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BulL Fukuoka. Fishel'ies. Mar. 'l'echnol. Rcs. Cent" No22. Mal'ch 2012 

福岡湾における海水一底泥関の栄養塩の挙動について

江崎恭志・江藤拓迅・片山幸

(研究部)

福岡湾における冬季のリン不足の原因を解明することを目的として，変素・リンが海水中から底泥に沈降する

速度と，底泥から海水中に溶出する速度を，季節男IJ.海域別にそれぞれ測定することにより，海水一底泥間の栄

養L誌の挙動を明らかにした。

沈降・溶出とも，高水rAt1lJJに速度が大きく，低水温郊で小さい鎮向にあった。湾全体の沈降・溶出問の収支で

は，通年では窒素が沈降が多く，リンでは逆に溶出が多かったことから， リンでは窓素に比べて湾外への排出傾

向が大きい可能性が示唆された。また，窒素・リン開のバランスについては，溶出速度の比が Red.field比に対

して，高水温期ではリン寄りに，また低水被j切では窒素寄りに，それぞれ偏っており，溶出により供給される栄

養塩は冬季にリン制眼的であることがわかった。

以上のことが，同湾冬季におけるリン不足の姿悶のひとつであることが推察された。

キーワード:福岡湾，底泥，栄養主主

福間湾は，沿岸に大都市を擁する半閉鎖的な内湾であ

り，夏季の豊おな栄養塩を背景に，過去から湾奥部を中

心に赤潮や貧酸素氷塊が多発してきた。しかしその一方

で，近年では冬季の海水中無機態リン濃度が極度に低下

し，ノリ・ワカメといった藻類養殖業に悪影響を及ぼし

ている。こうした現象の原因として， I可湾の栄養tilK.のバ

ランスが近年変化している可能性が考えられる。

藻類養殖をはじめとした同湾漁業の持続的生産を確保

するためには，まず基礎生産の要である栄養母互の挙動を

正しく理解しておく必要がある。この挙動を決定する要

素は種々あるが，一般に内湾J!jizにおいては，tt手水中から

底泥への沈降および!釘JEから海水中への溶1J:lのプロセス

が栄養塩の循環に重要な役割を果たしていることが知ら

れている。lJ

そこで本研究では，同湾における窒素およびリンの沈

昨・溶出速度を実地に測定することにより，海水一底泥

慌の栄養塩の挙動を把揮し，もって同湾冬季におけるリ

ン不足の婆図解明への一助とすることを包的とした。

方法

1 .沈降・溶出速度および湾全体の収支

まず，全体的な傾向を把握するため，間湾内各海域に

代表点を設定し，季節ごとに沈降・溶出速度の測定およ

び収支の検証を行った。

調査定点は湾奥・湾央・湾口域それぞれ各1点，全3点

時 11四

関1 調査定点

(臨1) とした。なお，各定点周辺の水深椴(底繋の性

状)は，それぞれ3.5m(軟泥質)・ 5.Om (泥質)・ 10.0m

(砂泥~砂費)であった。

龍査時期は，王手季 (4~6月)・夏季 (7~9月)・秋季(

1O~12月)・冬季(l~3月)の代表として， 2008i!三5JJ・

8JJ・11月及び2009年2月に各l回とした。なお，各調査

時における底層水瓶は，春季16.8~17. 40C・夏季27.8~ 

28.20C・秋季17.9~18. 50C・冬季10.7~12. 40Cであっ

た。

湾内の海域区分およびその面積は，福岡市のi導多湾環

境保全計厨勺こ、準拠し，湾奥29.1km'・湾央25.4km'. 

口71.6luぜとした(図2)。季節ごとの日数は，前述の月

阪分に対応する日数とした。

沈降・溶出速度の測定は，後述の測定装誼を24時間現
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71.6km2 

(56.8%) 

