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東京湾内湾の底層における

最近20年間の貧酸素化の変動傾向

大畑聡

Long Terrn Trends of自ypoxiain Last 20 Years 

in the Bottom Layer of Tokyo Bay. 

Satoshi OHATA 
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はじめに

東京湾内湾の底層では，毎年初夏から晩秋にかけて

ほほ継続して貧酸素水塊が分布する O 貧酸素水塊は，

魚類の生息範聞の制限 1-2)及びベントスの提死3)を引

き起こしており，海底付近の生物を漁獲する小型底ひ、

き網漁業ゃあなご筒漁業に大きな影響を与えている。

また，硫化物を含んだ無酸素水塊が湧昇する青潮現象

によって，干潟に生息する貝類の大量鎗死も引き起こ

している 4)。

千葉県水産総合研究センターでは，漁業者へ貧酸素

水塊についての情報を提供するために，内湾のi二t央を

鋭断する 5観測点で1950年代から継続して溶存酸素量

(D 0)の観測を行なっている。その後，観測点数は次

に増加し 1990年以降は内湾ほほ全域を網羅する13

観測点で継続して水質観測を実施している O

これまでに，石井5)は，内湾中央を縦断する 5観測

点のデータから貧酸素水塊の規模を算出している O さ

らに，石井ら 6)は，同方法で求められた貧酸素水塊の

規模を用いることにより， 1956年から2005年までにつ

いて内湾全体としての貧酸素水塊の変動傾向を報告し

ている O

貧酸素水塊の縮小に向けた対策および漁業への対策

を検討するためには，貧酸素水塊の変動傾向を湾全体

としてだけでなく海域ごとに把握し，その変動要因を

解明していく必要がある O しかし内湾各海域でどの

ような変動傾向が見られるかについての知見は乏しい。

そこで， 13観測点における1990年から2009年まで20

年間の底踏DOを解析し変動傾向に海域ごとの差異

が見られるか調べるとともに，その変動がどの様な要

因によって引き起こされたのかを考察した。

方法

DOの変動の解析には，図 1に示す13観mlj点で毎月

1国得られた観測値を用いた。また， DOの変動傾向

の解析には1990年 1月から2009年12月まで20年間の測

定値を使用した。

DOの測定は， 2001年3月まではウインクラー法7l

により行なった。また， 2001年4月以降は隔JJ莫式ガル

パニ電極センサーを使用した水質計(アレック製ADR-

1000および三洋メトロジクス製WQX-1) により行っ

た。

DOデータは，観測点前，月加に整理しその経年

変化に最も適する由帰直線を最小二乗j去により求めた。

そして，回帰車線の傾きを20年間での DO変化率

(mLlLl年)とした。また， DO変化率はt検定により有

意水準10%でその有意性を検定した。

結果

各観測点の底層における月別のDO変化率を国 2お

よび付表 1に示す。なお，図2ではDO変化率が有志、

と認められた観測点についてのみ表した。 湾奥のS1.

浦安および船橋では，春季 (2~ 5月)にDO変化率

が正を示すことが多く， DOは経年的に上昇する傾向

にあり， 4月のS1.船橋ではDO変化率が0，16mνLI年に

達していた。盤i好lから多摩川河口を結ぶ線以北の水深

10m以上ぬの観測点 (St.l5，2，54，3，52および6に相当)と

S1.BCで、は，全ての月で負のDO変化率が見られ， DO 
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は経年的に減少する傾向にあった。特に，秋季 (9~ 

11月)にはほとんどの観測点でDO変化率が負を示し

たο 盤洲以南のst.8および9では. DO変化率が負を

示すことが見られたが.6月のSt.8を除くと DO変化率

は-0.05mL!L!年以上で、あり. DOの減少の程度は比較

的イ、さかった。また. 3月 ~5 月. 8月 ~9 月 .11丹~

12月には有意な変動は認められなかった。内湾の湾口

部に位置するSt.56および120では. DO変化率が負を

示すことはなく. DOの減少傾向は見られなかった。

逆に.11~1 月 .4月及び 6 月にはDO変化率がを示

す観測点、が見られ，特に冬季 (11~ 1月)にそれが多

く認められた。これらの結果から. DOの変動傾向に

は海域ごとに違いが見られ寄奥海域 (St.浦安および

船橋，以下向)は春季に上昇傾向，北部海域

(St.15，2，54，3，52，6およびBC，以下向)は減少傾向が最も

顕著，南部海域 (St.8および9. 以下問)は減少傾向に
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奈
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あるがその程度は比較的小さい.内湾湾口海域 (St.56

および120，以下向)は減少傾向が見られず，特に冬季

は上昇傾向にあった。

i盟2から類型イとされた各海域について，海域内の全

観測点の平均DO変化率を月別に示す(図 3)。北部海

域では全ての丹でDO変化率は負(-0.13~-0.01mL!L! 

