度が弱い。
そのため肉眼では光が確認できない。しかし、偏光特性は、写真５と同様と考えられる。



　　他にも、トリムの還元水がある。硬度６４、ｐＨ値は９．０だ。また、下部の源泉館の名水がある。

　硬度は低いほど柔らかくて良い。ｐＨ値は大きいほど良い。そこで硬度÷ｐＨ値で、おすすめ指数
を計算してみると。１番目は鹿児島の温泉水９９で指数は０．１７だ。２番目は鹿児島の財宝温泉水を計算してみると。１番目は鹿児島の温泉水９９で指数は０．１７だ。２番目は鹿児島の財宝温泉水
で指数は０．４５だ。３番目は奥飛騨の名水で、指数は２．１だ。４番目は、北海道の名水・愛水気で、
指数は３．２だ。５番目は、出雲の名水で、指数は３．３だ。６番目は下部の名水で、指数は３．５だ。
７番目はトリムの還元水で、指数は７．１だ。８番目は、下部・源泉館の名水で、指数は１９と高い。

浄化器のサイズには、いいとこ取りで、例えば、０．０３ミクロンから４ミクロンと書くべきを

ろ過される。しかし、実際は、０．０００１ミクロンサイズと謳われていても、０．０００１から



　　　　　なる。プランクトン自身は高速で大気中の炭素を固定する。また、動物プランクトン

　　　　　シジミに限らず、うなぎ、その他の魚類の生息に適した湖底の環境作りも必要だ。

２．太さ２０ｃｍ、高さ２０ｍのトドマツは：０．１Ｃトンの炭素固定を行う。１０本で１トンだ。

破壊する量を補う必要がある。２０ｃｍ、２０ｍ高さの６２０億本のトドマツが必要である。





２．われわれは、原水がすべて、水道の水質検査の基準をクリアする環境に住みたい。

分かる。それら、不合格項目は、細菌、臭い、濁度、等であるので、煮沸、ろ過すれば、

また、０．０００１ミクロンは、 も軽い水素原子のサイズで顕微鏡でも見えないサイズだ。


