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水界の富栄養化とプランクトン群集の

動態に関す る 談 話 会

主催：

後援：

期日

場所：

日本プランクトン学会

日本海洋学会・兵庫県

昭和 52年 9月10日

明石市民会館（兵摩県明石市〉

座長団： 入江春彦（長崎大・水産），鶴田新生（水産大学校），野沢治治（鹿児島大・水産）

出席者： 丸茂隆三（東京大・海洋研），平野礼次郎（東京大・農），山路 勇（東京水産大），村野正昭

（同），西保八束（名古屋大・水圏科研），坂本充（同），坂本市太郎（三重大・水産），岩崎

英雄（同），安達六郎（同），吉田陽一（京都大・農），河合章（同大・食研），遠藤拓郎（広

島大・水畜産），遠部卓（同），武居薫（水産大学校），岡市友利（香川大・農），畑幸彦

（高知大・農），飯塚昭二（長崎大・水産），弘田礼一郎（熊本大・理），井上晃男（鹿児島大

・水産〉，村上彰男（南西水研），宇野史郎（同〉，城 久（大阪水試〉，安田基（兵車水

試），木村知博（広島水試），大塚雄二（山口内海水試），小野知足（香川水試），寺田和夫（福

岡豊前水試）

はじめ に

入江：水域の富栄養化の問題は現在社会問題としてとらえられ，又地域によっては係争の問題にまでなってい

る。研究者としてもこれらの問題を避けて通ることは出来ないが，今回は自然科学の分野でのプランクトン関係，

生物の生活環境としての海洋を研究している者の集会であり，純自然科学的な視点での知見・意見の交換を目的

とする。従って社会科学の視点での発言は控えたい。進行は入江・鶴田・野沢の 3名が座長固として行ない，他

に談話提供者として予め30数名を選んだ。今回の談話項目として，プランクトン又は富栄養化に関する問題を20

項目程遷ぴ，以下のように大きく 4区分したので，これに従って進行する。

1. 水界の富栄養化又は汚染・汚濁といった用語の解釈・定義について

2. 水域別或いは地域別の富栄養の問題について

3. 富栄養水域における一般的・総論的なプランクトン群集の動態について

4. 赤潮について

1. 水界の富栄養化・汚染・汚濁など言葉の定義・解釈

まづ水界の富栄養化・汚染・汚濁の概念・解釈・定 はクローズされた状態だから「物質の蓄積」，後者は

義について取り上げたい。現在，富栄養化ということ 局所的にはオープンなシステムだから「物質の長期と

と汚染・汚濁ということが非常に混同して使われてい 短期の循環」すなわち「海域のプロセス」といった点

る。それでいいのか。海域と淡水域とで同様にとらえ に研究の重点が置かれるべきだと考えている。

ていいのかということについてどう思うか。 大塚：当初私は，赤潮＝プランクトンの異常増殖＝

坂本（市）：富栄養とは一次生産とそれを維持するの N・Pの過多と考えていたが，実際にはそれ程単純で

に必要な物質とが顕在している状態をいうと私は定義 はないことが分った。現在も N・Pの量が μg単位で

している。淡水域と海水域との問題に関しては，前者 示された記録がさかんに載っているが，では何処から
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Fig. 1. Saprobicity levels in relation to 

primary production (P) and community 

respiration (R). I : /3 -oligosaprobic, II : 

α－ oligosaprobic, III : /3 -mesosaprobic, 
IV：α－ polysaprobic, V : /3-polysaprobic, 

VI：α－ polysaprobic. Polysaprobic and 

oligosaprobic levels are represent the 

highest and the lowest conditions of organic 

pollution, respectively, and αis more 

saprobic than {3 (after RODHE, 1969; In: 
Eutrophication: causes, consequence, and 

correctives; 50 64p. National Academy of 

Sciences). ［坂本（充）］

ることを示し， P/R>lのところは，水域内の藻類増

殖による有機物汚染が大きいことを示しているという

ものである。藻類の大増殖が起こって死滅すると，や

がて P/R=lとなるのが普通である。従来の生物指標

による腐水性の判断は，これによると外来性の有機物

汚染が強いところに位置していることになる。もし，

これに量的尺度が入れば，この分類方法は明確な定義

として使えるのではないかと思われる。

岡市：坂本（充）が述べたように，官栄養化現象を

人為的起源を持つ有機物によるものと，天然の海水中

で生産されたものとにハッキリ区別することが，瀬戸

内海においても必要と思われる。環境庁その他の調査

でも， CODは必ず測定されているが，それが質的に

どのような意味を持つのかはあまり検討されていな

い。ともすると， N・Pの増加が CODの増加を導く
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富栄養というのか私自身も分らない。

坂本（充）：富栄養的水域とは，生物生産を支える養

分が多い肥沃な水域のことである。ただ単に養分が多

いだけでなく，植物生産が充分に行なわれていること

が必要である。これは当然，動物プランクトンや魚類

生産，さらにはその水域の水質にも影響を与えてい

る。一方，貧富栄養的水域とは，水中の養分が少な

く，従って生物生産も低く，生物活動に基づく水質の

変化も少ない，いわゆるきれいな水域のことをいう。

貧栄養湖の例として摩周湖・十和田湖などがある。一

般に山地にある湖で，深いということが貧栄養的条件

を作り出す上で重要な位置を占めている。反対に富栄

養湖は一般に，平地にあって浅く，浅いということが

肥沃な状態を作り出す上で大きな意味を持っている。

外から栄養源の供給が多くても，深い湖の場合には大

きな生産を支えることが出来ず，従って栄養塩供給が

多いこと＝富栄養とはならない。栄養塩が多く，湖盆

の形態も高い生物生産を支える上で，好ましい条件に

あることが必要である。海域でも，或る程度同様なこ

とが見出されるが，湖盆と異なりオープンな水域なの

で，坂本（市）がいったように，それなりの違いを持

っている。次に，富栄養という言葉は，このような貧

栄養的な水域が次第に富栄養的な水域に移り変って行

く自然科学的な過程・変化をいい表わしている。一

方，汚染・汚濁といった言葉は，人閣の側カミら見て，

どのような影響があるかをふまえた言葉であって，自

然科学的なプロセスをそのままいい表わしているので

はない。ただ富栄養化した水域では，海域の「赤潮」

や淡水域の「水の華」のように，藻類が大発生するこ

とが多く，その影響が好ましくないことから，汚染・

汚濁と同様な意味を持って来る。ここでいう「富栄養

化による汚染」とは，従って藻類の大増殖に基づく水

域内での有機物汚染が中心である。昔いわれて来た水

域の有機物汚染は，既に陸上で生産された有機物が，

外から水域内へ直接供給されて起こる汚染であった。

このように両者は原因では異なってはいるが，共に水

域内での CODの増加に役立つていることには変わり

はない。この二者の相異に関しては， 「陸水域の富栄

養に関する国際シンポジウム」（1969）において， ス

ウェーデンの RODHEが適切に表現している（Figure

1）。すなわち，水域内の植物の光合成による有機物生

産を P，分解，消費活動による呼吸を R とすると，

P!R<lのところは，外来性の有機物汚染が優ってい
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のであるから， N・Pを減少させればよいと短絡して