年)を示した。また， 9~10月を除くと， DOの減少傾

向が4海域で最も顕著で、あった。 南部海域では， DO 

変化率は 8~9 月以外は負であったが，その変化率

は-0.04mL!仁/年以上で、あり. DO減少の程度は北部海

域より小さかった。内湾湾口海域における DO変化率

は， 7月以外は全ての月で正を示した。湾奥海域にお

ける DO変化率は， 2~ 5月および8月は0.05mL!L!年

以上の正の変化率を示した。一方，秋季はDO変化率

が-0.04~-0.10mνL!年であり DOの減少傾向が顕著

であった。

千

葉

県

国 1 東京湾内湾における観測点の位置

. Iま観iJlU}~(， .に付記している数字および名和は観測点の呼税，その他の数字は水深 (m) を表す
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10月 11月
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宝閤2 各鋭i泣淵i服目点における底層のDO変イ化lヒ:考率
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図3 各海域の王子均DO変化率の月別推移

大畑

1990~1992年および2007~2009年の貧酸素水塊形成

時期について，それぞれ3ヵ年の月別のDO平均値を

図 4 に示す。 1990~1992年における北部海域の 7~9

月は，ほlま全域でDOが2.5mLlL以下の貧酸素水塊に

覆われていたが， 6月および10月は一部の海域にのみ

見られた。南部海域と内湾湾口海域では， 9月以降は

貧酸素水塊は見られなかった。また， 11丹は全海域で

貧酸素水塊が見られなかった。 2007~2009年における，

北部海域では 6~11月までの期間はほぼ全域が貧酸素

水塊に覆われており 7月および 9丹には DOが

0.5mLlL以下とほぼ無駿素の海域が広範聞に認められ

た。南部海域および内湾湾口海域では， 1990~ 1992年

と比較して， DOの減少は見られなかった。

考察

1990年から2009年までの東京湾内湾における底層D

Oの変化は，北部海域で、は 4海域中で最も減少が顕著

であり，南部海域では減少傾向であるが変化率は北部

海域よりも小さく，内湾i寄口海域は周年とおして上昇

{頃向にあり脊奥海域は春季には上昇，秋季には減少

傾向にあった。

底層DOは，底泥の酸素消費量の影響を大きく受け

ると考えられる O 図5に1994年と2002年における湾内

底泥の COD分布を示す*0 1994年には， C 0 Dが

30mg倍以上の海域は多摩川河口から横浜市にかけて

の湾西岸を中心として分布していた。しかし 2002年

には，北部海域のほとんどが30mg/g以上になり，

50mg/g以上に達する海域も見られた。特に，千葉市か

ら袖ヶ浦市地先は40mg/g以上になっており， 1994年よ

りも CODが増加した。 CODは，底泥中の存機物量

の指標であり，この増加は有機物を分解するためによ

り多くの酸素が消費される環境が形成された指標とな

る。したがって，この20年開に北部海域で見られた顕

著な底層DOの減少傾向は 底泥中の有機物量が増加

したことが大きな要国であると考えられる O

また，北部海域では秋季に特にDOの減少が顕著で

あったが，これは底泥性状の変化の他に成層解消の遅

れ6)が加わったために，特に大きく DOが減少したと

考えられる。

内i寄i寄仁i海域における周年をとおしての底層DOの

上昇は， I可海域底)留から流入する比較的DOの高い外

洋水の流入量が近年増加傾向にある 8-9) ことから起

きている可能性が考えられる。

i奇呉海域では，底層のDOは春季に高い上昇率を示

した(図2，3)。内湾では1990年代から，ノリ養殖の終

期に拐当する 2~4 月頃にケイ藻を主体とする赤潮が

発生しており 10) 春季の光合成量は1990年以前より高

くなっている可能性が考えられる O また，春季は成層

が十分に発達していないので1]) 水深の浅い湾奥海域

では表層と底層の鉛直密度差はそれほど大きくない。

このため，春季の表層では光合成量の増加に伴いDO

が上昇するとともに，水深の浅い湾奥海域では表層の

DO上昇が底層へも波及した可能性が考えられる。し

かし春季に見られるケイ藻赤潮の増加は，最終的に

は海底への有機物沈砕を増やし底泥の酸素消費量を

大きくするため，成層の貧酸素化を強めるものと考え

られる O したがって，長期的な視点で見ると，赤潮に