図2 海域区分および面積

表1 分析方法

:rri 11 -;') i.土

NH-N インド7ェノール，'fiVl光光J!，tj.よ

N03-N 詩・カドミウムカラム ιナブチルエチレンシγミンI投光光俊iよ

N02-N ナ7チルエチレンシγミン11正光光俊iよ

1'04-1' モリブデンN-(アスコルビン後j翠J己)吸光YU::tH、

PON ベルオキソ二絞民主分解il、

POP ベルオキソ二{諸民主分解法

場海底に設i設して行い，試料をオートアナライザーによ

る定量分析(表1) に供した。

(1)沈降濃度の測定

プラスチック製の堆積物トラップ(I二It釜4.3cm・深さ

16cm) を1定点につき l嗣コ部をJn:上0.5mの高さに設

置し，測定期間中にこれにお特集された堆積物を実験室に

持ち帰り，粒子態有機窒素・リンとして定量した。

なお，このtHi集された堆積物は，海水中の!経濁物が新

たに沈降してきた成分のほか，すでに海底に沈降してい

た海底表面の底泥が潮流等により巻き上げられて再懸濁

した成分が混合したものであるため，支の沈降速度を評

t医するためには，この再懸濁分を控除する必要がある。

そこでこの評価手法として，福島ら 3)の方法を準用し，

]3IJ途に海水懸濁物中および海底表面泥中の粒子態有機窒

素を測定しこれを指標物質として真の沈降速度を見積も

った。すなわち，捕集された総堆積物量に占める支の沈

降量の比 γを，以下の式により求めた。

γ (Ct一凸う / (Cs 凸う

ここで，Ct:捕集堆穣物中の指標物質量

Cs:海水懸濁物中の指標物質量

。:海底表面泥93の指標物質最

(2)溶出濃度の測定

アクリル製のコアサンプラー(口径3.8cm.長さ 23

cm) をi定点につき l個，上口部をゴム栓で絡栓してi底
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|玄13 調査定点

泥に援し込み，測定期lljfJ終了後に静かにサンプラーを抜

き取って下口部を傍栓，やの海水を実験獲に持ち帰り，

溶存態無機窒素・リンとして定fました。

なお，真の溶I:f:l速度を見積もるためには，サンプラー

内の接出前の栄養主主レベルに加え，海水中懸濁有機物の

分解に伴う二次的な栄養指増加分も考慮する必要があ

る。そこで，コアサンプラーの!度近にその現場海水のみ

を収察したプラスチック製ビン(100ml容)を設控し，同

織に期間終了後に実験室に持ち帰って分析に供し，デー

タの補正に用いた。また，サンプラーおよび補正用ピン

は，光合成による二次的な栄養晦減少を防止するため，

光を透過しない不透明なものを用いた。

(3)湾全体の収支

前述(1) (2) で測定した速度を用いて，湾全体に

おける窒楽・リンの沈降・溶出i立を算出し，双方を比較

することにより， tfIf:7j<.中 底泥院の収支を季節加に試算

した。

2.窒素・ワン閣の溶出バランス

底泥は栄養I誌の供給源としての意義を有するが，その

栄養境中の元素間の量的なバランスは，海域の基礎生産

に大きな影響を及ぼすと考えられる O そこで，福岡湾全

体について，底泥から溶出する栄養城中の窒素・リン~i]

のバランスの検証を年間を通じて行った。

調査定点は湾内全域を網羅する9点(図3) とし，毎月

l間 (2009年4月 ~2010年3月)調査を行った。

溶出速度の測定は，スミスマッキンタイヤ型採泥器を

用いて船上から採取した底泥を実験室に持ち帰り，容器

内に海水とともに封入して行った。すなわち，採取した

底泥を民合し、1mmの金属製ブルイに返して大型のベン

トスや生物の死骸等を除去後，よく混合して均質化し，

アクリル製のコアサンブラー(口径3.8cm・長さ23cm)

1定点につき l個の底部lこ10cmの厚さで詰め，泥上に総



福岡i'P;の海水一底泥問の栄養塩の不動

過海水をコア口部まで吉ltカミに乗せた。これを材料とし，

謂資当日の現場底層水と同水視に設定した恒?民家内に24

時間静置した後，コア内の海水を取り出し，前述の方法

1. (2) で述べたのと間様に，溶存態無機2宣言長・リン

として定量し

ところで，この家内試験では，閉鎖f内実験系という性

貿上の問題として，現場海域での測定値に対して過小評

価となる傾向がある九そこで，この誠査では，高木ら4)

の手法に準じ，室内試験での測定値にあらかじめ算出し

ておいた係数を乗じることにより補正を行った。すなわ

ち，方法 1. (2) の接出速度測定と同時に室内試験を

並行し，窓素・リンそれぞれについて季節ごと・海峡ご

とに補正係数(ロ現場海域での溶出速度/室内試験での

溶出速度)を算出し

結果

1 .沈降・溶出速度および湾全体の収支

(1)沈降速度

季節目IJ・海域別の沈降速度(元素ベース， mg /rrl' . 