しまう恐れがある。そうではなくて， P/R>lのとこ

ろでは，海水中で生産された有機物の大部分が高次

生産に利用されるべきであるのに，現在はそこに結び

ついていないところに問題がある。従って，富栄養化

が汚染であるのかどうかといった問題が出て来る。た

とえば，瀬戸内海には CODが 1500t/day流入して

いるが，そのうち内部生産によるものがいくらかとい

うことより，生産されたものがどの程度高次生産に利

用されているのかを考える必要がある。それと共に，

PCBなどもこの CODに含まれていることを再考し

て見る必要があるのではないか。

入江：富栄養化しつつある環境は，生物環境として

悪いといえるのか。それとも或る段階までは容認出来

るのだろうか。

木村：現在夏の広島湾では様々なトラブノレが起こっ

ている。しかし，もしこの基礎生産が或る程度大きく

なければ，湾内で生産されたカキなどもあまりよい収

穫が期待出来ない現状がある。従って富栄養の定義の

範囲が明確でない以上，良い悪いを言い切ることは出

来ないと思う。

吉田：汚染とは，重金属や化学物質によるものを含

めていう。汚濁とは，有機廃水やN・Pを合ーんだ汚染

であって，濁りを伴っている場合が多い。富栄養化と

は生物の生産を中心において，それが有機物や N・P

の流入の増加に伴って，少ない状態から多い状態にな

ることをいう。たしかに，有機物やN・Pが増加する

と，生物生産も増加するが，あまり多くなり過ぎる

と，反対に生産が落ちて来る現象がある，そのような

状態をも舎めて富栄養と呼ぶのかという問題もある

が，私自身は「過栄養」として区別すべきだと考えて

いる。この場合，或る生物の生産が一番高い栄養段階

を富栄養と定義すると，富栄養の範囲は生物によって

異なって来ると思われる。従って，富栄養化が生物に

とって悪いのは，どの生物に対してかを決めなければ

いえないことになる。その他，その海域の形状・季節

なども考慮に入れなければならないであろう，たとえ

ば，或る海域で夏底層の無酸素化で，生物の発育に非

常に悪い環境でも，春秋には無酸素化は起とらず，或

る生物にとって非常に適した栄養段階となることもあ

る。このように，適栄養濃度は種特異性があるため，

すべての生物について或る栄養濃度より上は悪い状

態，下は良い状態と単純に決められないと思う。しか

し，たとえばカキ・アサリ・ノリなどの生産量の，最

も高い栄養濃度についての大ざっぱな値を出すことは

可能である。

入江：富栄養・汚染・汚濁といった言葉は混同して

使うべきではないと思うがどうか。

坂本（市）：富栄養が困ったものであるという一般の

論議の原因は，有害赤潮に対する夜光虫の如き天敵を

含めた水産有用富栄養生態系の開発が遅れており，富

栄養が有用な「系」に流れていないことによると思

う。本来富栄養とはきわめて望ましい状態であると私

は考えている。しかし，望ましい生態系とは何かとい

う研究が充分されていないので，現在は漁獲努力の甲

斐もなく，商品価値のないものが増えたりしているの

だと思う。赤潮が発生し，養殖中のハマチは死んだ

が，他の資源生物や付着生物も死んだのかどうかが充

分調べられていない。

畑：私は吉田のように単純には割り切れない。汚染

というのは良い悪いではなく，水域が自然ではない状

態に汚されることをいい，それが望ましくないような

二次的なものに変った場合を合めて，汚濁というので

はないか。従って，あまり単純に割り切れなく，多少

あいまいな状態にしておいた方がよい。

入江：汚染物質としての重金属が近来非常に問題と

なっている。吉田によると，重金属によるものが汚染

ということになるが，この重金属イオンの負荷も富栄

養というカテゴリーの中に入れて考えてよいのか。富

栄養ということに関して，重金属をどのように位置付

けたらよいか。

井上：今までの論議では，富栄養化の定義概念は生

物を中心にすえるということであったが，私もそう思

う。吉田が先に述べたように，汚染のカテゴリーの中

には， Hg・Cd・Pbなどが概念的に入っていると思

う。しかし， それから少し外れた Fe・Mn・Co・Zn

のような，植物プランク卜ンが一次生産に利用する金

属が，最近海で増えているという報告が出ている。従

って，これらについても，或るところでは富栄養化と

一つのつながりがある物質として考える必要があると

思う。ただ，既に指摘されているように，その存在形

態を解明しないと，金属を富栄養化と密接な関係のあ

るものとしてとらえることには少し疑問が残るが，金

属の形までとらえれば，非常に関連した物質のーっと

して考えることが出来ると思う。

入江：日本水産資源保護協会で，昭和40年「水産環
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境水質基準」を作製し，又1968年にアメリカで「水生

