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【報　文】

メソコスムによる干潟生態系モデルの検証と

　　　三河湾一色干潟域の物質循環解析

畑 恭子＊1・青山裕晃＊2・鈴木輝明＊2

The　Validation　of　the　Tidal　Flats　Ecosystem　Model　Using　by

　　　Mesocosm　Data　and　the　Nitrogen　Cycle　Analysis　of

　　　　　　　　　Isshiki　Tidal　Flat　in　Mikawa　Bay

Kyoko　HATA，＊1Hiroaki　AoY曲＊2and　Teruaki　SuzuKI＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　　It　is　known　that　the　short－necked　clam　play　an　important　role　on　the　matter　cycle　in　the　tidal　flats　in

Mikawa　Bay。Therefore，even　when　modeling　suspension　feeder　that　the　short－necked　clam　represented

was　describe（1in　detail　based　on　the　in（100r　experiment　results　and　applie（1to　some　tidal　flats，excellent

repro（lucibility　was　obtained．However，we　could　not　obtain　the　goo（1repro（lucibility　about　the　Mesocosm

data　set　reproduced　by　an　existing　model　an（l　the　parameter　set　apphed　to　the　tidal　flat＄Therefore，it

verifies　an（1accuracy　of　an　existing　ti（lal　flat　ecosystem　model　has　improved　by　using　the　continuous

data　set　obtained　with　Mesocosm，and　the　in　existence　data　set　of　Isshiki　tidal　flat　in　Mikawa　Bay

calculate（l　in　the　past　was　calculated　again，an（i　both　were　compare（i．In　the　results　of　the　calculation　by

the　mod遣ed　mode1，a　higher　primary　production　and　a　faster　matter　cycle　in　the　tida1且ats　are　expressible

compared　with　a　past　model，an（1，the　characteristic　of　the（iynamic　matter　cycle　in　the　tidal　flats　is　being

reproduce（i，It　is　become　clear　that　the　ecosystem　mo（1el　and　the　parameter　to　who　improve（l　it　by　using

the　data　of　Mesocosm　being　able　to　reproduce　the　biomass　of　a　different　amual　in　a　real　sea　area，and

being　able　to〔lo　the　nitrogen　circulation　analysis．

1．はじめに

　干潟・藻場が水質浄化機能を有し，内湾水質に対して

重要な役割を担っていることが近年の研究から明らかに

なってきた。青山1）は，三河湾における赤潮と貧酸素水

塊の頻発は，流入負荷量が急増した時期（1950年代後半

～1960年代後半）ではなく，干潟域の埋立てが急増した

時期（1970年代以降）に一致する，と考察している。

1996年までに東三河で埋め立てられた干潟域1，785haが

有していたであろう濾過機能を青山・鈴木2）が三河湾一

色干潟で求めたマクロベントスによる濾過速度（140、4

Lm－2h－1）から推測すると，6．0×107m3day『1と計算

される。これは単純に計算すると，三河湾の海水量（容

積5．54km3〉を92日で濾過する速度に相当する。鈴木ら3）

は，このような底生生物，三河湾では特に二枚貝類によ

る濾過機能を失ったことが，現在の三河湾における環境

悪化の主因であると推測している。このような背景から，

三河湾では国と県の連携により大規模な環境修復事業が

行われた。これは，三河湾湾口部中山水道航路の凌洪に

より発生した620万m3の砂を全て干潟・浅場の造成と覆

砂に利用するというものであった（鈴木ら3））。干潟・

浅場造成は現在も継続しており，当面の技術的課題とし

て，効果的な造成適地の選定手法の研究，干潟地形の検

討，今後の採取が困難になる天然砂の代替材料の検討な
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どが挙げられている。このため，愛知県水産試験場では，

