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奄美大島及び宝島における油状物質の漂着に係る水質モニタリング結果について 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

奄美大島、宝島等に油状の物が相次いで漂着したことを受け、平成３０年３月４日から９日

にかけて、奄美大島の６つの海岸及び宝島の３つの海岸において採取した海水の水質分

析結果を取りまとめました。奄美大島は２回目、宝島は初めての調査となります。 

水質分析の結果、いずれの島においても石油との関係が強い項目や重金属などの有害

物質について環境基準値等を超える項目はなく、油状の物による水質への影響はないと考

えられます。 

 

１．調査地点 

（１）奄美大島 

   奄美大島における今回の調査地点は、平成３０年３月１日付け「奄美大島における油状

物質の漂着に係る水質モニタリング結果について」において海水を採取した地点と同じ

であり、具体的には次のとおりです。 

 

①油状の物の漂着が確認された海岸に接した水面 

      ５地点 ： 朝
あ さ

仁
に

海岸、大浜
おおはま

海岸、知名
ち な

瀬
ぜ

海岸、今里
いまざと

海岸及び用
よ う

海岸 

             ※大浜海岸及び用海岸の調査地点は、国立公園内の海域公園地区。 

②油状の物の漂着が確認されなかった海岸に接した水面 

     １地点 ： 阿木名
あ ぎ な

海岸 

             ※油状の物の漂着が確認されなかった奄美大島の南側の海岸を選定。 

（２）宝島 

    ３地点 ： 前籠
まえごもり

海岸、大籠
おおごもり

海岸、せんごどまり 

            ※いずれも油状の物の漂着が確認された海岸。 
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今里(いまざと)海岸

用(よう)海岸

朝仁(あさに)海岸

大浜(おおはま)海岸

知名瀬(ちなぜ)海岸

阿木名(あぎな)海岸
（油状の物は確認されず）

は島内の他地点と比較
して測定項目を重点的
に設定した地点

は油状の物の漂着が
確認された海岸
は油状の物の漂着が
確認されなかった海岸

 

図１ 水質モニタリングの調査地点（奄美大島） 

 

前籠(まえごもり)海岸 大籠(おおごもり)海岸

せんごどまり

 
図２ 水質モニタリングの調査地点（宝島） 
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２．測定項目 

（１）環境基準項目及び要監視項目 

 ①環境基準項目 

・人の健康の保護に関する項目 （健康項目） ： ２５項目 

       カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀 等 

・生活環境の保全に関する項目 （生活環境項目） ： ３項目 

       n
ノルマル

-ヘキサン抽出物質（油分等）、ＣＯＤ（化学的酸素要求量）及びｐＨ（水素イオ

ン濃度） 

   ②要監視項目（※） 

     トルエン、キシレン ： ２項目 

       ※ 公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き

続き知見の集積に努めるべきものとして、現在、公共用水域に関して３２項目が

設定されている。この中から、特に石油との関係が強い物質としてトルエン及び

キシレンを測定項目として選定した。 

（２）多環芳香族炭化水素（PAH） 

    ベンゾ[a]ピレン等 ： １６項目 

 

３．採水日 

 （１）奄美大島 

平成３０年３月８日（木） ： ６地点 

（２）宝島 

  平成３０年３月４日（日） ： ２地点（大籠海岸、せんごどまり） 

  平成３０年３月９日（金） ： １地点（前籠海岸） 

   

４．採水方法 

  海岸の汀線部の安全な場所から調査員が採水。 

 

５．測定結果 

○ 奄美大島では、油状の物の漂着が比較的多く認められた朝仁海岸と、奄美大島の南

側に位置する油状の物の漂着が確認されなかった阿木名海岸では２．の測定項目の

すべて（４６項目）について、その他の４つの海岸では重金属、農薬等を除いた項目（１

６項目）について測定を行いました（測定結果は表１）。 

○ 宝島では、油状の物の漂着が確認された３つの海岸において、２．の測定項目のす

べて（４６項目）について測定を行いました（測定結果は表２）。 

○ 水質の分析の結果、両島のいずれの調査地点においても、石油との関係が強い項

目（ベンゼン、 n
ノルマル

-ヘキサン抽出物質、トルエン、キシレン）や重金属などの有害物質

（健康項目）について環境基準値等を超える項目はなく、また、環境基準値や指針値

は設定されていませんが、同じく石油との関係が強い多環芳香族炭化水素（PAH）に
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ついても、すべての調査地点において定量下限値（0.0001mg/L）未満となり、油状の