生物水質基準」（Water Quality Criteria for Fish 

and Other Aquatic Life）が出されているが， 日本

の水産環境水質基準をどのように受け止めたらよく，

又そこでは基準値を挙げているが，それは何を意味す

るのか。

村上：「水産環境水質基準」は，水産関係者が一つ

の拠りどころにしているが，法令でないために拘束力

はない。各項目の値は最終的なものではなく，今後の

研究によってその値が改訂されると思う。これは，そ

れに先立つて出された「水産用水基準」とペアになっ

て活用されるものであろう。 「水産用水基準」は，

これ以上悪くしては困るという観点に立ち，又「水産

環境水質基準」は望ましい基準で，両者相まったもの

と思う。赤潮や富栄養化と関連させて見れば，内湾海

域で長期にわたって赤潮を発生させないための水産環

境水質基準の一応の基準，たとえば DINが 7μg-at./ 

l, DIPが 0.45μg-at./ lくらいの数値を提出してい

る。瀬戸内海各地の内湾で， Pの規制という声が起こ

り，どのくらいの数値でおさえたらよいかという検討

が始まり，富栄養化と生物現象との関連として考えた。

各地の内湾の赤潮の種類の変遷・赤潮生物種の変遷

という観点から，その変遷の時点の海域の DIPの濃

度を整理すると，水産環境水質基準でいう 0.45μ-at./ 

fに大体合う結果を得ている。従って，基準の通りこ

の値が富栄養に付するパラメーターというつもりはな

いが，少なくとも水産環境水質基準でいう P の濃度

に関していえば，赤潮の悪質化すなわち漁業被害の有

無の観点から判断して，困った赤潮が出るのは，今述

べたように 0.45μg-at./ lに合致していると思う。 そ

れに，先から問題になっている汚染と汚濁という言葉

を，私も区別している。ストックホルムで行なわれた

「人間環境会議」で， 海域汚染を定義した。私は汚染

という言葉は海域利用という立場に立ったものであ

り，それに対して汚濁は自然現象又は海の状態として

区別している。

入江：富栄養化は，或る場合には非常に役立ち，或

る段階を越すとマイナスになるということは何となく

理解出来るが，では富栄養化のコントロールは可能か

どうか。可能とすれば，どのような事項についてどの

ような手法があるのか。

村上：私は可能と思う。たとえば鑓灘では，陸上か

ら入って来る量に対し，水中でも泥中でも生物の形で

存在するものも含めて，海中に現存する N は莫大な

量に及ぶ。流入量は生態系中の各 trophiclevelの聞

で動く量に対しでも問題にならない。ところが，流入

量が近々10年聞に2倍になり，非常に都合の悪い状態

になった。流入する栄養塩類に対する海の環境容量は

きわめて小さいかもしくは許容限界が非常に狭いため

と考える。従って，少なくとも人聞に具合が悪い状態

にしないようにコントロールするためには，やはり現

在流入している量を減らすことが第一の条件である。

しかし，減らしたらすぐ現在の瀬戸内海のような悪い

状態が良い状態に回復するかどうかは，現在量が既に

多いので，一朝一夕にはいかない。しかしとにかく減

らさねばならないと思う。

安田：海域の富栄養化防止は，つまるところ N・P

の除去である。ここで第三次処理技術が問題となり，

この種の技術は衛生工学又は工学系の分野で現在開発

されていると聞く。そこでわれわれは水産分野の者と

して，この目的のために， Skeletonemacostatumを

用いて，家庭排水中の N及び Pの除去を考え，その

可能性を追究している。現在の実験段階では，プラン

ト化した場合，実際の問題点が多々あり，たとえばそ

の長期の培養技術又は N・Pの除去速度・生物の管理

20 
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などである。そして又，実用化を目的とした場合に

は，それ相当の規模のパイロットで行なわない限り，

その実験結果は信頼出来ないのではないかと考えてい

る（Figures2, 3）。ただ，われわれは富栄養化を傍観

者の立場で見ることは避けたいと思う。

入江：一応沖合は別として，内湾・沿岸海域の生態

系の物質循環に関与する一員として，バクテリアがあ

り，特に富栄養環境といわれるような水域で，富栄養

に対するバクテリアの役割・位置付けをどのように考

えたらよいか。

畑：私どもが水・泥中のバクテリアの数や働きを見

ていると，プランクトン以上に自に見えないし，数を

数えてもその働きはどうなのかというと，必ずしも数

と平行しないというわけで，バクテリアの実際の役割

というものはどうなのだろうか。一般に， production

の裏つまり分解・無機化をバクテリアがになっている

と信じられているが，しかし従来あまり重要視されな

かった部分もバクテリアがになっていると思われる反

面，有機物分解でバクテリア以外の寄与も大きいよう

だ。だからノfクテリアについて多くの研究をする必

要があると思う。

吉田：私は富栄養化のコントロールは可能であると

考える。理由は二つあり，一つは N・Pなどの除去技

術の進展であり，も一つは，流入負荷を抑制すれば，

その効果は比較的短期間で現われるということであ

る。非常に希釈された段階で浄化するのは困難である

が，これを川に出す前に抑えれば，充分に何能である

と思う。除去技術では，先程話題に出た三次処理は，

ここ数年前までは方法は確立されていなかったが，こ

こ1・2年で急速な進展が見られ，松江市では 99%に

近い Nを除去し得る都市排水浄化装置が設置されて，

三次処理も実用段階に来たことを示している。又，流

入水の N•P を除去すれば，湾や自然がどの程度きれ

いになるかについては，大阪湾の N収支を検討した

ところ， Nの流入量を半分減らせば， 1年程で大阪湾

の N量は半減するという計算結果を得ている。だか

ら，やる気があれば，若干費用はかかるが，富栄養化

のコントロールは可能だと思う。

入江：富栄養化におけるバクテリアの役割・位置付

けということではどうか。

吉田：バクテリアは，富栄養海域では，有機物を無

機化するという役割を持っている。無機化されたN・

Pは，海洋中ではすぐに又植物プランク卜ンによって

有機物に転換されてしまうから，富栄養化のコントロ

ーノレをするためには，水中の N・Pを除けばいいわけ

であるが， N を除くためには， バクテリアでは脱窒

という方法しかない。海では底土を除き一般に酸化状

態であり，脱窒作用は非常に弱いが，河口域の富栄養

化の進んだ還元状態になりやすいところでは，或る程

度脱窒作用は起こっている。又，有機物の多い水域で

は，バクテリアは水域の無酸素化・硫化水素などの有

害物質の産生などの点で，他の生物に対して悪役も演

じている。
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2. 水 域 別 ・ 地域別の富栄養の問題

カタクチイワシの増加による（Figure6）。甲殻類で

は減少して来たが， 1973年を境にやや回復の現象が認

められる。これが大阪湾の富栄養化の実態といえる。

木村： Figure7はカキの成育状況と貧酸素水塊の

出現状況とであり，貧酸素水になるとカキが舞死する

か成育低下する傾向がある。又，生物的に見ると，カ

サネカンザシが大量に発生し，生物相に交替がある。

従って， 「死の海」ということでなしに，漁業生産の

方でトラブ、ノレが起きている。こういう現象はしばしば

MAY I JUNE 』」 uLY' 1 AUGUST 1 SEPTEMBER o口 見られる。

入江：富栄養の問題で，別の面から水域別・区域別

の問題で，よく瀬戸内海は「死の海」といわれること

があるが，われわれ研究者として今仮に「死の海」と

いう表現を一応受け入れたとした場合，化学的又は生

物学的にどういった意味で認識・理解或いは受け止め

たらよいのか。

村上：私は実際， 「死の海」という言葉は認めては

いない。しいてもし現象的に「死の海」というなら

ば，現在のような瀬戸内海の状況，たとえば「漁業の

死んだ海」という意味での「死の海」というのはある

かも知れない。

小野：私も瀬戸内海を死んだ海とは認めない。漁業

が死んだというが，たとえば備後灘と燈灘に接する香

川県の庄内半島先 30m沖に 30m くらいの深みがあ

り，海底水が夏に一時的に溶存酸素がなくなり，そこ

に生物がいなくなるという現象は認めても，循環期に

なると又生物が回復して来る。そのような現象が瀬戸

内海のあちこちで認められている。従って死んだ海と

はなかなか認められない。

城：よく新聞記者の聞に「大阪湾は死の海である」

という概念が行き渡っており，非常に迷惑している。

大阪湾で「死の海」があるとすれば，湾奥部では躍層

が形成される時期に貧酸素水塊が形成され，この水塊

は1976年には7月10日過ぎから 9月1日まで続いて

いる。その結果，生物的にはこの時期にベントスにつ

いて見ると，無生物域が部分的に出て来て，ヨツパネ

スピオという汚染指標種がかなり比率が高く出て来る

(Figure 4, 5）。又全漁獲量では，最初2万トンの水準

から，今では 4万トンの水準になり，これは主として
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Fig. 7. On the relationship between the 

