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新潟県下越陸棚域海底における泥底及び砂底の底質硬度と
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Characteristics of the bottom sediment are important factors for burrowing benthic animals. Several 

types of indices have been proposed to evaluate the sediment characteristics. however. relationships 

between these indices have rarely been considered and inconvenience due to problems related to the 

inability to conversion between these indices is increasingly recognized. The aim of this study is to seek 

practical candidates for conversion between physical property indices and hardness indices. As the phys-

ical property indices. water content. actual density. true density and mud content were obtained from 

samples of marine bottom sediment from 50-100m depth offshore of the Kaetsu region. Niigata 

Prefecture. Three kinds of hardness indices measured by a digital force gauge (DFG). a vane tester 

(VT). and a penetrometer (PE) and the ignition loss were obtained from the same sediment samples 

and their relationships investigated. For muddy sediment samples. measurements of DFG showed signifi-

cant correlations with several other indices. while measurements of PE did not show any signi五cantcor-

relations with these physical property indices. Thus. estimation from the physical property indices should 

focused on DFG measurements within the three hardness indices. The other hardness indices (VT and 

PE). however. have a feature to represent the hardness at the marginal surface layer of the sediment. 

which is more important for shallow burrowing benthos. For sandy sediment samples. more samples 

should be inc1uded in further analyses to detect significant relationships between the indices. 

1. 緒 冨Z
Eコ

度に一定の関連が認められ，底質の硬度の変化から漁場

の底泥を耕恕する間隔を取り決めるなどの対策がマニユ

堆積物底に生息する底生生物にとって，堆積物から構 アル化されつつある3)。砂浜海岸の汀線域においては表

成される底質の硬度は底質中への埋在の可能性を規定す 層の砂の閲隙水が波浪のサイクルに同調して飽和状態

る基本的な環境要因の一つである。干潟では底生生物に (冠水)と不飽和状態(干出)を繰り返しており，これ

よる底質への潜砂や営巣が，サクションの変化に連動し に伴う硬度の変動が底生生物の潜砂の可否に大きく影響

た底質の硬度に規定されていることが明らかとなってい していることが証明されている4)。また，泥底では底質

るO.2)。また，湖沼ではシジミ類の好適漁場と底泥の硬 の粒度組成と底生生物の分布に関連性がない場合でも，
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その硬度は底生生物の分布傾向を示す有効な指標となる