13) を表2{こ示した。窒素・リンとも，概して夏季，次

に秋季が速度が大きく，次いで春季>冬季となり，高7K

j猛烈jに速度が大きくなる傾向が見られた。

(2)溶出速度

表2 ~筆家・リンの沈降速度

議事選三分 高3忌C 秋季 冬空言

;竜泉 260 484 702 120 

予雲 5そ 27.e 703 28::' 5き

}走。 54 847 188 18む

}高喜墨 9 61 

') ./ ;苓宍 41 102 30 1 7 

;寄む 10 1内o内L 13 08 

季節男IJ・海域別の溶出速度(向上)を表3{こ示し

沈降速度と間織に，窒素・リンとも，概して夏季>春・

秋季>冬季となり，高水温期に速度が大きくなる傾向が

見られた。またりンでは，湾奥>湾央>湾口と， r湾奥方

向ほど速度が大きくなっていた。

予れら各海域の溶出速度を各面積で引き伸ばして合計ー

した湾全体の溶出量に対する，各海域の寄与率を示した

ものが図4である。窒楽については 3つの海域区分中で

崩績が最大である湾口 (56.8%) の寄与が(秋季を除い

て)ほぼ半分程度と最大だ、った。これに対して， リンで

は耐積の小さい湾奥 (23.1 %)が半分程度を占め，湾問

の寄与は相対的に小さくなっていた。

(3 )湾全体の収支

湾全体の沈持・溶上を，季節目IJに図5に示した。沈

降・溶/:1:¥とも，また -リンとも，ほぼ夏季>秋季>

春季>冬季と， rfij氷;鼠期ほど量が大きくなっていた。

通年の沈降一溶/i¥間の援し引きでは，窒素は約44トン

の沈降超過となり， リンでは逆に約47トンの溶出超過と

なっていた。

2. 議索・ワン聞の溶出バランス

補正係数を用いて推算した窒素・リン溶/:1:¥速度の経月

変化を図6{こ示した。窒素・リンとも，試験 1.と時様，

高ノUfiU切ほど速度が大きかった。

表3 窒楽・リンのi容l:I:l速度

i毎綾!t;分 雪雪害喜 冬季

?電 31勺v 。 1ヨ

車 388 388 112 

口 261 697 7 

E理 宮古 31 5 ヲ2 1号

リ/ :毒央 1 8 6ヲ 43 05 

o 11 67 05 

秋

1li94 湾全体の溶i出に対する各海域の若手よチネ(ir.: i'室若者 右 リン)
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図5 湾全体の沈降・渋l1l今の収支
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図7 浴1m昼INの疫系・リン比 (N/Plの経J'J変化

(全点平均)

干の投手出速JJf.から求めた窒素・リン比(=窒素/リン)

の経月変化をj玄J7に示した。この値は，高水il，itWlで低く，

低水温月jで向くなっていた。また， Redfield比51 (光合

成に í'l~って藻類が取り込む元素泣の比。質量比で約7)