growth of cultured oysters and the occur-

rence of dissolved oxygen poor water in 

the northern part of Hiroshima Bay.〔木村］

のが二度と回復しないということはない。第一「死の

海」という言葉の意味が不可解である。

寺田：私も「死の海」に至る程ではないと d思ってい

るが，しかしかなり痛めつけられた海と思う。最近埋

め立てが行なわれ，底質の悪化がかなり生じていると

思う。ただ，漁業生産の面から底質が悪化されながら

も貝類などの大発生で貝が腐敗し，底質が悪化され

ると，しばらくの間又生産が停止するが，次に又別の

種類が異常発生し，特定な種類では漁業生産という面

ではプラスになっていると思う。

入江：各位の考え方から，自然科学者の立場として

は，瀬戸内海は「死の海」ではないという理解を持っ

ていいのではないかと思う。 「死の海」ではないとい

うことは，副作用のない良い薬を与え，又非常にすぐ

れた医術を施し，或いは養生をすれば，健康な海にな

るという期待を持ってよいものと私は感じている。で

は，瀬戸内海と比べて，東京湾・伊勢三河湾或いは浜

名湖・琵琶湖といった海域・水域で，富栄養といった

視点でとらえると，どういう状態であろうか。

平野：浜名湖はほぼ 200m くらいのごく狭い入口

で遠州灘につながっている。湾口部付近は最近整地

し，外洋水の流入が増大して清浄になった。反対に，

湾奥部では汚染負荷が非常に多くなり， 4月下旬から

10月中旬くらいまで底層に無酸素層が形成され，秋季

に成層が逆転する時に魚が死ぬことがある。海水交換

率は 1日に湾内全体の 1/10-1/5くらいである。

丸茂：東京湾のプランクトンに関しては， 50年程前

の相川（広秋）の調査など，かなり多くのデータが出

ているが，これらを通して検討して見ると，プランク

トンの種類に変化が現われていることが分かる。特に

ケイ藻に関しては，昔は湾内に外洋種が出現していた

のに，近年はしていないという変化が見られる。しか

しここ数年，東京湾はきれいになったという話を聞く

ので，詳しく研究して見たいと思っている。 「死んだ

海」というものを考える場合， 「生きた海」というの

を考えると理解しやすい。死んだ・生きたを考える場

合，人間の立場や水産面からだけでなく，生物の立場

からも考えるべきである。 「生き生きした海」とは，

生態系のバランスのとれた海。食い残しがない海，つ

まり増えただけ食われる海ということになる。反対

に，これから遠ざかるに従って良くない海ということ

になる。たとえば昔の東京湾は，動物プランクトンの

数と植物プランクトンの数とが外洋に非常に近く，よ

くバランスしていた。富栄養とか赤潮とかいう問題

は，増える面だけでなく，それを捕食するものがいる

かどうかという面も大切である。東京湾でケイ藻やベ

ン藻の捕食者は何か。最近これに関して原生動物の研

究を行なっている。

西傍：現在，汚濁負荷の少ない三河湾の方が，多い

伊勢湾よりも非常に急速に富栄養化が進んでいる。こ

れは，三河湾の方が効率よく栄養塩がプランクトンに

まわっているためと考えられる。このようにN・Pの

負荷だけで富栄養化の問題を考えることは出来ない。

三河湾と瀬戸内海とを比較すると，後者の方が水がき

れいに見えるのに大きな被害が出るなど，その水域の

利用度・栄養度・食物連鎖系の問題などを互に比較・

検討することが必要である。たとえば，琵琶湖は部分

的にかなり富栄養なところも存在するが，北湖盆はま

だ貧栄養から中栄養の段階で，全体として富栄養湖で

あるとはとてもいえない。しかし，他の湖と同様に，

富栄養化の現象は進行しているものと考えられる。各

研究者は自分の研究対象の水域のみでなく，富栄養化

の進んでいる他の水域をも，様々な面から比較・検討

- 54 -
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して行くことが緊急の課題であろう。

入江：平野によると，浜名湖は部分的に富栄養化が

進行しているとのことであったが，琵琶湖も同様と考

えていいのだろうか。

吉田：琵琶湖はここ数年前まで，北湖は貧栄養湖，

南湖は富栄養湖と考えられていた。しかし今年は湖全

体に赤潮が発生し，透明度も約 2.Smに下り，北湖も

南湖と同様に富栄養化されたのではといわれ始めてい

る。その後透明度はかなり回復したので，これが突発

的な現象に過ぎなかったのか否かは今のところ不明で

ある。今年は奈良の猿沢ノ池でも赤潮が発生し，琵琶

湖や瀬戸内海でも大規模な赤潮が発生しているので，

富栄養化の進行のほかに，私達が気付いていない何か

他のファクターが加わったのではないかとも考えられ

る。

山路：冬の三河湾のノリ漁場約50ケ所のプランク卜

ン相を各月比較すると，季節毎に風など気象条件が相

当変動するにもかかわらず，生物の多い場・少い場の

関係がそのまま維持されているのが分る。栄養塩には

各月それ程差がないのに，水域が少しでも安定する

と，冬でも猛裂に繁殖するところとしないところが存

在している。このように各水域の海況は，海底地形・

水の動き・河川の動き・潮汐など様々なファクターが

重なりあって刻々変化するが，生物相を見るとやはり

それぞれの水域の特徴がそこに示されている。さら

に，今年度から別の仕事で三河湾の各ステーションに

おいて，水面から lm毎に一定量採水し沈澱量を調

べているが，それによると様々なファクター・栄養塩

などにそれ程変化がないのに，生物量にはかなり差が

ある。この場合は水の動きによって差があるらしく，

水が停滞しているところは，表層が無殻のベン藻類で

おおわれ，比較的に水が動いているところでは，小型

のケイ藻類でおおわれている。又，各担u定点の DO

の重直変化を見ると，水深 5～6mのところで極端に

値が下がっており，このことも大切なことだと思われ

る。このように栄養塩の量が類似していても，生物の

量・質は差が出て来ることに注目すべきである。一方

私は，日本沿岸の富栄養をうまく利用出来ないものだ

ろうかと考えている。非常に過栄養な形で湾奥へ流す

からいけないのであって，薄めた形で日本の沿岸へ流

してやったらどうだろうか。非常に軽くて暖かい水を

up-wellingの状態にして表面に流したらどうか。 こ

のようにして拡散させれば，日本沿岸から出る栄養塩

147 

くらいはまだまだ少ないのではないか。たとえば東シ

ナ海へ流すことは出来ないか。 CSKの時の私の調査

によると，対馬海流の栄養分は日本海側の各沿岸をう

るおし，非常に大きな生物生産をもたらしていること

が分かっている。親潮やカリホノレニア海流の up-we-

llingの問題と共に，再考して見る必要があるのでは

ないか。

坂本（市）：私も「死の海」というのは実際には存在

しないと思う。しかし，その水に漬った場合に生き物

が死んでしまう，いわゆる「死ぬ海水」というのは存

在する。現実に昭和30年に伊勢湾で， 20数名の女学生

が溺死したことがある。その年の夏に発生した Go-

nyaulaxの赤潮が腐って中層に漂い，そのために伊勢

湾の 5-15m層，特に中心部厚みにして約 5mに明

らかに硫化水素臭のする水が生じた。それが西風によ

って三重県側に湧昇して来ると， 10m 以浅の伊勢湾

西岸部のベントスが全滅してしまった。しかし，それ

は4ヶ月という長期ではあるが一時的なものであっ

て，その後には翌年のバカガイの大発生が対応してお

り，破滅状態が生じる以前には，上層に非常に大きな

一次生産や二次生産が存在していたのである。従っ

て，海というシステムからすると， 「死の海」と＂・う

のは存在しないが，結果として「死ぬ海水」は形成さ

れ存在するものである。

大塚：富栄養化とは，或る物質が或る濃度以上存在

するといったとらえ方が多い。しかしこれだと物質に

よっても生物によっても異なっていて不都合である，

富栄養化の定義として，たとえば転換速度の変化とい

った別のとらえ方が出来るのではないか。

野沢：言葉の定義というのは非常に難しい。或る定

義をしてしまえば，その定義から外れたものに又新し

い言葉を作らねばならなかったり，前の定義の修正が

必要になる。富栄養・汚染・汚濁といった言葉の定義

にしても同様である。吉田は「静的」にとらえて様々

な階段に分け， 「過栄養」などの言葉を作ったが，そ

のことによって又定義が難しくなってしまった。反対

に， 「動的」にとらえると又違った見方が出来る。或

る栄養段階で生態系の或るバランスが維持され，年変

化なりサイクノレが正常に行なわれている。それが徐々

に富栄養な段階のバランスへ変化して行く。これがい

わゆる富栄養化であり動的なとらえ方である。言葉の

定義の問題の中で内容が深く討議されるのはいいが，

定義の上塗りに終ってしまってはいけない。私として
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は，静的なとらえ方と動的なとらえ方とを明確に区別