と考えられている5)。

一方，これまでに底質環境の一端として測定されてき

た合水比や含泥率など，底泥の様々な物理的性質の指標

(以下物性指標)と硬度との関連については調査研究が

十分に行われていなし、。例えば，中央太平洋海盆の深海

域での海底堆積物の調査事例では6)，鉱物資源調査の基

礎資料収集を目的としているため試料の採集水深は数千

m，採集した堆積物の厚さは数mで，底質硬度や物性指

標の解析も数十cmの単位で、行われており，底生生物の

生息環境の考察に調査結果を応用できない。また，港湾

区域とその周辺域で底泥の硬度が測定された調査例もあ

るが7)，海域毎に 1点のみの底泥採集であるためにその

調査結果に基づいて海域全般の底泥の硬度及ぴ物性指標

の分布傾向を把握し，漁場環境や餌料環境を解析するこ

とは難しい。

しかしながら近年になって，富山県により富山湾内の

底質の物性・化学指標及び硬度が測定され，総合的な漁

場環境の解析と考察が行われ始めた8)。また，新潟県に

おいて機船曳き小型底曳網の漁場である水深100m付近

の陸棚域泥底の底質の硬度が測定され，その値が餌料生

物の密度に影響し，ひいては有用魚種の成育場の成立に

大きく関わっている可能性が示されている5).9)。したが

って，底泥の硬度指標と物性指標との関係を明らかにす

れば，底泥の物性指標を調査することによって漁場環境

や餌料環境の適否の判断に重要な海底表面以下十数cm

レベルの層の底泥条件の解析に大きく資することになる。

底泥の硬度指標と物性指標の聞に相関が認められれば，

過去に行われた物性指標の調査結果から底泥の硬度指標

の長期変動を推定することも可能となる。

一方，筆者らは現在，デジタルフォースゲージ(海底

表面から5cmの深さまでの貫入に要する力)，ベーンテ

スター(海底表面から5mmの深さまでのせん断抵抗)， 

汚泥用硬度計(頂角44.5
0

，高さ55mm，質量107gのコー

ンを海底表面から自重で貫入させ，貫入抵抗を計測した

値)を用い底泥の硬度を測定している。しかしながら各

硬度計の聞で測定するメカニズムが異なっているため4)， 

各硬度計の測定値と物性指標の値とを対比し，各硬度計

の硬度指標の相互関係，及び硬度指標と物性指標との関

係性を明確にする必要がある。

前述の富山湾における詳細な調査によって，筆者らが

用いている 3種の硬度指標のうち汚泥用硬度計4)の測定

値と物性指標との関連が明らかとなったが8)，残りの 2

種の硬度計の測定値と物性指標との関連，及び硬度指標

相互の関連は不明のままである。また，含水比と硬度指

標との関係について，実測値に基づいた解析は行われて

おらず，砂底・砂泥底の底質の粒度組成と硬度指標との

関係についても全く検討されていない。

本研究では新潟県の重要な底曳漁場である陸棚域泥底

の調査において得られた含水比，合泥率等の物性指標と

3種の硬度指標を比較することにより，物性指標と硬度

指標との関係を明らかにするとともに，底質環境におけ

る硬度指標の意義を検討した。さらに，砂質堆積物主体

の定点においては，硬度指標の傾向を把握するとともに，

底質の粒度組成に関連する指標との関係を明らかにする

ことを試みた。また，これらの結果から，陸棚域におけ

る好適漁場環境及び餌料環境の要素として，硬度指標の

応用の可能性を検討した。

2. 材料及び方法

2006~2008年の夏季に新潟県下越陸棚域の水深50~

100mの海域において (Fig.l)，水産総合研究センタ一

日本海区水産研究所の漁業調査船「みずほ丸(156t)J 
によって計44点採集した海底泥を分析試料とした。採泥

にはスミス・マッキンタイア採泥器(採集面積1120m2)

を用い，船上で日本電産シンポ社製デジタルフォースゲ

ージの防水改造型(以下DFG)，オランダEijkelkamp社

製Pocketvane tester (以下VT)及び側大起理化工業

社製汚泥用硬度計(以下PE)の3種の硬度計によって

採集した底泥の硬度を測定4).5) した後，一部を凍結して

研究所に持ち帰り物性指標の分析に供した。物性指標の

分析項目は含水比，実比重，真比重，含泥率とした。含

水比は検体の水分重量を回相重量(乾燥重量)で除した

値に100を乗じた百分率で算出した。実比重は底質試料

の総重量をその総容積で除することで算出し，真比重は

38。

Sampling Stations 
-r: August in 2006 

X: September in 2007 

~: August in 2008 

H 

E 
Fig.1 Location at offshore of the Kaetsu region 

north of Niigata Prefecture. 
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Table 1 Pearson correlation and Spearman correlation of all indices~ 

Pearson correlation coefficient 
Mud DFG 

Co(n%te) nt (N/5cm) 

Mud Content (%) 1.000 

DFG (N/5cm) -0.153 1.000 

VT (kPa) -0.485 0.078 
PE (kPa) -0.241 0.107 

Water Content (%) 0.423 -0.460 

Ignition 1.oss (%) 0.457 -0.450 

Actual Density (g/cm3) -0.459 0.492 

True Density (g/cm3) -0.201 -0.063 

Spearman correlation coefficient 
Mud DFG Content (N/5cm) (%) 

Mud Content (%) 1.000 

DFG (N/5cm) -0.371 1.000 

VT (kPa) -0.265 0.203 
PE (kPa) -0.165 0.053 

Water Content (%) 0.614 -0.461 

Ignition 1.oss (%) 0.533 -0.425 

Actual Density (g/cm3) -0.620 0.465 

True Density (g/cm3) -0.145 -0.146 

VT PE Water Ignition Actual 

(kPa) (kPa) Content 
盟i

1.000 

0.504 1.000 

-0.258 -0.185 1.000 

-0.339 -0.173 0.661 1.000 

0.240 0.187 -0.983 -0.650 1.000 

0.061 0.026 -0.245 -0.205 0.184 1.000 

VT PE Water 
IgL(m%ous) s on 

Actual True 

(kPa) (kPa) Co(n%te) nt densmit勾y (dze/ncsmlt勺y 
~ 

ritical value (n=39，two tail) 