1999年に干潟メソコスムを含むエコシステム実験棟を新

たに設置し，これらの諸課題を解決するための研究に取

り組んでいる。

　著者らは，干潟の持つ水質浄化機能の評価手法につい

て検討しており，その中で干潟生態系モデルの構築を行

い，様々なケースについての解析を行ってきた。本稿で

はメソコスムで得られた連続的なデータセットを用いて

既存の干潟生態系モデルの検証および精度向上を行い，

過去に計算した三河湾一色干潟の現存量データについて

再計算し，両者の比較を行った結果について報告する。

2．干潟生態系モデルの概要と適用事例

　一般に海洋生態系モデルと言えば，浮遊系（水中）の生

態系モデルを指す。Kremer＆Nixon4）に代表されるよ

うな浮遊生態系モデルにおいて底生系（底泥）は境界条件

として取り扱われ，水中から底生系へのフラックスとし

て懸濁態有機物の沈降が，また底生系から水中へのフラ

ックスとして栄養塩の溶出と底泥の1）0（溶存酸素）消費が

それぞれ独立して与えられることが多い。しかし，干潟

や藻場といった生物量が大きく，浮遊系と底生系の相互

作用がその系の成り立ちそのものを支配しており，かつ

人間活動の影響を受けやすい浅場における物質循環を考

える場合，底生系を考慮しないわけにはいかない。現実

に三河湾では干潟・浅場の埋め立てにより，浮遊生態系

に重大な変化が現れている・このため，従来用いられてき

た浮遊生態系のみを考慮したモデルではなく，底生生態

系についても解析することのできるモデルが必要となる。

　著者らの干潟生態系モデルは，オランダの潮汐干潟Ems－

Dollard　Estuaryを対象としてBaretta　and　Ruardij5）に

よって開発された生態系モデルをもとに，循環物質を炭

素から窒素に置き換え，千葉県の盤洲干潟（（社）日本水

産資源保護協会6），Hata砿謡7〉，畑ら8）），三河湾の一

色干潟（鈴木ら9））の物質循環を解析することを目的と

して開発したものである・著者らの干潟生態系モデルに

おける各構成要素間の物質（窒素）循環経路は図一1に

示す通りである。本モデルは，ボックスモデルであり，

浮遊系，底生系ともに同一面積の海底面で接するボック

ス分割を行っている。鉛直方向に関して，水柱について

は1層としているが，堆積物内については好気層と嫌気

層の2層を考慮しており，各層厚は実測値をもとに設定

している。また，底生系内のマクロベントスについては，

その食性から懸濁物食者，堆積物食者，肉食者，腐肉食

者，植食者等に分けられていることが特徴的である。生

物のモデル化の例として，懸濁物食者の定式化について

Appendixに示す。

　干潟生態系モデルの計算結果は，図一1の構造図にお

ける四角で表された現存量と矢印で表された物質フラッ

クスの数値として出力される。現況再現性は，実測され

ている現存量やフラックスと計算結果を比較することに

より確認される。生態系モデルの計算結果は，その解析

目的に応じて様々な角度からとりまとめができる。以下

に，その例を示す。

　1）対象海域の水質浄化機能の定量的評価（自然干潟，

　　人工海浜，護岸等の比較：（社）日本水産資源保護協

　　会6），Hata砿αゐ7），畑ら8〉）

　2）対象生物の系における役割の評価（アサリ，アマ

　　モ，ホッカイシマエビの役割と漁獲の役割：鈴木ら9〉，

　　Hata　and　Nakatalo））

　3）環境の変化と生態系の相互作用の評価（貧酸素化

　　が引き起こす負のスパイラルの再現：鈴木らm）

　4）環境創造・修復のツールとしての適用（干潟・藻

場・砂浜造成の最適配置の検討l　Hata鉱α乙12））

3．メソコスムを用いた干潟生態系モデルの精度

向上

　愛知県水産試験場が有するエコシステム実験棟内のメ

ソコスムは，干潟条件（潮位変動，潮汐流，波，風，地

盤高，底質等）を再現する大型の水理実験施設である

（写真一1）。1999年の稼動以降，異なる粒径の砂，異な

る地盤高等，条件を変えた“人工干潟”に地先の海水を

潮汐周期に同調して導入し，人工的に干潟を造成した場
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図一1　生態系モデル構造図
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写真一1　干潟メソコスム実験施設

