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内湾底土中の可溶性築養塩について※

第3報底主に含まれている可溶性条養塩の海水中

への溶出に闘する二・三の考察

奥 田 泰

ON THE SOLUBLE NUTRIENTS IN BAY DEPOSITS 

III. EXAMINATIONS ON THE DIFFUSION OF SOLUBLE 

NUTRIENTS TO SEA WATER FROM MUD 

By 

Taizo OKUDA 

:H二
1-8. 

Previous works in this series have shown a fundamental examUiation for measure-

ment of the soluble nutrients, an outline on the distribution of the soluble nutrients 

in muddy deposits, and a possibility of supply of the soluble nutrients in muddy 

deposits into the sea water by the bottom harrowing. This 中 aperdeals with the 

formation of soluble nutrients in muddy deposits and on their diffusion to sea water 

from the mud. The experiments were made under various controlled laboratory 

Cコnditionsas well as under natural conditions on the beach. 

The samples used in these studies were collected from Matsushima Bay. The 

raw muddy deposits were subject to analysis of the soluble nutrients and the data 

were calculated on a dry basis. 

I. On the formation of soluble nutrients in the storage of mud. 

〔1〕 Influencesof the storage conditions on the formation of soluble nutrients in 

the mud were examinated. The muds were stored in the dark for 61 days and the 

contained soluble nutrients were determined at intervals. In this experiment, two 

kinds of muddy deposits were used, one representing the mud of the top layer (0-

0.5cm〕andthe other of the deeper layer (10-15cm). The muds of the top layer are 

rich in detritus, namely, residues of plants and animals in the process of decomposi-

tion. The muds of the deeper layer contain organic matter which has already 

undergone extensive decomposition and thus are different in nature from those of 

the upper layer. The following results were obtained (Table 1 and Fig. l〕．

(a) The results presented in Table 1 and Fig. I show that more abundant soluble 

nutrients were formed in the upper mud actively than in the deeper mud. In the 

case of the upper mud, the amount of soluble nutrients in storage at 26"C were 

formed more greatly and more rapidly than in storage at 6°C. In the case of the 

deeper・ mud, however, only a little changeョ wasobserved. 
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(b〕 Fivegrams of glucose as th¥:! energy source o'f ・the bacteria were added to 

150 gr訂 nsof the fresh mud, wher~by the development of the bacteria were more 

progressive comparing with the untreated mud, hotwithstanding that the amount of 

soluble nutrients formed in storage were not so abundant. The apparent poorness of 

the above-mentioned nutrients formation may be due to the following reason: bacteria 

would generate the cellular substances in the process of decomposing the organic 

matter in mud. Remarkable consumption of soluble nutrients would result from the 

rapid development of bacteria, even if a fairly larger amount of soluble nutrients 

had been actually formed than the amount obseτved. However, there was observed 

a little difference in the behaviour of the formation of soluble nutrients between mud 

stored at 26。Cand that at 6。C.

(c) When the anticeptic (mixed solution of toluen and chloroform) for prevent-

ing bacterial growth was added to fresh mud, rapid formation of POcP and NHrN 

took place for 3-5 days’storage, then little happened until the end of the following 

storage period. In the case of this treated mud, there was little di任erencein the 

rate of formation of soluble nutrients between both samples stored at 6~c and at 

26。C,and the maximum amount of these two elements formed were small compar-

ing with untreated samples. This fact may be explained by that the decomposition of 

organic matter in mud became inactive because the bacterial action was restricted 

owing to the addition of the anticeptic. In this experiment, it was remarkable that 

the formed amount of Si03-Si in the treated sample was almost the same as that in 

the untreated one. 

(d) Although no explanation is apparent for this, it is worthy of notice that 

the variation of phosphorus contents in mud under storage was remarkably in con-

trast to the other two elements. Namely, in the upper mud, a gradual decrease in 

phosphorus contents occurred after the maximum had been reached, while in the 

deeper mud, a slow fall of phosphorus contents was observed, but the increase of 

its contents scarcely happened through the whole storage period. 