0.05 0.317 

1.000 

0.531 

-0.253 

-0.418 

0.251 

0.078 

0.01 0.410 

1.000 0.005 0.444 

-0.018 1.000 

-0.012 0.838 1.000 

0.012 -0.999 -0.842 1.000 

-0.126 -0.078 -0.095 0.085 

200 

1.000 

国相重量を固相容積で除することによって算出した。ま

た，物性指標ではないが強熱減量も併せて測定した。強

熱減量については，試料の乾燥重量を計測後550'C6時

間の加熱を行い，加熱後の重量の減少分を重量百分率で

0.1%の単位まで算出した。

44点のうち，含泥率が80%以上の39点を泥底とし，

Pearson correlation及び、Spearmancorrelationを用いて

底質の硬度及び物性指標の測定値聞の相関の有無を調べ

た。含泥率が30%以下の残り 5点('06~'08の岩船沖水

深100mと'06，'07の新川沖水深90m) は砂底とし，底質

の粒度組成の分析を行って硬度との関係を考察した。粒

( 
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度分析は， Wentworth101の粒径区分及び、Krumbeinlll Penetration r邑sistance(N/5cmdepth) 

によって定義されたφスケールに従い，粒径2mm以上を Fig.2 Re1ationship between DFG measurement and 

機(ゆくー 1)，2~lmmを極粗砂 (φ-1~O) ， 1 ~ 112mm water content. 

を粗砂 (cbO~ 1)， 1I2~ 1I4mmを中砂(ゆ 1~2) ， 1/4~ 

1I8mmを細砂 (φ2~3) ， 1I8~ 1I16mmを極細砂 (φ3~ 15 

4)， 1/16~11256mmをシルト (çb4~8) ，それ以下を粘

土としゅ>8)，各分画について重量百分率を算出した。

また，中央値Mdφをゆ50と定義し，平均値Mφをゆ き10

16+cb84)/2， 旬汰度σ併を(ゆ84-cb 16) /2，歪度α併を

(Mcb一φ50)/σゆで、算出した。

3.結果

Tab1e 1に泥底の全ての測定項目についてPearson

correlation及び、Spearmancorrelationの結果を示す。

Pearson correlationを用いた硬度の指標 3種と物性指標

及び強熱減量との相関の解析では， DFGで含水比，強

熱減量，実比重との問に有意な相関が見られた (p<

0.005， Fig.2-4) 0 VTは含泥率との問に有意な相関が見

曲
目
。

E
D
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μ

一E
凶

r=-0.4500237(p(0.005) Pearson 
r=-0.4247126(pく0.01)Spearman 
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Penetration resistance(N/5cm d邑pth)

Fig.3 Re1ationship between DFG measurement and 

ignition 10ss. 
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measurement. 
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Mud content (目)
Relationship between mud content and VT 
measurement. 

Fig.5 

で，強熱減量は実比重との聞で有意な相関が見られた

(p<0.005)。また，含泥率と含水比の聞にはp<O.Olで有

意な相関が見られた。 Spearmancorrelationの結果は，

Pearson correlationの結果と概ね同様の傾向で、あったが，

合泥率と DFGì~U定値の聞にp<0.05で有意な相関が見ら

れること (Fig.8)，含泥率と含水比の聞にもp<0.005の

有意な相関が見られること，逆に含泥率とVTとの聞に

有意な相関が見られないこと， DFG測定値と強熱減量

の相関はp<O.Olであること， VTは強熱減量との聞にp

<0.01で有意な相関が見られること等の相違が認められ

た。

Table 2に砂底 5定点の物性指標と硬度指標を示す。

これら 5定点では，物性指標に比べ硬度指標の変動が大

きく，物性指標自体の変動が泥底の定点に比べ小さかっ

た。 Fig.9に砂底 5定点の粒度組成を示す。粒度組成の

パターンは'06新川沖水深90m，'08岩船沖水深100m2点

と" 06岩船沖水深100m，'07新川沖水深90m，岩船沖水

深100m3点の 2パターンに大別できた。 Table3に砂底

5定点のゆスケールにおける諸元を示す。各数値の聞

に粒度組成のパターンほど明瞭な差は見られないが， '06 

Fig.8 

1.5 0.5 1.0 

Vane test (kPa) 
Relationship between ignition loss and VT 
measurement. 