合の底生生態系の遷移や稚貝の着底状況等を連続的に観

測している・メソコスムにおける‘‘人工干潟”の底生生

態系の遷移は，実際の海域に造成された干潟とは異なる

ものではあるが，干潟と外部との物質収支がほぼ完全に

把握でき，水・底質や底生生物群集の観測頻度や観測結

果の代表性が高いことが大きな利点である。

　このメソコスムにおいて連続的に観測した異なる二つ

のデータセットを用いて，既存の干潟生態系モデルの精

度向上を行った。モデルの検証は2回に分けて行った。

1回めは，1996～1999年の三河湾一色干潟の調査結果の

再現に用いたモデルとパラメータを2000～2001年のメソ

コスム・データに適用し，改良を行った13）。2回めは，

先のメソコスム・データで改良したモデルとパラメータ

を2002～2004年のメソコスム・データに適用し，モデル

の検証と一部モデルの再改良を行った。

　当初，実海域で再現に用いていたモデルとパラメー

タでは，メソコスム・データを再現することはできなか

った（図一2（1）〉。既存モデルは，三河湾の干潟域を対

象として構築されており，マクロベントス現存量，特に

懸濁物食性マクロベントスが圧倒的に優占する系を再現

していた・このため，系内の物質循環の主な担い手であ

るマクロベントスに関するモデル化は詳細に検討されて

いたが，バクテリアや付着藻類のモデル化については，

問題点が目立たず曖昧な部分が残されていた。メソコス

ムでは，実海域ではイベント等で継続性のあるデータを

取得することが困難な付着藻類やバクテリア等‘‘小さい”

生物の現存量データが継続性を持って取得することがで

きるので，これらに関するモデル化の改良を行い再現性

の向上を図った。その結果図一2（2）に示すような良

好な再現性が得られた。

　ここでは図は示さないが，2回めの改良では，1回め

の改良で構築したモデルとパラメータを異なる年次のメ

ソコスム・データに適用した結果，チューニング・パラ

メータを細かく設定することなく概ね実測値を再現する

ことができた。このように，同じ場の異なる年次のデー

タを再現できることが，生態系モデルの検証にとっては

非常に重要な意味を有する。

　改変したモデルで計算された結果では，従来のモデル
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と比べて，干潟域におけるより高い基礎生産と・より速

い物質循環を表現している。

4．一色干潟域の物質循環解析

　メソコスムで改変を行った干潟生態系モデルを用いて，

過去に行った計算を再度行い，両者の結果を比較した。

再計算の対象としたのは，鈴木ら9）による三河湾一色干

潟の事例である。これは，1994年6月と1984年7月の一

色干潟における現地調査結果について干潟生態系モデル

を用いて窒素循環解析を行い，両者の現存量の差異が窒

素循環においてどのような違いを生じさせているか評価

したものである。鈴木ら9）が用いた底生生態系モデルは，

底生系のみの生態系モデルであり（図一3），浮遊系に

関しては境界条件扱いとしている。このため，浮遊系で

の基礎生産については，既存のボックスモデル解析結果

を用いて評価している。

　鈴木ら9）の窒素収支を図一4に，改変したモデルを適用

した結果を図一5にそれぞれ示した。各図の右側に示し

てある周辺海域に対する一色干潟域の窒素収支の傾向自

体は，両者に違いはなかった。すなわち，1994年6月は

有機物がシンク（浄化），無機栄養塩はソース（負荷），

総窒素ではシンクであり，1984年7月は有機物がシンク，

無機栄養塩もシンク，総窒素もシンクであった。1994年

と1984年の収支傾向の違いは，いずれのモデルにおいて

も大型海草・藻類現存量の差によるものである。現在の
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図一3　鈴木ら9）のモデル構造図

一色干潟は懸濁物食者が優占し，これによる水中懸濁物

の除去が有機物のシンク化をもたらし，排泄が無機栄養

塩のソース化をもたらしている。1984年は排泄された無

機栄養塩を大型海草・藻類が摂取しているため，無機栄

養塩についてもシンクの場となっている。

　1994年6月に1984年7月の海草・藻類現存量をつけた

ケースや海草・藻類の取り上げ速度を変えたケース等，

鈴木ら9〉と同様の感度解析についても，結果は同様の傾

単位、m酬／m2／日

1994年6月

〔浮遊系｝

アサりの漁獲

アオサの漁獲

アサリの漁獲

単位踊gN〆m2／目

（※1：底泥から栄養塩を取り込むように改変）

（※21底泥間隙水中に排泄するように改変）

図一4　一色干潟域における1984年7月および

　　　　1994年6月の窒素収支（鈴木ら9）を再作図）

単位；mg》m2／日

アサリの漁穫

嶺位：m理N／皿2／日

　図一5

アオサの漁獲

アサリの漁獲

一色干潟域における1984年7月および

1994年6月の窒素収支（モデル改良後）
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向を示した。このことから，メソコスムのデータを用い