すべきだと考える。次に「死の海」の問題だが，これ

はジャーナリズムが作った言葉だと思うし，昔いわれ

た「死の灰」一死に至らしめる灰ーとは違った問題だ

と思う。海はどんなに汚れても生きている。あくまで

死なないと思う。海はそれ程バイタリティを持ってい

るが，いくら汚してもいいというものではない。それ

なりに汚せば汚す程，死の影が近づいていることを忘

れではならない。

河合：富栄養化とバクテリアとの関係について，先

程教科書的なものと少し違うといった発言があった

が，そのことについてもう少し詳しく聞きたい。

畑：教科書的なのと大差があるというわけではな

い。バクテリアの役割というのは有機物の無機化が一

番大きいわけだし，その他ビタミンの生産者としての

役割・餌としての役割もいわれているが，これも近年

教科書的なものとなった。しかし無機化一つを見て

も，これをバクテリアだけがになっているのではな

く，かなりの部分を植物プランクトンや動物プランク

トンに依存するといわれている。人によってはその部

分の方が大きいといった意見もあり，本当はどの程度

なのか明確でない。バクテリアを扱っている研究とし

ては，バクテリアが無機化の大部分をになっていると

考えてやっているわけだが，以上のことが少々気にか

かるので先程発言した。

河合：バクテリアの分野と他の栄養段階の分野とで

は，方法論的にも扱い方にも違いがあると思う。たと

えばプランクトンでは，どの種がどの程度存在したか

ということが大切だろうが，バクテリアの分野では，

生態系における分解者という面を考えると，泥や水の

中にどのような機能を持った種がいるか，又その環境

中でどのような速度で反応が行なわれているかという

ことが一番大切である。しかしそれがまだ充分解明さ

れていないところに問題があるのではないか。

ここで，一般傍菰者（井上氏）から「富栄養の問

題は，チッ素とかリンとかいった様々な成分が混在

しているので，われわれには非常に理解し難い。富

チッ素とか富リン酸といった言葉を使って，別々に

扱って貰えないだろうか」という質問があった。

入江：富栄養に関与する栄養物が単一でないこと

で，富窒素・富燐酸とかいい切れ難い要素が富栄養と

いう言葉にはあると思う。或る水域の栄養程度を数字

的に表現するものとして「富栄養度」又は「富栄養指

数」というのがあるが，これについて発言を得たい。

岡市：会場から意見があったように， N や Pに関

して，そういったレベルを横に並べることは可能だと

思う。しかし，それらが合わさった形の富栄養化をた

だNとPの値を並べただけのものとするのか，それと

も他のファクターをも組合せたものとしていくのかと

いったところに問題がある。それら様々なファクター

を考慮に入れたものが富栄養度・富栄養指数といった

ものになると思う。現在それらの数量化・指数化の例

として野沢の「多様性指数」など色々提案されている

が，それをポテンシャノレとして測るのか，それとも出

て来た結果として測るのかといったところに，まだ多

少混乱がある。私も以前，「水産環境水質基準」を基に，

CODや N・Pの量から数字を示したが，決して完

全なものとはいえない。そういった指数化が出来れば

いいと思うが，すべての合意が得られた上でなけれ

ば，又色々な問題が出て来ると思われる。

坂本（充）：富栄養化とは，水域生態系全般の変化を

表わす言葉なのであって，僅かの量的尺度で明確な定

義を下して境界を作ってしまうと，そこからはみ出し

たものをどうするかということになる。しかし，水質

のコントロールをする時には，基準をどこに置くかが

必要であって，或る程度具体的な数値を設定しなけれ

ばならない。淡水では，一つの試みとして栄養度を有

機物の生産速度でとらえ，どの程度富栄養化している

かを判断した場合もある。たとえば， RODHE(l969）は

貧栄養・富栄養の数的な区別の一例を示した（Figure

8）。しかし，因果関係の複雑さから簡単に一つの数値

によって明確に区別しきれるものでもない。そこで富

栄養化を起こす要因と，それによって起こる生産速度

との関係， たとえば N とか Pの量と植物プランク

トン量との関係を調べ，それを基にして量的境界を示

すことが試みられている。ところが植物フoランク卜ン

の増殖は， N とか Pの量一つで決まるものではない

し，特に赤潮などは様々な要因が複合されたものによ

AUTOTROPHY 

Oligofrophic Eu trophic I akes 

lakes natυral polluted 

mean rates 30-100 J00-7000 1500-3000 吋 cfrポday

annual rates 7 -25 75 -250 JSO - J50 g cf吋 year

Fig. 8. Approximate ranges of organic matter 

production by phytoplankton in oligotrophic 

and eutrophic lakes (RODHE, 1969: in the 

same paper as in Fig. 1). ［坂本（充）］
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Fig. 9. Yearly changes in average summer 
values of secchi disk transparency （・一一・），
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Washington, U.S.A. (Top). Data trans-
formed into trophic state index values for 
the above three parameters (Below) 
(CARLSON, 1977: Limnol. Oceanogr. 22, 
361～369). 

（註） CARLSON (1977）の Trophicstate index. 
多くの資料をもとに透明度（SD), クロロフィノレ量
(Chの，水中の全燐量（TP）閣の量関係の検討で得た
3つの式

( In SD¥ 
TSI (SD)= 10 { 6一一一一一｝

¥ In 2 J 
( 2.04-0.48lnChl¥ TSI (Chl) = 10( 6 - ) 
¥ In 2 J 

( In 48/TP ¥ 
TSI (TP）＝川6ー ln2 J を用いて，

これら 3つのパラメーターの何れからでもTSIの数値
で富栄養化度を判定できるようにした。図 8はワシン
トン湖での富栄養化度の年変化にTSI判定を適用した
結果である。この湖はよく知られているように， 1940
年頃より処理下水の流入増加で富栄養化が著しくな
り， 1963年にピークに達した。その後処理下水の流出
経路変更で富栄養化度は減じ，今日に至っている。上
図のように，透明度，クロロフィノレ－a，全燐の数値その
ままでは，このような変化の全体の傾向は追えるが，
TSI値（下図）に直したものは何れもよく一致して変
化傾向を明瞭に示している。 〔坂本（充）］

149 

って決定されている。このようなところから，複合指

数が考えられる。ただ，複合されたものでは複雑すぎ

るので，或る程度簡略化した指数が提案されて来てい

る。今年度報告されたもので，透明度・クロロフィル

量・全 Pを基にした trophicstate index （富栄養化

指数）というのもある（Figure9）。 一方湖の中で，

N・P量は既に現実に存在する量であるので，将来を

予測し，さらに流入規制をするための基礎として，流

入負荷量というものを考え，負荷量と有機物生産との

関係を基にして検討して行くことも大切である。 OE

CDのプロジェク卜の一部として， VOLLENWEIDER

(1974，’75，’76）が検討したものが報告されている

(Figure 10）。私達に現在必要なのは，ただ単なる富

栄養化の定義ではなくて，富栄養化を実際に阻止出来

ることにつながるプロセスを考えた上での実用的考え

方と理解とではないだろうか。
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Fig. 10. Loading tolerance of freshwater lakes 

for phosphorus. Z and Tw denote mean 

depth and lake water五llingtime, respec-

tively (VOLLENWEIDER, 1976: Mem. I st 

Ital. Idrobiol. 33, 53-83). 

（註） この図では負荷量の境界値は

Le (mg P/m2/Year) = [P］ア（lO+Z/Tw）式に従い

もとめてある。 Leは criticalloading, [PJ~P は

critical concentration of phosphorus at spring 

overturn. [P］ア＝l0mg/m3で Lo=O.lg P/m2/Year 

となる。 VOLLENWEIDERの最終報告では，貧栄養と

富栄養の境界負荷量は

Lc(mg P/m2/Year)= (lOto 20)(qs 1十Z/qs
で求めるようになっている。ここで qs=Z/Tw

［坂本（充）］
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入江：次に一般論・総論的な視点で，富栄養域にお