(2) Some relationships among the depth in bay deposits, the amounts of soluble 

nutrients formed in the storage and the chemical composition of the bay deposits 

were examined. 

The samples for these experiments were collected from five stations in Matsu-

shima Bay (Fig. 2〕.These sampled cores were divided, as showed in Table 2, into 

six layers from the surface to a depth of 40cm. The results of these experiments 

are given Table 2 and Fig. 3 and summarized as follows the contents of soluble 

nutrents in the surface layer were less than in the deeper layers. Such a fact had 

been reported in my previous papers. It is notable that the formed amount of soluble 

nutrients in the surface layer under storage at 26°C for IO days were usually more 

abundant than in the other layers of 10-40cm. depth. It is also notable that the mud 
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of the surface layer has always more abundant contents of ignition loss, total 

nitrogen and 20% HCl『 solublephosphorus. On the whole, these contents decreased 

remarkably with increasing depth in the mud. The above fact would probably be 

due to the following reason ：可＇theorganic matter in the mud of the deeper layers had 

undergone considerably more decomposition than that of the upper layer. (Fig. 4) 

II. On the diffusion of soluble nutrients to sea water from mud under laboratory 

conditions. 

The fresh mud were副leduntil reaching 20cm in thickness from the bottom of 

a cylinder, then 700cc of sea water (poor contents of soluble nutrients〕wereadded 

carefully and kept in contact with the mud. This cylinder was allowed to stand in 

the laboratory away from the direct rays of the sun. Sea water in the cylinder were 

changed with fresh sea water after one to six days. This process was repeated 29 

times during about 106 days and the contents of soluble nutrients in the changed sea 

water were measured occasionally. From the measured values, the diffused amount of 

nutrients to sea water were computed. The cylinder used for this experiment is about 

9. 2cm. in diameter and about 40cm. in height. The mean temperature of the storage 

was respectively about 10. 4 °C. in March, 13. 4。C.in April and 16. 9°C. in May. These 

results are given in Tables 3, 4, and Figs. 5 to 7, and are summerized as follows : 

The diffused amount of soluble nutrients to the sea water from the mud were con-

siderably abundant in this experiment. The rate of diffusion of the nitrogen was 

more remarkable than that of the other two elements (phosphorus and silicon〕. At 

the end of this experiment, the mud in the cylider was divided into eight layers ac-

cording to depth, and the vertical distribution of soluble nutrients in the mud were 

observed as follows: The respective contents of NHrN, PO.-P, and SiOrSi in the 

upper layers were remarkably poorer than their initial contents, and these contents 

increased with the depth of the mud. In layers deeper than lOcm there ・were scarcely 

observed any di任erenceof these contents between before and a±ter storage. It seems 

likely that the diffused amounts of these elements to sea water were supplied from 

the mud of the upper layers than from lOcm. deptl;l. (Table. 5 and Fig.SJ 

It is worth mentioning that an interesting andlsignificant phenomenon was observ-

ed in this experiment as follow : 

In an early stage of storage, NHrN of sea water was most abundant, while NO~ 

-Naud NOa-N were present in mere traces or entirely absent respectively. After 30 to 

35 days, NHa-N disapp~ared and NO"-N became strongly positive. Then NOa-N became 

abundant after about 40 days. After about 60 days, NO,-N and N03-N were present 

in mere traces or disappeared and NHrN became more abundant, as well as in the 

early stage. After about 90 days, once again, NH3-N decreased remarkably and 

NOt..:.N担1dN03-N became storongly positive, but NO"-N was veηr poor comparing 

with the N03-N. 
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On the other hand, NH3-N contents of mud was most abundant, but NOrN and 

NOrN were entirely absent before storage. At the end of the experimental period, 

however, NO,-N and NOrN in the top layer mud were more abundant than in the 

deeper mud, contrary to the above vertical distribution of the other elements. CPOrP 

and Si03-Si 〕

It has been estimated that the formation process of nitrite and nitrate in this 

experiment would take place in the top layer mud, then these elements diffused into・ 

the overlying sea water. 

III. On the formation and diffusion of soluble nutrients in the beach mud under 

natuτal condition. 