よる DO上昇ーは，貧酸素水塊を軽減させる観点からは

望ましい現象ではないと言える。

内湾では，水質について多くの機関がそニタリング

や研究を行なっており ある程度の情報が得られてい

るのに対し，底泥についてはモニタリング等があまり

行なわれなかったため情報が少ない現状にある。底泥

中の有機物量は底!曹の酸素消費量に影響を及ぼし，貧

酸素水塊の発生に強く関わる。また，底泥中の硫化物

含量は，青i朝をもたらす硫化水素の発生と強く関わる O

したがって，貧酸素水塊や青潮の形成及び変動の原田

を明らかにするには，底泥のモニタリングを充実させ

ていく必要があると考えられる O

要約

1)内湾13観iHU点について， 1990~2009年の底層 DO

の変動を調べた。

2 )北部海域は，湾内で最も DOの減少傾向が顕著で

あった。これは，底泥の有機物量が増加し酸素消

費量が増えたために，起きたものと考えられた。

3) 内湾湾口海域は， DOが上昇傾向にあった。これ

*東京湾環境情報センター (http://www.tbeic・go.jp/，2009年12月25日)
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国5 )長泥のCODの分布 (51用.東京湾環境情報センターホームページ)

左:1994年，右:2002年，単位:mg/g 

は，外洋水の流入量増加が姿iきiになっていると考

えられた。

4 )湾奥海域のDOは，春季は上昇，秋季は減少傾向

にあった。春季のDO上昇は，表層でのDO上昇

が底層へ波及して起きたものと考えられた。

5 )底)百の貧酸素化の長期j変動に底泥が強い影響を与

えているがその情~frÆ景は少ない。今後は定期的な

底泥のモニタリングが必要であると考えられた。
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各観測点の月別DO変化率(単位 :mLlLl年)対表 1

8 7月6月5月4 3月2 1月海域

i勾奥 irli安

船橋

0.04 -0.05 -0.13';' -0.08 十 0.02十 0.000.02 +0.06※ +0.06 

+0.08'五十0.07"、 +0.16'百十0.08"

+0.02 十 0.09-0.04 

+0.01 -0.03 -0.11 -0.04 +0.10 -0.02 +0.00 -0.02 
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A
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ハ
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-0.13諜 0.01-0.05 0.08';' -0.08※ 0.04 -0.03 0.02 -0.01 十 0.060.05 -0.03 54 

-0.05 -0.21'公-0.09';: -0.07ぅ詰0.02 -0.07芯 -0.11'"0.08'" -0.08・主-0.08"、-0.04 0.04 3 

-0.02 0.13※ 0.10'詰-0.03 -0.03 -0.04 -0.01 0.04者 0.02-0.05 0.05'" -0.04 52 

-0.02 0.05::: -0.08':: 

-0.11※ -0.08※ 

-0.06出 -0.09※-0.03 -0.04"' + 0.03 0.08"' -0.03 0.02 -0.01 6 

0.08※ -0.03 -0.06 十 0.04nu 
nu 

nu 
i
T
 

-0.04';; + 0.01 -0.08※ 0.07'" 

-0.04';; -0.04※ -0.02 

-0.09※ BC 

-0.02 0.04※ -0.06※ +0.00 +0.04 -0.10"・ +0.03+0.01 0.01 8 rt.i音[i

nu 
nu 

nu 
+
 

-0.04::; 0.02 +0.01 0.03 -0.04 -0.05 -0.03 +0.01 十 0.020.02 -0.02 9 

十 0.03以+0.02〆:-:+0.01 十 0.02十 0.04十0.06※十0.02十 0.02+0.04 +0.02 +0.01 十 0.0256 内i%Ji湾仁i

+0.04':: 

※ 10%有志水準で有志;

+0.01 -0.01 十 0.01-0.01 -0.05 -0.01 +0.03"、 0.01+0.02'公 +0.00120 
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