物による水質への影響はないと考えられます。 

○ なお、一部の調査地点において、生活環境の保全に関する一般的な項目である

ＣＯＤ（化学的酸素要求量）やｐＨ（水素イオン濃度）について、Ａ類型※相当の環境基

準値を超える測定値が得られましたが、波浪による底質の巻き上げによる影響が推測

されるとともに、測定値はこの周辺海域における変動の範囲内であり、特段の問題はな

いと考えられます。 

     

※ 水質環境基準のうち生活環境項目については、水域の利用目的に応じた類型

が設定されており、類型が指定されている水域については当該類型に対応する

基準値が適用される。例えば、海域については、利用目的に応じてＡ類型、Ｂ類

型、Ｃ類型の３つの類型が設けられており、ＣＯＤの環境基準値も、それぞれ

2mg/L、3mg/L、8mg/Lと異なっている。奄美大島周辺海域はＡ類型に指定されて

いることから、今回の調査結果についてはＡ類型の環境基準値と比較を行った。 

 

６．今後の予定 

これまでの２回の調査の結果、油状の物の漂着による水質への影響はないと考えられま

すが、引き続き、漂着状況を注視してまいります。 



5 
 

表１ 水質分析結果（奄美大島） 

単位 朝仁海岸 大浜海岸 知名瀬海岸 今里海岸 用海岸 阿木名海岸
環境基準値
又は指針値

カドミウム ㎎/L 0.001 未満 － － － － 0.001 未満 0.003 以下

全シアン ㎎/L 不検出*1 － － － － 不検出*1 検出されないこと

鉛 ㎎/L 0.005 未満 － － － － 0.005 未満 0.01 以下

六価クロム ㎎/L 0.005 未満 － － － － 0.005 未満 0.05 以下

砒素 ㎎/L 0.005 未満 － － － － 0.005 未満 0.01 以下

総水銀 ㎎/L 0.0005 未満 － － － － 0.0005 未満 0.0005 以下

アルキル水銀 ㎎/L 不検出*1 － － － － 不検出*1 検出されないこと

ＰＣＢ ㎎/L 不検出*1 － － － － 不検出*1 検出されないこと

ジクロロメタン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.02 以下

四塩化炭素 ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.002 以下

1,2-ジクロロエタン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.004 以下

1,1-ジクロロエチレン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.1 以下

シス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.04 以下

1,1,1-トリクロロエタン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 1 以下

1,1,2-トリクロロエタン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.006 以下

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.01 以下

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.01 以下

1,3-ジクロロプロペン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.002 以下

チウラム ㎎/L 0.0005 未満 － － － － 0.0005 未満 0.006 以下

シマジン ㎎/L 0.0003 未満 － － － － 0.0003 未満 0.003 以下

チオベンカルブ ㎎/L 0.002 未満 － － － － 0.002 未満 0.02 以下

ベンゼン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.01 以下

セレン ㎎/L 0.001 未満 － － － － 0.001 未満 0.01 以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ㎎/L 0.01 未満 － － － － 0.01 未満 10 以下

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005 未満 － － － － 0.005 未満 0.05 以下