との比較では， 5~12月ではより低く月 ~4月では高

くなっていた。

考繋

底泥から溶tl:¥する窒素・リンの大部分はアンモニア態

窒素 (89%)・リン酸態リン (84%) であり，山地物ブラ

ンクトンをはじめとした藻類による基礎生産に利用され

やすい無機態凪の形を取っている。半期鎖的内湾におい

-14-

ては，赤潮・貧酸素71<.塊対策の観点から，栄養晦供給源

としての底泥について多くの調査・研究がなされてきた

川)引が，多くは ~~j水瓶tVl に焦点を当てており，冬季の栄

養源として議論した例は少ない。

福岡持における沈降・溶It¥速度の季節性については，

本研究の結果から，室奈・リンともに水ìlöl との 3齢、 !~~J連

性が窺われる。沈降粒二j'-rjJの窓京・リンは，ブランクト

ンその他の生物の死骸・老廃物中の有機物に由来するも

のと忠われるが，高水iJiiLJ切において純物プランクトンを

始めとした生物生成が活発に行われていることが，沈降

速度の増大のJJYl!溺と考えられる。また溶1:1:¥については，

底泥I'ml~~t水中の溶存態室奈・リンと，泥粒子吸えを態また

は結合態のそれとの問の平衡状態が環境温度山や般化還

元状態111(こ依存していることがその速度に強く影詳して

いるものと考えられる O すなわち，高水温UVlほど生物生

産に関わる物質循環の速広三が大きく，低7l<.i1，iUmほどそれ

が小さいものと推察される。

海域間の関係では， リンでは窒素に比べ，溶出が湾奥

方向に偏りがちであることが窺える。このことは，湾 1=1

・湾央に位置するノリ・ワカメ養殖漁場へのリン供給と

いう点では不利である。もちろん博史底泥から溶出した

リンも， 潮流によって湾 1-::]・湾央へ拡散はするが，供給

源から距離的に隔たっていることは，そのリンが途中で

植物プランクトン他の藻類に消賀J される程度がそれだけ

大きいことを意味している。また，福riri]湾への1itJ)11・下



福岡湾の海水 球泥nlJの栄養患の挙lliIJ

水道等経由でのりン負荷量の約70%が湾奥へのものであ

こと告と考慮すると，時仁i・湾央域におけるリン源と

しての底泥の意義は相対前に大きく，冬季の溶出減少が

海域の栄養塩環境に及ぼす影響もそれだけ大きいという

ことができる C

湾全体の物質収支については，湾内の物質循環に関わ

る要素が非常に多岐にわたるため，海水中一底泥!日1の関

係だ、けで全てを説明することは不可能である。しかし 3

・リンそれぞれの，沈降と溶出の差し引きを比較す

ることで，いずれが湾内への蓄額傾向(または湾外への

排出傾向)が相対的に大きし、かをおおまかに議論するこ

とは可ー能であろう。本研究の結果では，室奈が沈降超過

・リンが溶1[1)出過となっていた。このことは，溶出した

リンが生物生産により手i号機物として!認定された

後，内ーび湾内成泥仁1"に沈[1年回帰する総本よりも，潮流に

伴ってまたは遊泳生物の形で、湾タトへ持ち去られる確率が

おし、(窒楽ではその逆)傾向にあることを意味すると思

われる。本研究の抽出鵡査という手法の性質上，測定対

象とした11祁¥j. fffI積が限定的で、あるため，沈i深.y容出の

し引きの絞それ自体の定iit的な精度に問題なしとはぎ

えないが， リンが窒素に対して相対的に湾外への排出傾

向が大きいという推論は可能であろう。

・リン[1なの溶出バランスについては， どちらも冬

季に諒出が減少するが，特にリンでその傾向が大きいた

めに，結果として冬季ではバランスが窒素寄りに偏って

いることが窺える。すなわち，冬季における諒出分の栄

リン制限的であるということができる。湾内海水

中にリンが豊富に存在する場合は，海底からの溶t:H分の

寄与は小さく辞は少ないと思われるが，冬季の少雨や

ブランクトンの地殖等の安田で海水中のリンが{極端に減

少した場合，底泥からの供給は期待できないために， リ

ン制限状態からi現寵することができず，内i羽生践の進行

;こ伴って容易にリン不足に陥ることが予測される。

以上に挙げたJ誌は，いずれも冬季の福岡湾におけるリ

ン不足の要因と推察することができる。今後の課題とし

て，漁業生産も考感した適正な栄養血管庫のための抱策
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の実施に向け，矢!l見の諸積を継続的に行っていく必嬰が

あると考えられる。

文麟

1)域久.大i波湾底泥中に含まれるリンの存在形態と、溶

1:1:¥分iiliI. 日本水産学会誌 1983; 49 (3) : 447・454

2) 持多湾環境保全計画.福岡市環境局，福間. 2008 

3) 福島武彦，川崎守弘，村i河治f:ft.浅い泌iにおける沈

殿f訟の測定方法とその記源. 1主i立公害研究所研究被

告 1984; 51 : 73-86 

4) 向*lj"iE子，村顕茂1ft，寺田和光，松iEl英隆 博多湾

i底'l1からの窒素， リン諮Ii¥速度の簡易測定方法の開

発.用水と経水 1998; 40 (6) : 19-25 

5)立edfieldAC， K巴tchumBH， Ri chards FA. : The in-

fluence of organisms on the composition of sea 

water. TheSea2 Interscience 1963 ; 26-77 

6) 引王i正夫，中務弘，天谷満徳 i底泥よりの N，P溶

出品:推定における種々の問題点について.用水と廃

水 1975; 17(10) : 21・34

7)詰'IJ:I京三，安藤lIi't夫.東京湾の栄養化に関する研

究(その5)成質からの栄養境類等の溶/J:l実験結果

について.東京都環境科学研究所生f.報 1988;81-83

8) 白WIJ康夫，大矢正代.横浜港)志賀ーからのリン，

の溶出一 と .掛浜市公害

研究所報 1991; 15 : 57・65

9)綿)11恭史，三好英一，場江毅.栄養海j家出速度の混

度 'DO依存性について.港湾技術資料 1981; 40 

(5) : 3-39 

10)卒中山孝吉，災関読んた，河合水域底泥中のアンモ

ニア態窓奈の分布と水中への溶1:1:¥.用水と廃*

1979 ; 21 (3) : 29・35

11)鈴村昌弘，国分治代，伊藤学，東京湾における堆積

物一海水間のリンの挙YlIJ.海の研究 2003; 12 (5) : 

501・516

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