おけるプランクトン群集の動態に関して発言を求めた

い。プランクトンの栄養摂取を取り上げる時，独立栄

養・従属栄養という言葉が使われているが，これと赤

潮発生とを関連付けて考える要素はどういう点にある

のか。

安達：プランクトンの中で完全に大きいのは動物，

小さいのは植物であるが，非常に下等なところではど

ちらに入るのか分らない生物群がある。これを大きく

別のグループに分ける説もあり，たとえば動物及び植

物に対して原生生物という言葉で区別している。この

グノレーフ。に入るものとして独立栄養のもの・従属栄養

のものがあり，又その両方を持っているものもある。

ただ赤潮として問題になるプランクトンは独立栄養・

従属栄養という分け方が非常に難しく，両者の構成比

率の大小にかかわるもので，一般的に両方兼備えたも

のであるといえる。

入江：プランク卜ンの栄養要求を一連的に研究する

立場から，独立栄養・従属栄養を赤潮発生と関連付け

てどう思うか。

岩崎：独立栄養・従属栄養とは，分類学的な立場か

らの見方ではなくて，食物の取り方の様式・方式によ

って分けられる。独立栄養は純植物的な色素を持ち，

無機物から有機物を合成出来る生物であり，従属栄養

は自分自身で無機物から有機物を合成する能力がな

く，植物が作った有機物を直接・間接に利用するよう

な生活様式をしている生物である。ベン毛藻類にはこ

の中閣の性格を持ち，主として光合成を行なうが，一

部は有機物がないと増殖出来ないという生物もあり，

赤潮を起こす生物にはむしろこのタイフ。の生物の方が

多いようである。これらの生物による赤潮について

は，単に無機態の N・Pだけではなく，有機物につい

ても充分考慮する必要があると思う。

坂本（市）：独立栄養種群の中で，特に particulate

foodをそのままとか solubleの形でとか，栄養を

heteroで取るといったもので，現在発生している赤

潮を栄養摂取法からして幾っかにタイプ分けが出来る

と思うがどうか。

安達：僅かの例については類別出来ると思う。いず

れか一つのグループに属させるということは大変なこ

とで，赤潮で今出ている種類，たとえば何10種かを粒

富栄養水域におけるプランク卜ン群集の動態

子索餌と可溶性有機物の利用及び可溶性塩類（栄養塩

を合む）の取り込みから，三つのタイプに分けること

は出来，大まかには不可能ではないと思う。ただ，総

括して一つにまとめて何か法則性を出すことになる

と，なかなか腰を落ち着けてしなければならない。

入江：栄養摂取に直接関係のある問題と思うが，富

栄養に貢献しているうちでプランクトン群集の動態に

も影響を与える自家汚染などとも関連した底泥からの

栄養塩の溶出なども考慮して，どのような要素が考え

られるか，

平野：富栄養に貢献している色々な要素の大部は陸

上から流入していると思われるが， N・Pだけではな

く，河川によって運ばれて来る陸上の土壌からの腐植

物質などの影響も，植物プランクトンについては考え

る必要があるのではないか。周知のように最近多くの

3. 
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る。最近では，海産沿岸性の Cladocera又は Cope-

pod aの一部にも同様な性質のあることが分って来た，

しかしそれらの生活様式が，動物群集のいわゆる季節

的な Successionを理解する上で，若干別の面での意

味があると考えるに至った。海底は赤潮生物休眠胞子

の定着場所としての意義があるということがプランク

卜ン甲殻類の一部についても同様にいえる。今までに

分っている海産の CalanoidCopepoda の resting

eggは， Tortanusforcz》atus• Acartiaの2種類 A.

clausi及び A.erythraea・Calanopia・Thompsonia・

Centropagesの6種類が今までに知られている。外

国では Acartiatonsa・Labidocera•その他 Pontella

の2種類のものが知られているO これらの耐久卵と

夏卵とは外観的な形態からは区別し難いが，耐久卵

ではすぐふ化する卵と比べて，表面がザラザラして

ごみが付いている。卵径はいずれもほとんど 100μ 

で差がない。又海産の Cladoceraについては今まで

に4種類程調べられており，その内の3種類， Penilia

• Evadne・Podonが知られている。ここに見られた

甲殻類は，全生涯をプランク卜ンで送るのではなく，

ベントス生活もしており，それらが重要な動物プラン

クトンの中にもあるということである。又瀬戸内海中

央部では，水温の季節的変動によって，プランクトンの

出現に季節性が認められる。又， Tortanus f orcipαtus 

の個体群が減る時，泥の中の卵が多くなっている

(Figure 12）。又， Calanoidaの1一種で， Acartia

clausiでも Tortanusに比べて数が多く（Figure13), 

卵の数も 106のオーダーで 300万個くらいに達するこ
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報告で，土壌中の腐植物質が植物プランク卜ンの増殖

に効果があるとされている。われわれも浜名湖の底土

から抽出したフミン酸の効果を見た（Figure11）。フ

ミン酸の化学組成は Tablel に示した通りである。

今後底質中の腐植物質の影響についても，かなり重視

する必要があると思う。

TABLE 1. COMPOSITION OF HU恥ncACID 

AND FULVIC ACID. 

Fulvic acid 
(mg/l) 

70 

0.4 

3.2 

14 

15 

Humic acid 
(mg/l) 

153 

1 

5.0 

5.0 

11 

Org-C 

P04・p

Fe-org complex 

Carbohydrate 

Phenolic compounds 

坂本（市）：底泥寄与の問題では，従来実施されて来

た実験は，生物生産に関与する機能効果の定量であっ

た。大多数の実験では，振とうによって底質を力学的

に拡散させる場合に，大量の富栄養物質が水に移行す

るのが確認されている。このような特殊の場合にしか

起こらない実験を根拠に，底質からの溶出が論じられ

て来たため，現実面でたとえば無酸素層の形成などに，

底質の寄与が過大評価されて来ているのではないか。

海底の底質中から底質問隙を通して底層水へ分子拡散

し，その後水中の生物固に取り込まれるというプロセ

スは非常に時間がかかり，時間で微分した量は僅かに

なってしまう。むしろ底質中からでなく，新しく沈降

して来た沈積物のように，水とも泥ともつかぬもの，

通称「ヌタ」が物理的に巻き上げられるプロセスが，大

増殖又は富栄養化に直接関与しているのではないか。

又，論議の対象とされている底泥は本当に泥なのかど

うか。泥というものは本当は動かないものであり，波

とか流れなどによって巻き上げられるものは，まだ泥

になり切っていない「ヌタ」である。

遠部：今までの話と少々かけ離れたことから最初に

述べたい。海底の底質中にあるプランク卜ン甲殻類の

耐久卵が，底質の汚染によってその後のプランク卜ン

の個体群の動態に影響を与えるという予測があり，そ

ういった卵の存否について若干の知見を述べる。brine

shrimpと淡水産の枝角類は共に Branchiopodaで，

その他淡水産の Copepodaは昔から restingeggを

産むことが知られており， Brachz・onus も又そうであ

［平野］(H. SATO and R. HIRANO, unpublished) 
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とが分っている。又技角類の Peniliaでは季節性が見

られ，年聞を通じて急速に減少して行く（Figure14) 

が，この原因はよく分らない。おそらく赤潮生物の発

生により沈澱が多くなることも含めて，底質の悪化が

卵の生存に影響を与えているのではないかと考えられ

る。これについて， 2・3の実験が主として Copeoda

についてなされている。たとえば Tortanusf orcipatzは

について，①底泥を卵の上にのせる，②泥の上に卵を
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Fig. 13. Seasonal cycles of abundance af the 

populations of Tortanus fore伊atusin the 

water column and their eggs in sea-bottom 

mud at a station near Sensui-jima, 

Fukuyama, Japan. (after KASAHARA, UYE 

and ONBE, 1975). ［遠部］
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Fig. 14. Seasonal cycles of abundance of the 

populations of Acartia clausi in the water 

column and their eggs in sea-bottom mud 

at a station near Sensui-jima, Fukuyama, 

Japan. (after KASAHARA, UYE and 0NBE, 

1975). ［遠部］

)( 102 

のせる，③泥を入れない，の三つの場合についてふ化

率を見ると，①の場合にはふ化しないという笠原・遠

部・上垣（1975）の結果がある。又 LANDRY(1975) 

は， Acartiaclausiでは照明下のふ化率は 23時間で

100%近くなるが，暗黒中では全くふ化せず，その後

明所に出すと30分以内にふ化する。暗黒時閣を延長し

でも同様の結果が得られ，暗黒条件がふ化を抑制する

と結論している。さらに UYE& FLEMU河GER(1976) 

は， Acartiaclausiは酸素量の多い水中でふ化率が高

くなり，ふ化率は低酸素水中へ置いた時閣の増加と共

に低下するとしているO つまり，低酸素条件が長く続

くと，卵が死ぬものと予想される。その他，少なくと

も生物にとって条件が良くない環境へ卵が産落とされ

ると，そこで卵が死滅するであろうと想像されるの

で，色々な場所でのミクロな卵の分布を調査して底質

との関係を解明したい。卵の分布量の調査例は多くな

いが，瀬戸内海中央部での結果によると，海産技角類

では 104個／m2のオーダーで存在する。伊勢湾北部で

の枝角類4種の耐久卵分布密度は，最も多い愛知県沖

で17-18万個／m2である。最も少ない四日市沖でもご

く微量で，ここでは底質は黒い還元泥となっている。

これらそれぞれの卵のふ化率を調査していないので，

生卵か否かは不明であるが，その調査と底質の組成と

の関係などの解明について，福山港を中心に研究を進

めたい。海水は動いており，卵が或る場所で死滅して

も，親が他所から移入すれば個体群は形成されるはず

であるが，閉鎖環境であれば卵が一度死滅すると，次

の個体群の回復が遅れることは当然想像される。

入江：種々の条件や状態を判別又は判定する際に，

「指標」 というものが使われるが， プランクトンの場

合，主に「黒潮水の指標種」・「親潮水の指標種」，又

は「沖合水・内湾水の指標種」などがある。現在では

底生生物程に確立されていないと思われるが，果たし

て汚染或いは富栄養環境の指標種となる可能性のある

プランクトンの種類は考えられるであろうか。これは

動物プランクトンと植物プランクトンとに分けて考え

ねばならぬと思うが，先ず動物プランクトンについて

可能性はあるか。

弘田：動物プランクトンを指標とすることは現在の

ところ難しい。山路（1956）による内湾の動物プラン

クトンの位置付けを使って，これを富栄養についても

指標性を持たせられぬものかということで話したい。

山路はいわゆる内湾度による Copepodaの出現種の相
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違を示した。それを実際に瀬戸内海や有明海など富栄