n-ヘキサン抽出物質(油分等) ㎎/L 不検出*1 不検出*1 不検出*1 不検出*1 不検出*1 不検出*1 検出されないこと*2

COD(化学的酸素要求量) ㎎/L 3.0 1.6 2.6 1.3 1.5 3.0 2以下 *2*3

pH(水素イオン濃度) － 8.2 8.2 8.2 8.1 8.2 8.2 7.8～8.3 *2

トルエン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.6 以下

キシレン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.4 以下

 ナフタレン ㎎/L 0.0001 未満 － － － － 0.0001 未満 －

 アセナフチレン ㎎/L 0.0001 未満 － － － － 0.0001 未満 －

 アセナフテン ㎎/L 0.0001 未満 － － － － 0.0001 未満 －

 フルオレン ㎎/L 0.0001 未満 － － － － 0.0001 未満 －

 アントラセン ㎎/L 0.0001 未満 － － － － 0.0001 未満 －

 フェナントレン ㎎/L 0.0001 未満 － － － － 0.0001 未満 －

 フルオランテン ㎎/L 0.0001 未満 － － － － 0.0001 未満 －

 ピレン ㎎/L 0.0001 未満 － － － － 0.0001 未満 －

 ベンゾ[a]アントラセン ㎎/L 0.0001 未満 － － － － 0.0001 未満 －

 クリセン ㎎/L 0.0001 未満 － － － － 0.0001 未満 －

 ベンゾ[a]ピレン ㎎/L 0.0001 未満 － － － － 0.0001 未満 －*4

 ベンゾ[b]フルオランテン ㎎/L 0.0001 未満 － － － － 0.0001 未満 －

 ベンゾ[k]フルオランテン ㎎/L 0.0001 未満 － － － － 0.0001 未満 －

 ベンゾ[g,h,i]ペリレン ㎎/L 0.0001 未満 － － － － 0.0001 未満 －

 インデノ[1,2,3-cd]ピレン ㎎/L 0.0001 未満 － － － － 0.0001 未満 －

 ジベンゾ[a,h]アントラセン ㎎/L 0.0001 未満 － － － － 0.0001 未満 －

－ 海域公園地区 ー ー 海域公園地区 ー ー
*1：不検出とは定量下限値未満（全シアン：0.1、アルキル水銀：0.0005、ＰＣＢ：0.0005、n-ヘキサン抽出物質（油分等）：0.5）であることを示す。
*2：海域A類型の環境基準値。
*3：CODの環境基準値の達成・非達成は、年間の測定結果の75％値（小さい方から数えて75％目の測定値）と環境基準値を比較して評価を行うこととなっている。
*4：参考となる数値として、米国環境保護庁が飲料水水質基準として定めている0.0002mg/Lがある。

項目

環
境
基
準
項
目

要監視
項目

試料採取点における国立公園の該当

多
環
芳
香
族
炭
化
水
素
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表２ 水質分析結果（宝島） 

単位 前籠海岸 大籠海岸 せんごどまり
環境基準値
又は指針値

カドミウム ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.003 以下

全シアン ㎎/L 不検出*1 不検出*1 不検出*1 検出されないこと

鉛 ㎎/L 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.01 以下

六価クロム ㎎/L 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.05 以下

砒素 ㎎/L 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.01 以下

総水銀 ㎎/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 以下

アルキル水銀 ㎎/L 不検出*1 不検出*1 不検出*1 検出されないこと

ＰＣＢ ㎎/L 不検出*1 不検出*1 不検出*1 検出されないこと

ジクロロメタン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.02 以下

四塩化炭素 ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.002 以下

1,2-ジクロロエタン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.004 以下

1,1-ジクロロエチレン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.1 以下

シス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.04 以下

1,1,1-トリクロロエタン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 1 以下

1,1,2-トリクロロエタン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.006 以下

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.01 以下

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.01 以下

1,3-ジクロロプロペン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.002 以下

チウラム ㎎/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.006 以下

シマジン ㎎/L 0.0003 未満 0.0003 未満 0.0003 未満 0.003 以下

チオベンカルブ ㎎/L 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.02 以下

ベンゼン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.01 以下

セレン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.01 以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ㎎/L 0.01 0.01 未満 0.01 未満 10 以下

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.05 以下

n-ヘキサン抽出物質(油分等) ㎎/L 不検出*1 不検出*1 不検出*1 検出されないこと*2

COD(化学的酸素要求量) ㎎/L 1.7 1.9 2.3 2以下*2 *3

pH(水素イオン濃度) － 8.3 8.1 8.4 7.8～8.3*2

トルエン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.6 以下

キシレン ㎎/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.4 以下

 ナフタレン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 －

 アセナフチレン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 －

 アセナフテン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 －

 フルオレン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 －

 アントラセン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 －

 フェナントレン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 －

 フルオランテン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 －

 ピレン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 －

 ベンゾ[a]アントラセン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 －

 クリセン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 －

 ベンゾ[a]ピレン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 －*4

 ベンゾ[b]フルオランテン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 －

 ベンゾ[k]フルオランテン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 －

 ベンゾ[g,h,i]ペリレン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 －

 インデノ[1,2,3-cd]ピレン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 －

 ジベンゾ[a,h]アントラセン ㎎/L 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 －

*1：不検出とは定量下限値未満(全シアン：0.1、アルキル水銀：0.0005、ＰＣＢ：0.0005、n-ヘキサン抽出物質(油分等)：0.5)であることを示す。

*2：宝島周辺の海域は環境基準の類型指定が行われていないが、ここでは最も高い水準である海域A類型の環境基準値を仮に示した。

*3：CODの環境基準値の達成・非達成は、年間の測定結果の75％値（小さい方から数えて75％目の測定値）と環境基準値を比較して評価を行うこととなっている。

*4：参考となる数値として、米国環境保護庁が飲料水水質基準として定めている0.0002mg/Lがある。
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