-s 
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Fig.6 

られ (p<0.005)，強熱減量との閑にp<0.05で有意な相

関が見られた (Fig.5，6) 0 PEは，全ての測定項目との

聞に有意な相関が見られなかった。硬度指標相互では，

VTとPEとの問に有意な相関が見られた (p<0.005，

Fig.7)。物性指標及び強熱減量では，含泥率は強熱減量

及び実比重との間で，合水比は強熱減量と実比重との間
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Table 2 Physical properties of the five sandy samples. 

06Iwafune 06Sinkawa 07Iwafune 07Sinkawa 08Iwafune mean土stddev
100m 90m 100m 90m 100m 

100 

90 

80 

70 

60 

f百)、宅 50 

40 

30 

20 

10 

o 

Mud content (%) 14.600 

DFG (N/5cm) 1.170 

VT (kPa) 0.000 

PE (kPa) 1.190 

Water content (%) 40.600 

Ignition loss (%) 1.700 

Actual density (gl cm3) 1.801 

True density (g/cm3) 2.669 

O ・・ 06 Iwafune 100m 
<>:'06 Sinkawa 90m 
口:'07 Iwafune 100m 
ムソ 07Sinkawa 90m 
可7:'08 Iwafune 100m 

O 

く-1-1-00-1 1-2 2-3 3-4 4-8 >8 
φ 

20.700 

5.820 

0.980 

4.530 

43.300 

2.100 

1.785 

2.704 

Fig.9 Particle size distribution of the five sandy 

bottom stations. 

新川沖水深90m，'08岩船沖水深100mの2点で、は歪度の

値に低い傾向がみられた。

4.考察

3種の硬度指標と一般的な底質分析項目との聞の相関

では， DFGが最も多く相関が認められ， VTがそれに次

いだ。 PEについては今回測定した 5項目の底質分析項

目のいずれに対しでも有意な相関が認められず，独立性

の高い指標であると考えられた。また 3種の硬度指標

に最も影響することが予想された含水比は， DFGとの

問に有意な相関が見られるにとどまり， VT， PEとの聞

に深い関連が認められなかった。 DFGでは海底表面か

ら5cmの深さまでの貫入に要したカを測定しているのに

対し， VTは海底表面から5mmで、のごく浅い層で測定し

ている。 PEでは測定途中に硬い層で貫入が止まってし

まう事例がある。また，本調査では採泥時，海底表面に

陸上植物由来と思われる有機物が多く堆積している事例

がよく観察されている。当該海域における堆積有機物の

安定同位体比の分析によれば信濃川・阿賀野)11からの多

量で広範囲にわたる陸起源物質の供給が示唆されてい

る12)。従って， DFGでは測定した土塊全体の合水比が

良く反映されているが， VT， PEでは土塊全体よりも海

底表面に近いごく一部，とりわけ堆積した有機物層の物

性が反映されたために含水比との相関が認められなかっ

た可能性がある。 VTと強熱減量との聞や， VTとPEの

17.700 16.000 13.100 16.420:t 2.626 

2.710 2.390 4.560 3.330:t 1.652 

0.200 0.590 0.780 0.510:t 0.362 

5.530 3.190 3.190 3.526:t 1.463 

35.600 32.700 34.400 37.320:t 3.984 

1.700 1.700 1.800 1.800:t 0.155 

1.858 1.904 1.868 1.843 :t 0.044 

2.676 2.704 2.664 2.683:t 0.017 

Table 3 Profile inφscale of the five sandy samples. 