養化した水域で相違を示すことが出来るかということ

を調査している。瀬戸内海は非常に複雑であるので本

日は割愛し，有明海・八代海について主に話したい。

動物プランクトンの分布調査と富栄養化を示す化学的

な調査とを同時に行なう機会がなかなかなく，富栄養

化に対する動物プランクトンの指標性は把握し難い。

有明海では植物フ。ランクトンの増加量やリン酸の調査

から，大牟田川や筑後川の河口付近が富栄養化してい

ると考えられている。一方八代海では，富栄養化が何

処で生じているかを具体的に示すデータがないが，八

代市付近が最も植物沈澱量が多く，又 CODの値も高

いので，富栄養化海域であると考えられる。これら両

内湾で，動物プランクトンのうち一年を通じて多量に

出現する Copepodaの分布を調査した。山路が， 日

本のほとんどの内湾で最も奥部に出現するとした

Acartia clausiが，上記の富栄養海域に出現する。し

かし，現在のところ A.clausiが出現するから富栄養

水域であるとハッキリいえない。つまり A.clausiは

富栄養水域でないような場所にも出現することがあ

る。これらのことについてなお検討し，動物プランク

トン群集から富栄養化水域の指標が可能なようにした

い。一方外洋性 Copepodaの侵入状態から，富栄養化

について逆の方向からの検討も行なっている。つまり

外洋性の種類数及び個体数が多く出現するなら，タト洋

水がそれに応じて入り込んでいると考え，もし富栄養

な状態であっても外洋水でかなり薄められるであろ

う。すなわち，外洋水による富栄養化された水の希釈

という面から考えた。この方法は長期間の変化を知る

場合に使用出来よう。最後に，食物連鎖から富栄養化

を考えるというととについて述べておく。有明海では

Pの量が瀬戸内海よりも多い。 ここで Skeletonema

costatumが多く出現し， その後でそれを食うと考え

られる Oithonabrevicornisが多くなり， 180万個体／

maと Copepodaの赤潮といえる程になる水域があ

る。このような現象は，有明海では昔から 6月及び9

月頃に毎年生じているらしい。富栄養化された海域で

植物フ。ランクトンが増加し，それを動物プランクトン

が食って非常に増加するような，一つの食物連鎖を形

成しているようである。ただこの 0.brevicornisが

実際どのような食物連鎖の上に乗っているかを追跡し

ていないので，これらの点についてはなお検討した

し、。

入江：植物プランクトンではどうであろうか。ケイ

藻類を中心にしても，その他の場合でも，可能性或い

は傾向があるかどうか。

飯塚：指標種という点にこだわると，植物プランク

トンで富栄養の指標となる種類を求めることは困難で

ある。というのは，目的水域で恒常的に出現する種類

を規定することは出来ないからである。しかし指標種

ということを離れれば，最高出現量が富栄養化の程度

と関連があるように考える。目的水域の最高出現量と

平均出現量の聞には正の相関に係がある。たとえば東

京湾と大村湾とを比較すれば，最高出現量が異なる

が，これは富栄養化の程度を示したものと思う。た

だ，最高出現量のデータをとるのにかなり織密な調査

を必要とするので，その点では現実的でないかも知れ

ない。一方，ケイ藻類と渦ベン毛藻類の出現比をとる

ことも設聞の主旨に沿っている。さらには植物プラン

クトンと動物プランクトンの比率，又動物プランクト

ンの内では，有鐘セン毛虫と Copepodaの Nauplius

の比率などから，富栄養化の程度を示すヒントが得ら

れるものと考える。

入江：動物プランクトンの場合も植物プランクトン

の場合も，指標種の確立は出来ないにしても，質的・

量的な面から汚染と関連のある指標性を持たせること

が出来るとの意見であると理解する。

山路： Acartiaclausiは過去東京湾で鏡産した。当

時湾奥ではオゴノリなど数々の海藻が多量にあったと

記憶している。 A.clausiが住む厚岸湾ではコンブな

どが繁茂している。ところが最近 A.clausiが東京

湾奥に見当たらない。汚染が非常に進んで藻類の生育

しない場所では生息しないのではないか。以前から宮

津湾奥の与謝内海内部には A. clausiは出現せず，

藻類の生育と関係があるように考えている。

弘田： A.clausiは富栄養ということを考慮すれば，

一応かなり内湾にいるものと思う。天草のハマチ養殖

場の付近には， A.clausiが沢山出現する。ハマチ養

殖場は富栄養化の傾向があると思うので，そのような

ことも加味して富栄養化の一指標として使用出来るか

とも考えている。

丸茂：東京湾では湾奥に Oithonabrevicornisが

出現し，やや沖には 0.nanaが出現する。沖縄の川

平湾には 0.brevicornisが Oithona属のうちでは最

も優占する。或る種類が出現するということは，たと

えば植物プランクトンでいえば水温・塩分量・栄養塩
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類などの全体の反映であって，一つ一つの環境との対 至る 9年間，大王崎ーニューギ、ニア聞の表面水のプラ