て改良した浮遊系と底生系の結合生態系モデルとそのパ

ラメータは，実海域における異なる年次の窒素循環をよ

り正確に再現できるようになったことが明らかとなった。

5．干潟生態系モデルの課題と今後の展望

　浮遊系と底生系，対象海域によっては表在系を結合し

た生態系モデルについて，適用例も含めて述べてきたが，

現在のところ，適用の目的としては，現状の場における

物質循環や，その結果発現される水質浄化機能の定量的

な評価が中心である。本モデルは，構成要素が窒素等元

素量として表現された現存量変化モデルを指す・生物構

成要素についても現存量変化のみを取り扱うため，種組

成や年齢（ステージ）については考慮していない。また，

マクロベントスについては，主に食性によって数グルー

プに分けて構成要素としており，一つの構成要素は一つ

の現存量で表し，一種類の代謝活性速度（摂餌，呼吸，

排泄，排糞，死亡速度等）が適用される。このため，懸

濁物食者として一括りにされた二枚貝類はアサリであっ・

てもバカガイであっても区別はできない。ただし，アサ

リとカキ，シジミとホトトギスガイのように，生活様式

や代謝活性が明らかに異なり，その種類の現存量の増減

による物質循環量の変化がその生態系にとって非常に重

要である場合には，別々の構成要素として取り扱う。従

って，種構成や年齢構成の変化を本生態系モデルで表現

することはできず，このため，外部環境の変化に応じた

生態系の遷移が予想される場合の“将来予測計算”には

使用できないと考えられる。この問題については，今後，

干潟や藻場等を造成した場合の経過モニタリング調査結

果の知見を集積することによって，ある範囲内での予測

能を付加できる可能性はあると考えられる。

　また，今後の展望に関しては，次のようなッールとして

生態系モデルを用いることが可能であると考えている；

　1）水産水域環境に配慮した環境修復支援ッール

　　　干潟・藻場の造成による，水質（貧酸素化）改善お

　　よび水産資源への正の効果をモデルを用いて検討する

　2）環境行政における政策支援ツール

　　　流入負荷量を減らしても湾内水質が改善されない

　　現状を踏まえ，湾内の浮遊系一底生系相互作用を

　　考慮したモデルを用いて汚濁メカニズムの解明を行

　　い，有効な対策を検討する

　3）放射性各種，有害物質の運命予測支援ツール

　　　生物濃縮を考慮した，浮遊系および底生系におけ

　　る放射性各種等のふるまいについて検討する

6．　さし、こ！1こ

　著者らは1995年より三河湾の干潟域を対象とした干潟

生態系モデルの構築を行ってきた。三河湾の干潟域にお

いては，二枚貝が物質循環の駆動源であり，非常に重要

な役割を担っていることが知られている。このため，ア

サリが代表する懸濁物食者のモデル化については，室内

実験結果等をもとに詳細に記述し（参考として文末に懸

濁物食者のモデル式を示す），異なる干潟域に適用した

場合でも良好な再現性が得られていた。しかし，干潟域

に適用していた既存モデルではメソコスム・データを再

現できず，その原因が実海域では見過ごしていた“小さ

な”生物のモデル化の稚拙さにあったことは，干潟生態

系モデルを見直す良いきっかけとなった。結果的には，

メソコスムデータで改良したモデルは，従来モデルで解

析した物質収支結果とほぼ同じ傾向を示したが，その精

度は格段に向上した。

　また，干潟生態系モデルの実用化には，データの取得

に制約がある，あるいは一過性のイベントによって環境

が激変するような現場観測だけでは不充分であり，定常

的環境が維持でき，観測頻度が十分に確保できるメソコ

スム実験が極めて重要な施設であることがあらためて確

認された。
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Appendix　懸濁物食者（アサリ）の定式化