φ84 φ16 φ50 M.t σゆ αφ 

06IwafunelOOm 3.737 1.396 1.773 2.566 1.171 0.677 

06Sinkawa90m 5.059 1.474 2.423 3.266 1.792 0.471 

07Iwafune100m 4.474 1.000 1.610 2.737 1.737 0.649 

07Sinkawa90m 4.059 1.184 1.725 2.622 1.437 0.624 

08IwafunelOOm 3.059 0.474 1.531 1.766 1.292 0.182 

聞にp<0.05の相関が認められる現象も，海底表面にお

ける多量の有機物の存在が両者の硬度指標に影響してい

ることを示唆している。

これらの結果は，物性指標によってVT，PEの値を推

定することが困難であることを示している。採泥時に 3

種の硬度指標を測定しても概ね 1分以内で完了できるこ

とを考え合わせると，今後も泥底の硬度測定においては

3種の硬度指標の測定を継続することが望ましいと結論

づけられた。

一方で，富山湾における調査結果では， PEと含泥率，

強熱減量， CODとの関に相関が見られており 8)，本調査

結果と大きく異なる。富山湾の調査点において底泥表面

に陸上起源の植物片等の有機物が堆積していないとすれ

ば，本調査結果との差異の原因となっている可能性があ

る。また，富山湾の調査では砂底・砂泥底と泥底の定点

を区別せず解析を行っているため，本調査と異なる傾向

が見られた可能性もある。この富山湾の調査結果では，

PEとマクロベントスの密度及ぴ均等性指数との聞に相

関が認められたが， PE及びマクロベントスの密度がと

もに高い 1定点を解析から除くと相闘が見られなくなる8)。

この定点はPEが最も大きく平均の20倍の値を示す，砂

底で湧き水がある，マクロベントス密度が最も高く平均

の約 5倍の値を示す等の特徴を合わせ持つ。したがって，

砂底及ぴ泥底におけるPEとマクロベントスの生息密度

や均等性指数との聞の相関の有無についてはまだ検討の

余地がある。今後，各地でPEと物性指標に関するデー

タを収集し，これらの相関の有無を明らかにする必要が

ある。

DFGについては底質の一般的な物性指標との聞に一

定の相関関係が見られることから，過去に陸棚域泥底で

調査された含水比，強熱減量，実比重を用いてDFG1i直

を推定し，漁場環境の時間的変化を検討することが可能
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となろう。当該調査海域周辺では，林13)や新潟県水産

試験場14) により詳細な漁場環境調査が行われており，

上記相関関係に基づいて同調査報告書に示されている含

泥率や強熱減量の値からDFG値を推定できょう。

以上のように，泥底では 3種の硬度指標それぞれに底

質環境の物性指標である一般的な分析項目との関係性が

異なっていた。今後はその特性をさらに詳細に把握し，

3種の硬度指標と底質の一般的な分析項目を組み合わせ

ることによって，特に採泥された土塊全体と底表との底

質環境の相違等に関して新たな観点での解析が期待でき

る。

一方，砂底定点においては硬度指標が大きく変動して

いた。この現象は，砂底において硬度が底質の一般的な

分析項目とは異なる要素との関連を反映している可能性

が高い。当該海域では，これまでにもDFGが泥底より

砂底で高い値となることが知られている5)。今回の砂底

の測定事例において粒度組成や粒度組成を特徴づける指

標，とりわけ歪度が低い値を示す定点でDFGが高くな

る傾向が示唆されている。今後砂底における調査事例を

増やし， DFGと粒度組成との関連性について解析を継

続する必要がある。

5.要約

新潟県下越陸棚域の水深50-100mの海域において，

底質環境の物性指標である一般的な分析項目(含水比，

実比重，真比重，含泥率)及び強熱減量と 3種の硬度

指標との関係性を調査した。泥底においては 3種の硬度

指標のうち， DFG測定値で最も多く相関が認められ，

PEについては全く相関が認められなかった。これらの

結果は，測定器毎に土塊全体あるいは表層のみ等測定範

囲の相違が影響していると考えられ 3種の硬度指標が

異なる傾向を持つことが実測レベルで明らかとなった。

今後も 3種の硬度指標を併用して底質環境を詳細に把握

する必要がある。また，調査海域で 5定点認められた砂

底では，底質環境の物性指標の値が殆ど変動していない

にもかかわらず3種の硬度指標の値は大きく変動してい

た。砂底では粒度組成に関する指標との関連が示唆され

るため，早急に知見を蓄積してこれを明らかにする必要

がある。
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