The above results obtained under laboratory conditions do not afford themselves 

readily tコadirect application to natural marine processes. Therefore, the forma-

tion process of soluble nutrients in mud and its diffusion to sea water from mud 

were observed under natural conditions on the beach. 

The samples were collected at the following three cases; just before and after 

exposure of the bottom, and after the bottom was covered with sea water. The 

soluble nutrients of mud were determined with the following results.くTable.b) 

It is notable that the soluble nutrients content in the mud gradually increased 

after exposure of the bottom, then after the bottom was coverd with sea water, 

those contents decreased, until reaching the same level before exposure of the 

bottom. 

These results may suggest the following possibility; the organic matter in the 

bottom floor are decomposed with the formation of soluble nutrients, then the soluble 

nutrients diffuse gradually into the overlying sea water. 

緒 論

一般に深海底土に比して、 溜海底土中の有J出物含量の大きいとと は、よく 知られた事柄である。

とれはプ ランクトンその他の有機物質の生産量が、雨海域で著しく 具fd..るとと、 及び浅海寸：：＇i'J:河

川｜等から陸↑~1:有機物が多 く 運び込まれるなど、 雨海域聞の有機物の供給量の遣いにも原因してい

る。 また深海に於いては、有機物はそり生産居から海底まで、 酸化的危棋態の下で徐々に沈降 し

その間に或る程度まで分解が進み、比較的微生物（re抵抗性の強い部分のみが、 海底に沈降する。

とれに射して洩海では沈降が早い上、多くの未分解部分を合んだ形で、 潟底に沈降するため、有

機物質の蓄積が去となわれる。 したがって柄、海域底土中の有機物含量の差異は、 有機物の供給量

の速いや、未分解部分の蓄積量。遣いによっている（25）。さらに加藤 (1951〕が、指摘 している様

叫に堆積有機物。地域的分布は以上の理由のほかに海底形態や海視も関連してくるであろう。何れ

にして もとうした漉海底土0特性は、 内湾では殊に著しい特徴として現われてくるものと考えら

れ、その内樽に於ける有機物の生産の問題を解明するに嘗つては、 未分解の有機物を多く含み、

c 218) 
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可溶性築養物質の生成車：の大きい底土についての考慮が必裂であると考える。

海底に沈降した有機物，及び底棲生物。遺骸は、パクテリヤその他の作用によって、チ乙第tて分解

されて：1！！~機イ七するが、分解の程度はその環境保件により、また有機物質のもつ性質によって一様で、

なく、特に1kの流通悪い場所では、還元的分解が進み大部分腐植化するものであろう。海洋に於

いては、有機物の生産量と共にその分解過程¢持つ意義も大きいと考えるが、 さらに容易に'/tf.水

中に還元される様2主成分についての検討が極めて重要である。賀月・ゴu翠・倉j翠及び白石（）952)

J士、 湖底土中の有機物は酸化的妖態では、 還元的j伏態に於けるよりも、好適な温度後件のもと

で、著しく分解が進捗するととを貰験的に翻察した。 Waksman,Carey及び、 Reusz訂 （1933)