4BSF＝BS1．BSF－BS2・（BS1・BSF）一βS3・BSF
　漉

　　　　摂食　　　　　排糞　　　呼吸・排泄

　　　一BS4・BSF－BS5・βSF－BS6BSF＋BS7

　　　　　死亡　　　漁獲　　　産卵　　加入

　　　　一勉θ4薦on10S3θ5＞

　摂食（BSI・BSF）

　　BS1＝FZL・RFIL・zFOO1）bヅ

RFIL：摂食量から擬糞を差し引いた正味の摂食量の割

　　合（一）。今はRFIL＝1

πL：全摂餌速度（日一1）

　　FIZ，＝FFIL・CORO7・FOO1）δεプ

FFIL：体重依存を考慮した濾過水量（m3・gN－1・日一1）

　　FFIL＝vO7。COE陥ヅ。∫0797（T）

vO7：基準BSFlgN当たりの濾過水量（In3・gN－1・日一1）

COR附：βSFの体重依存項。今はCOR既げ＝1

　　　　　　　『一〇・32
　　CO1～陥げ＝
　　　　　　　隔r－032

四：各ボックスのBSFの平均体重（g．dry／ind）

晩f　l　vO7の濾過水量を実現する基準BSFの体重（g。dry／

　ind）

！0797（T）1温度依存項

　　∫0797（T）＝exp（Q10σ6ヅ・（T－25））

CO1～07：二重濾過効果を考慮したときの濾過量にかかる

　　係数（一）（Bareゼta　and　Ruardij，1988）

　　C。R。7＝（’一θ一⑳，。。沁＝F肌・BSF

　　　　　　　ωアo　　　　　　凧1砂

吻の1浸水時干潟上の平均水深（m）

FOOPゐヅ：BSFの全餌料（FOO1）わげ＝PP盟＋PPOノ〉）

zFOO1）δヅ：一日あたりの餌料摂取の最大値に関する制限

　　が・・Pδげ・min［・銘・・肌。辮撫SF］

一SF＝P呵（丁赫0）・BSFl

PU％げ：食物摂取の上限に関する係数（日一1）

　排糞（BS2・（BS1・BSF））

　排糞速度は摂餌速度に下記により求まるBS2を乗じて

求められる。

　　BS2＝（1－ASS乃ヅ）

　呼吸・排泄（BS3・BSF）

　呼吸による減耗BS3は摂食量による依存分と現存量に

依存するものからなる。

　　BS3＝ん昭S嬉・BSI
　　　　＋RRESわヅ・exp　（Q10Rわヅ・（T－26．2））

　死亡（βS4・BSF）

　死亡による減耗BS4は自然死亡と低1）0等によるスト

レス死の和として算出する。

　　BS4＝ルfORTわげ・exp（Q10鋤ヅ。T）3かε33＿灘oπα1めノ

　　3かε3s＿η20πα1めノ＝S距fO1～Tゐ‘ザ・∫（9かoo9θn）

　　Sル廼01～Tわ6ゲ＝2，0

　　　　　　　　　　　（9か・・98n／船）exp
　　∫（8加09θη）＝1．0－
　　　　　　　　　　LO＋（膨・9召n／盈s）exp

9か009θπ＝

紛6騨＋肋s・（・つ規フ農響κγ）

　　　　・（POf伽1α伽≧50％）

功oo9θn

　　　　・（50％くPO5伽1α伽＞15％）

　　　　　　　　　　（T／κ㈱〉e即丁
9砂‘09θn－1「min躍S・

　　　　1．〇＋（TZK吻）expT

・（Dρ』3伽～α伽≦15％）

　　彦s＝1．5％，exp＝8

　　1「汐1毎s＝0．05％日一1，Kγ＝0，5％，，

　　1「minπ3＝1．5％日一1，Kfε3nヵ＝25deg726，exp　T＝5

　　　　　　　　（詳細については，青山ら（2000）参照）

　漁獲（BS5・BSF）

　漁獲速度BS5（日一1）は現存量に対する比率として与

える。

　　βS5＝撫7∂雄

　産卵（BS6・BSF）

　　BS6＝7SR4隅ヅ・zS毘聯ヅ

7S丑4聯ヅ：懸濁物食者の相対年問産卵速度（年一1）

　　zsn4聯ヅ＝6sn4聯ザ

oS丑4聯ゾ：産卵曲線の補正型を得るためのパラメタ（一）

ψ7初gn4yわヅ，ακ枷n几4％ヅ：年2回の産卵ピーク時期

　　（日）　（Baretta　and　Ruardij，1988）
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