応も不明で，まして全体との対応はなお不明である。 ンク卜ンを検鏡した結果，前の 5年間より後の 5年間

生物指標は便利である。総合的な判定が出来るといつ の方がケイ藻細胞数が増加している。又沿岸性といわ

ているが，実は大変いい加減な面もあると考えざるを れる種類が次第に外洋へ分布を拡げている。これらが

得ない。指標には種類ばかりでなく，先程の話の最高 どういう原因によるものか不明だが，貴重なデータで

出現量や比率などもよいだろう。アメリカでは群集の あると思う。同時に水温，クロロフィノレ量・栄養塩の

遷移を扱う時に，構造の側面ばかりでなく，機能の面 解析をしているが，ケイ藻に対応する結果は出ていな

の移り変わりも研究しようとしている。生物指標を大 い。次第に太平洋の植物プランクトン量が多くなって

きい規模で使うことも出来る。太平洋が富栄養化して いる。内湾の問題と外海の問題とは密接に結び付いて

いるか。沿岸の富栄養化が外洋に及んでいるかという いる。

点について少し述べる。気象庁が1967年から’75年に

4. 赤 潮 に 関連して

入江：赤潮は異常現象だが，その現象による利点は 武居：富栄養化を論ずる際の測定項目として，無機

ないだろうか。又水塊の生産力の指標といった見方は 態の N や Pを取上げ，特に Nではアンモニア.!IE 

出来ないだろうか。 硝酸・硝酸の無機三態の総和で論ずることが多かっ

遠藤：現実に赤潮による被害が出ている状況で利点 た。現在では分析手法が進歩し，溶存態有機 N (DO 

を探るのは申しわけないと思うが，先程の三次処理の N）や溶存態有機 P(DOP）の測定もなされている。

話題に関連して述べる。当分廃水のたれ流しの状況は 無機態の Pや Nは，富栄養化された水域だからとい

避けられないだろうが，この陸から疏入する栄養塩は って多量に存在するとは限らない。一方， DOPや D

赤潮が吸収している。赤潮を海のプランクトンの生産 ONは元来多量に存在する。しかも多いばかりではな

として見ると，陸上からの汚染負荷の 1.5倍くらいの く，富栄養化された海域では，大ザッパではあるがー

吸収力を示している。植物プランクトンが極く沿岸海 定した値が得られた。これら有機物は，直接プランク

域で増加し，その後沈降してしまうことによって，陸 トンの生産に結び付くと考えられなくとも，やがて無

からの栄養塩を海に広く分散させることなく，極く沿 機化されるものであると考えるなら，ポテンシャルな

岸近くで沈降させる効果があると，思っている。福山の ものとして水域の栄養素として重要であると考えてよ

場合では沿岸部分の多くは浅く，底層の無酸素化を生 いと思う。ところで，赤潮が多発する海域での 14c法

じることなく海底に沈降している。しかし広島湾では の測定値が，その海域の生産力を代表しているかどう

埋め立てが進んでいて，水深が 10～20m と急に深く かは疑問に思う。徳山湾では，絶えず赤潮が発生した

なる。そこでは赤潮が発生すると沈降する過程で分解 り消失したりを繰り返えしているが，平常時の生産力

が生じはじめ，底層の無酸素化現象が起こるであろ は 70～80mg C/m3/dayに過ぎない。この値は貧栄

う。次に，備讃瀬戸と播磨灘との関係について述べ 養海域のそれである。 10～15年前の豊前海の値と全く

る。備讃瀬戸では，一般に栄養塩は多いが，植物プラ 変わらない。ころが赤潮時には 200～500mg C/m3/ 

ンクトンは少ない。 1976年9月の例では，雨台風の後 dayであり，大規模赤潮となると 2,700mg C/m3/day 

陸から多量の栄養塩が流入した。その時備讃瀬戸では となる。ところが赤潮消失後には 70～80mg C/m3/ 

植物プランクトンは少なく，播磨灘では赤潮といえぬ dayとなる。すなわち平常時には貧栄養海域と大差な

までも Skeletonemaが大増殖していた。このように， い。

陸から流入した栄養塩を沿岸で海底に沈めることが出 入江：次に，リモートセンシングによる赤潮の予知

来なければ，遠くの海域まで汚染するであろう。或い について話題としたい。

は流出して水の停滞する広範な海域で，赤潮現象を発 宇野：リモートセンシングによる地球の探査は，近

生させると考えられる。 年特に陸域において著しい進歩を遂げ，そしてそれに
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よるかなりの成果があげられている。このような情勢 の MSSとてオールマイティな能力を持つものではな

下でわれわれは昭和52年度から，海域におけるリモー く，実際に陸域においてはかなり多用化されてはいる

トセンシング技術の開発を科学技術庁を中心として， ものの，海域にあっては一体どのような対象物に対し

海洋科学技術センター・理化学研究所・土木研究所・ て有効であるかという模索の状態にしかない。特に海

港湾技術研究所・防災研究所・（気象研究所）と共に， 域での難点は，その表層付近のみしかとらえること

「海洋遠隔探査技術の開発・研究」という大テーマの が出来ないということであるO ただ，赤潮は表層付

もとに始めた。このうち南西海区水産研究所に課せら 近を中心とした現象であるのが救われる点である。

れた題目は「赤潮の予察技術の研究」である。初年度 DUNTLEY et al (197 4）によると， Figure16に示し

においては， 8月29日から 9月6日まで香川県水産試 たように，各植物プランクトンの分光反射率は当然な

験場の協力を得て，壇ノ浦を小規模モデノレ海域に選 がら類似した波長特性を示すが，高濃度になるに従っ

び，又兵庫・岡山・徳島各県水産試験場の協力のもと て種聞の差を生じている。又，後方散乱係数について

に，播磨灘を広域モデノレ海域として，航空機による撮 はさらに差は大きくなっている。ただし，リモートセ

影と調査船による SeaTruth とを同時に行なった。 ンシングの場合には，撮影高度をあげればあげる程，

MSS （マルチスペクトノレスキャナー）とは，航空機の すなわち撮影範囲を拡げれば拡げる程，パスラジアン

進行方向を軸として回転させたミラーで，地表面や海 スと称される大気による分光特性への影響などがあ

面から反射及び放射される電磁波を走査しながら，各

バンド（11バンド）ごとに分割して磁気テープに記録

させる装置で，これまで多用されて来た MSC（マノレ

チスベクトノレカメラ： 4バンド）よりも波長帯を細分

化した10チャンネノレの反射域と 1チャンネノレの遠赤外

域を，時間的・空間的に同時に走査出来ることによ

り，さらにその効果が期待されている。 MSS調査の

概要を Figure15に示している。 しかしながら， こ

思合格祈 訴処 J~ ；ぅ

Fig. 15. Flow chart of the research of the 

red tide. ［宇野］
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り，技術面における研究と並行して進まなければなら

ない。今年度の現地調査はひとまず終わり，SeaTruth 

による試料の処理もわれわれとしては MSSにより，

表層付近で発生した赤潮種の種名（属名）とその濃度

について大まかな推定が出来れば，第一段階の成功と

考えている。

入江：最後に，今年播磨灘で発生した赤潮に関して

アブストラク卜した話を提供してほしい。

村上： 9月11日水産庁で，今回の赤潮原因究明のた

めの研究班を結成した。これは南西海区水産研究所，

香川・徳島・岡山・兵庫4県水産試験場，大学関係は

香川大学・岡市，三重大学・安達，水産大学校・小林

の諸氏が参加し，神戸の瀬戸内海漁業調整事務所が世

話役である。今までの知見で分かつているととを集約

して報告する。この赤潮に関連して， 8月28日頃から

ハマチが大量に死に始め，大きな被害を出した。発生

の頃の海洋条件は， 7月頃黒潮の接岸が紀伊水道にあ

り，中層を中心に高塩分のさし込みがあった。これが

む す

播磨灘の方に影響して比較的高塩分であった。水温は

例年に比べて 8月は低温であった。今回の赤潮の優占

種は Hornelliaであるが， marinaであるかどうかは

分からない。現状では Hornelliasp. と呼ぶ。これ

による赤潮の発生状況は，前駆的に7月下旬頃徳島県

の播磨灘海域にやや薄い濃度で発生したが，すぐ消滅

した。中旬に再び現われ，岡山県の播磨灘北西部沿岸

に波及した。その時はあまり濃度は濃くなかった。 8

月28日頃，突如として香川・徳島両県沿岸の南部海域

に赤潮が発生し，ハマチが死んで行き，その後9月 2

日くらいまでの聞に播磨灘一面に拡がった。赤潮プラ

ンクトンの濃度は最高で約 3,000個体／ml，一般に

1,000個体／mlくらいであった。現在（ 9月10日）は

ほとんど消滅し，僅かに播磨灘北部に残っている。へ

い死したハマチ約 300万尾，被害金額は30億円前後で

ある。昭和47年の同じ海域における Hornellia marina 

による赤潮では，ハマチへい死尾数は 1,400万尾，被

害金額は71億円であった。

び

入江：まだまだ談話提供と質問とを受けたいと思う 本日は一般の方々が期待したような成果が得られた

が，予定の時聞が来たので談話会をこの辺で終わりた かどうかははなはだ疑問であるが，談話提供者並びに

い。各研究者の談話には 最後まで傍聴された方々に対し，企画者としてお礼を

1. 現段階で既に定理的に確立されているもの，或 申述べる。

いは通念として認められているもの 丸茂：この談話会は，日本海洋学会・兵庫県にご後

2. 研究者の聞でまだ論義されつつあるもの 援をお願いして開催した。この席から厚くお礼を申上

3. その研究者の個人的な見解によるもの げる。なお，日本プランクトン学会では，今後もとの

など，いろいろあったと思うこれからの中の問題点が ような会合を臨機に持ちたいと思うのでよろしくお願

どこにあるかを考えるととは研究者にとって必要なこ いする。

とであり，一般の傍聴者にも必要なことと思う。
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