は、 パクテリヤによる藻事！の分解には、藻類の化事長日．成は基本的に重姿であり、 その来日成を具

にする藻類の聞の分解速度には、著しく差誕のあることをt，官、めた。 Cooper( 1935）は動物性フ。ラ

ンクトンと植物性プランク トンで、それらの分解の結果燐酸塩の遊離する速度は異なり、 動牧性

プランクトンの分解は定！：速に行めれるととを示した。また Waksman( 1938）及び Anderとon

(1939）は、容易に分解されうる有効性有機物の童を、？ん：水中の裕存眠薬ニ泊費量から求めている。

筆者は有機物が、種々の分解作用を受けて生ずるもののうち、 植物に直接利用される知機態。

窒素 ・燐蛾及び特に珪藻類の増殖時に著しく泊費される珪酸が、 底土中で、生成される過程につい

て、 質験室内の種々の｛阪件の下で検討し、また干潟地の自然献態下での翻測結:mカミら二・三の知

見をえた。前報（1めでも支~べたが、その後の調査結某でも、一般に間内部の底土では、表層部よ

りも深！膏部で・可溶性~.l!t機栄養塩の含量の高くなる ことが知られる。 とれはY.hf.1kと接している底土

の表商から、逐衣海水中へ栄養物質がfJlii'/!Jy.｝容出し去るために生じた現象む様に考えられる。 した

がってある海域に於ける有機物の生産働協に閥.gt草する底土の役割について検討するに常って、 底

土中で知機イ七された柴養塩が海水中へ蛾散・搭出する速度の概要について吟味するととにした。

さらに前の報告く18〕で述べたt＊＇に、底土を耕転することによって、 柴．養塩を？釘1k中へj容l臼させよう

とする揚合に底土をt究排すると在F泥の湧起とか、溶存服素の泥土による拍

却つて生物の棲，自、に晃主；影塑＇~ど及ぼ、すとととも 2主りか1ユz主い。 従って斯様な逆効:J;jミ査と防止する意味

で、 底土をとなるべく静かに反縛して、 柴養塩含量の高い暦を水中に富山し、 柴蚤塩の治水中への

描散を闘る ととについて宅憶したが、とうした鮪の効巣を検討する上に於ても、 底土からの拙散

溶出速度の概要を知ることが望ましいと考え本質験を行ったものである。

本文に入るに先立って、本研究の途行のため、懇切なる御指導を賜った本所増殖部長谷間専治

博士、 問先生と共に本棋の{if!！校聞をして下さった谷井澱利用部長及び二｜ヒ泌道大挙加藤健司助敬授

に謝して、深甚なる謝意：を表する女tf~である。 また本2主験中、バクテリヤ数の計数等に御援助し

て下さった、本所佐鵡省、吾技官の御好意に~＇＜］＂ し、衷心から感掛の意をき受します。

賓験結果
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I.：貯菰中に於ける底土からの可溶性無機捷養瞳の生成

(1〕 貯蔵中の種々のt条件と可溶性無機後養塩の生成との閥係

賃験試料と質験方法

との賀験に使用した試料は、塩釜港内の比較的港奥部に臨む常研究所附近から採泥したもので、

0～0.5cmの新しい沈澱物を多〈含む表層泥と、腐植イ叫呈度の進んだ IO～IScmの泥土である。

ζの採泥附近の底土は、粒伺 10,u以下の粒子を 60%程度合み、極めて微細な泥質からなっている。

底土中の有機物の分解はその多くは微生物の活動によると考えられるが、とれらの活動を考慮

して次の様に試料を前庭現した。即ち表層泥（0～0.5cm〕については、 1H~r起理試料の他t亡 、 微

生物の繁殖をと促進させる目的で、エネJレギー源としてグノレコースを漁泥 150gに針し 5g添加し

た。また微生物の活動を抑制する目的では、卜 ノレエンとクロ ロホノレムの混合液 〔1:1〕をと潟泥150g

k封し 7.5ccの割に添加した。 IO～15cm厨の泥土は無民主理のままとした。 ζれらの試料は、夫

々6±1°cと26土 l°Cの溢度で61日間暗Bfに貯蔵し、その間IO回にわたって・泥土中の可静性

祭養塩の；量を測定して、その泊長を しらべた。 泥土中の可i容性楽養塩含一呂：のiJlJ定は、前報に述ぺ

た様に（17）、底泥に‘海7.1<を加へて振壷し、海水中に溶U:'1した量を測定する方法rt:とった。

結 果

ととにえられた賀験結果は、第1表、鈴・1闘に示した如く、夫々特異な傾向がみられた。ま

づ表腎泥と深層、泥の無庭理試料について比較すると、 表唐泥は貯蔵日教の経過及び、その温度の高

低によって、可溶性栄養塩の含量が著しく鐙イ七するに反し、 深層泥の鑓イ七は大きくないととが目

立っている。個々にみると、 Si03-Siと NH3-Nの生成量の増加の傾向は比較的類似して沿り、

表居泥の 26°C貯蔵のものは、Si03-Siでは 5日聞の中に念激に、以後援慢に増加した。 NHrN

では念激ft.増加は、 10日間程続き以後緩慢となった。 6°C貯蔵のものでは、 NHa-N,SiOa-Si共

に緩慢に増加し、 61日闘には SiOa『 Siでは 26°C貯蔵の場合の約 70%,NHrNでは約 50%程

度の生成量rt:示した。とれに封し深居泥では、 SiOrSi• NHa-N共に 26°C貯臓の場合には、少し

く含量が高かったが、6乞CH判官のものと同様、極めて綬慢に増加したに過ぎない。一方PO.-Pの

泊、長は特徴ある傾向を示し、表居泥では 26°C貯蔵のものは IO日目まで急増したが、以後貯蔵日

教の経過と共に減少し、 33日以後殆んど一定の値を示した。 6。C貯蔵のものは 15日まで殆んど

増加しなかったが、 24日頃から念増し、 33日， 47日頃で極大に達して、 61日に及んで、少しく減

少した。深居泥では 6。Cの場合も 26°Cの場合も殆んど近似した値を示し、 1日目で僅かに増加

したが、 3日目以降は極 く僅かづっで、はあるが減少し、 賞l践の格了した 61日目では初めの含量の

1/2以下に減じた。との様に PQ,....:pが SiOa-Siゃ NH3-Nの傾向と謀って、一度念、1放に増加し

て後、漸減したζ とは著しい現象であ れとの賠については後の考・療の項で検討したい。以上。

様に表唐泥を 26°Cで貯賊した場合には、短期間で著しく可i創生後養塩の含量が増加し、 6°Cの

( 220) 
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第 1表貯量産中に於ける櫨喝の録件と可溶性嬢蔓~の生成
Table 1 Experiment on the formation of soluble' nutrients in mud by 

storage under various controlled laboratory conditions. 
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場合。生成量との差も大きい。しかるに深層、泥では 26°Cで貯賊 しでも、 表居泥の様な生成量。

著 しい増加はみられず、 6°Cで貯減した場合。生成量との差も POcPは殆んどなく、SiOrSiや

NHa-N も著しく小さいととは注目に値する。とれは雨r~げ斗に含まれている有機物の宣：及び、その

分解程度の遣いに原因しているものであろう。（有機物含量との闘連作i；は後述する〉

－：／／－くi乞表暦泥に微生物のヱヰ、ノレギー源として、グノレコ ースを 加えてJ!1＇’賊した場合についてみる。

との場合泥土を浸出した海水は、Si03-Siの測定に常って緑青色を呈し、標準液との土と色が不能

であったため、 SiOa-Siの測定は省略した。また P01-P・NHrN もバクテリヤの繁殖が旺盛な

。時には、浸11:¥1-夜が掴濁する等のため、他の試料に上として分析値の精度は惑かった。ととに得られ

た結果をみると、 NHa-N は貯服温度の雨jf~によって、そり生成車：が~V:r: ti, 6°Cで貯賊 したも

のでは日放の経過と共に、

:NH3-Nの生成量が緩慢に増

加したととは、無彪理試料と

同様であったが、 26°CでJ！字

減した場合には、生成設が15

日間で極大値に達し、以後61

日まで次第に減少した。PO.-

P は 26°Cで貯磁したもので

は、無y;)R理F.~\;J＝斗と同様＇l'.l'・般の

初J聞に著しく増加し、 ］5日で

極大に達した。それから以後

減少して、 対んど最初の値と

同じ程度になった。 6°Cで貯

折話した場合には、とれまでの

例に反して対んEその合金の

費動はみられず、僅かに始め

の含毘：よりも減少した。また

『浸出した海水中のバクテリヤ

数を計童文した結果では、無庭

理試料及び、防腐剤添加試料中

には、大きなバクテリヤ肢は

認められ左かった。 しかしグ

ルコース添加試料では、 26。C

Jl宇般の試料については3～5日

,fa「－ 7IJ ：勺la_qers··•·· ..• . ~ 
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目にパクテ リヤの著しい繁殖

がみられ、 それが10～15日で

減少して、 24日以後にまた増

加 したととが観察 された。

5~c 貯蔵の場合には、 バクテ

リヤの繁殖は非常に後れ、10

～15日で漸く認められ、以後

その放は可なり減少した様で

ある。ととで行ったパ‘クテリ

ヤ1蚊の計数は試海7Kaと遠心分

離して、直接徐鏡したもので

大略の傾向を知りうる範囲を
（×〕～Mixedsolution O'~ toluene and chloroform added. 

第1麹 貯蔵中に於ける積.i:,の｛康｛牛と可溌性策養塩の生唆 /I：＼ない程度のもので・あったo

Fig. 1 Formation of soluble nutrients in mud by storage under とのノてクテリヤ数の増減。
various conditions in laboratory. Solid Jines indicate 

storage at 6土1°C. Dotted lines show storage at 26 ± l°C. 傾向と、 可溶性柴養塩の消長

とは比較的よく類似する様で、即ち 26。Cで貯賊したものの、15日自に PO「P• NH3-N共に極

大値＂｛！：：示 したときには、バクテ リヤの！投が普減したときであ り、その後干IJ.びパクテリヤの教が増

加したときには、NHrN • P01-Pは共に減少している。とれはノてクテリヤの繁殖に常って、パク

テリヤの髄構成に必要な窒素や燐が消費せられ、またパクテリヤ自憾の分解の結果、 再び可溶イ七

したととによるものと思われる。 6°Cで貯蔵した場合には、パクテ リャ；iJ&の増減と PO,-Pや

NH3-N の消長とは、26℃ で貯蔵したT耳切（1ドむみられた様な、明かな閥「系は必ずしも認められ友か

った。しかし NH0-Nゃ PO「Pは共に部！f;底理試料に比して、 著しく その含量が小さいことは、

や はり豊かなエネJレギ、ー源をと利用して、 パクテリヤの旺盛な活動のため、無機化されたJ¥JH3-N・

P04-Pは間も なく干l）.び、パクテ リヤによ り、有機化されたととによるものかも知れない。

ヨえに前の庭理とは逆に、トノレヱンと クロロ ホjレムの混合液を添加して、バクテリヤの活動を制限

して貯蔵した場合についてみると、 無庭理試料と比較して特徴ある増加の傾向を示した。ただし

Si03-Siは 6°C及び 26。Cで貯蔵したもの共に、無底理試料の場合とその増加の傾向も、 その含

量 も殆んど同様であったととは注目される。 NHrNは26cCで貯賊 した方が、 僅かに 6°Cで貯蔵

したよ りも高い値を示したが、紙庖現試料の場合に比して．何れも著しく含量が小さかったe また

POcPでは雨者殆んど同？の値で、3日目頃からの合：量は賞験移了時まで鑓らず、幾分 6°Cで貯抜

した方が合車：が百三iく、とれまでの例とは全く逆の傾向お示したが、そり差は極めて小さい。 ことに

えられた結果で、は、 トルヱシ ・クロロホノレムの混合液の様な防閣制の添加は、 SiOrSiの生成量に

は無凋係である様に見えるが、との鈷についてはとれだけむ資料で、はまだ明かでない。NHs-N及

(223〕
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び POcPの｛直が宜験開始後、間もなく急激に増加して以後、貯蔵日教が経過しでも殆ん左→定

の値を示し、また他の例に反して温度の遣いによる者・しい生成量の差が表われていない。 とのと

とはト ノレエン・クロロホノレムの添加によって、 パクテリヤの活動が抑Ht1J.さねたととによるのであ

ろう。 NH3-Nや POcPが貯蔵開始直後、急激に大きな生成量のみられた貼ーについてのl吟味は

後述する。

C2J 海底土の深度と可j各｜全築養塩の生成量及び二 ・三のイ七皐成分との閥係

賀験試料と貫!'if~方法

との：賞験のための試料は、第2闘に示した微に、絵島湾内の5地軸から保泥したものであるの

松島濁の臨質の概姿については別に！（;JX. I < ':;::> /'""'-. 片oc,
告したが(19）、との轡は砲・口が狭く水深

が浅い、しかもアマモの続生及び河川

71¥.や、塩釜市からの排水の流入等、種

々の依件のために、有機物。含量が大

きく微粒泥質が大部を占めている。

試料は表面から 40cmの深さまで採

れとれ百三6居に細分して各居の泥土を

26。Cで10日間貯賊し、貯蔵前後の栄

養混合量。差から生成量を求めた。主主

主云試料はif.ll泥のまま遮光して貯蔵し

たっまた底土中。有機物含量を知るた

めに、灼熱減量：と Kjeldahl法により

。
?aijo limrI 

メlj雪

第2圃採泥 1也結

Fig. 2 Location of sampling of bottom muds in 
Matsushima Bay. 

会：窒素量百三測定した。さらに 20%塩酸可搭燐酸量：の定量；も併せて行った。

Jr 験結 果

前述。様に、表｝青泥と深層泥では、JI判長中に生成される栄養滋の量は、著しい速いがあるので、

底土の深度の遣いに伴い、 貯蔵中に生成される無機可溶性柴養塩量の検討を上記言々糾について行

った。底土中の可静！全無機築養塩の含量は、港奥で大きく、泥の深度によってその含量は異な

り、概して地中央部から奥部にかけて表府部で小さく、深暦に濃幸子f部の存在が認められるとと

は、前の報告で も言及した。との様た傾向はまf~ 3園、第2表に示した結果についても、 St.3, 4及

び5にみられる様に、同様の傾向はほぼ知られる。

しかし貯蔵中に於ける可溶性栄養塩の生成は、 St.iと St.3の PO「Pの場合を除いて、他の

全ての場合では第 1居（0～lcm〕は、2居以深む泥土よりも飛躍的に著しい高い値を示している

のが目立っている。 NHa-Nの生成量では、第2居は第1I膏よりも可成り低い値ではあるが、第1

( 224) 
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居に結いて第3居以深よ

りも大きい値を示してい

る。第3唐以深では貯蔵

嘗初の値とはそれ程大き

く費動しなかったととは

注目される。一方 P04-P

や SiOrSiの生成量は第

2居も第3唐以深の値と

著じるしく費らず、NHa-

N の例と同様に、その含

量は貯蔵前む値とは大き

友差がなかった。 St.4及

び5の概して梅奥部の地

鮪では、可溶性築養塩の

含量の高いととは前述の

如くであるが、さらに貯

蔵中に生成する量 も大き

い。またSt.2<Q藻場では

貯蔵尚之コ含量はSt.1と共

に極めて1J、さかったが、

貯蔵中表唐泥から生成す

る量が、 St.1に比して著

しく大きかったととは注

目に値する。

畦io;
ミ．

JO 

qo 
NH1-N 

0－一一O Before storage O・…・O After storage 
第3圃 貯灘中に於げる可溶性厳重度塩の生成量と泥深との関係
Fig. 3 Relation between depth of mud叩 dcontents of 

soluble nutrients which were formed under 
storage for 10 days at 26土loC.

ヨたにとの可溶性築養塩

の貯蔵中に於ける生成量

は、有機物。含量及び、その性質に関連すると考えられるので、有機物の量を灼熱減量及び、全窒素量：

から求め、さらに 20%塩酸可溶燐酸を測定して、前者との関連性について検討した。その結果、全

窒素及び20%塩酸可溶燐膿では、各地鮎共に表居部分。含量が著しく大きく、深層部へ向って弐

第に減少する傾向を示し、また灼熱減量も St.3の場合を除いて、他の地黒占では同様の傾向がみら

れ、可溶性栄養塩含量の垂直分布とは、全く逆の分布扶態が認められる。（第4闘〉従って有機物含

量及び20，%塩酸可静燐酸の分布と、貯蔵中の可溶性栄養塩の生成量（貯蔵前後の差）の分布とは、極

めてよく類似する様である。との様に可溶性築養塩の貯蔵中の生成量が、底土の深度により或は地

( 225〕
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第 2表海富士の＝・三の化畢成分並びに貯蔵中の可ffl!l建築養塩の生成量と深度との関係

'table 2 Relation among depth of mud, chemical components of mud and soluhle 

nutrient contents which were formed under storag巴 for10days at 26土l°C.

Soluble inorganic n 

.Si Os-Siγ／g P04-P ,,/g 

ヨefore：~~~~g Before I After 
、stora疋e e storage:storage - ＇ニ， ＇ ＇『’ J

l 22 ;l5 1.6 3.2 120 16.6 0.280 0.065 4.3 

2 0.5～5 30 37 1.7 2.5 4.4 51 15.7 0.266 0.061 4.4 

3 5～10 25 27 O.SS 1.4 3.7 11 141 0.207 0.057 37 

4 10～20 23 26 0.82 1.0 4.6 12 13.6 0204 0.045 4.5 

5 29～30 27 29 093 1.6 8.0 9.8 12.1 0.179 0.045 40 

6 30～4つ 29 28 1.6 1.4 11 21 11.7 0.163 0.035 4.7 

1 。～JS 22 73 0.67 4.2 tr 170 2J.9 I 0.453 0.045 10 

2 0.5～5 23 51 0.76 1.2 tr 62 16.4 0344 0.042 8.2 

3 5～10 27 37 0.67 0.86 tr 12 17.0 0.333 0.040 8.3 

4 10～20 32 44 0.74 1.2 2.3 12 16.3 0.270 0.036 7.5 

5 20～30 44 48 0.88 1.3 71 12 15.5 0.287 O.OJG 8.0 

6 3J～40 47 49 1.1 1.9 2.9 18 16.6 0.257 0.035 7.3 

1 。O～0.5・ 26 40 2.6 4.5 6.0 240 13.l 0.328 0.063 4.8 

2 0.5～5 25 26 1.6 2.3 8.6 67 13.0 0.268 0.033 5.1 

3 5～10 24 29 1.4 2.0 14 26 10.9 0.179 。.046 3.9 

4 10～~＼） 38 34 6.7 5.0 39 50 0.039 5.3 

5 2J～30 36 49 8.1 12 38 56 13.4 0.224 0.041 5.5 

6 3）～4) 47 51 13 12 83 77 15.7 0.229 0.042 5.5 

1 O～0.5 19 91 23 1,010 17.5 0.546 0.072 7.6 

2 0.5～5 47 48 1.1 1.2 28 63 17.3 0.270 0.044 6.1 

3 5～10 45 60 2.0 2.2 39 57 14.9 0.246 0.045 5.5 

4 10～w 56 74 11 7.7 83 100 13.9 0.255 0.046 5.5 

65 69 17 13 95 160 14.1 0.241 

6 I 30～40 71 27 17 150 150 14.0 0.244 0.048 ・'5.1

1 。～0.5 26 I 71 1.6 28 31 750 19.5 0393 

2 0.5～5 52 63 12 15 66 120 20.6 0.248 0.047 5.3 

3 5～10 50 6i 6.5 12 75 120 13.5 0.250 0.043 5.8 

4 10～20 56 66 17 15 130 130 13.5 0.241 0.043 56 

5 20～30 49 51 14 11 98 130 14.1 0.223 0.044 5.1 

6 30～40 56 48 13 8.0 100 110 14.7 0.194 0.046 4.2’ 

域的に異主主れしかも生成量の大きいのは極めて表j膏に限られ、底土中の有機物音量等と密接に

関連するととが知られる。

ヨえに全窒素と 20%塩酸可溶燐酸から求めた N/P値は、窒素や燐の分解乃至f!J~散過程に関連し

て、興味深い問題を含む様に考えられる。との N/P値に闘しτ特に注目されるのは、St.1, 3で

は認められないが、 St.2, 4, 5の表層部のN/P怖が極めて高く、：第2層以下では念、激に激少して

( 226) 



各居聞には大きな差がみら

れないととである。夫々 N,

:pの表居部hら深層部に向

って減少する割合が、 Pよ

りも Nの方が大きい様であ

り、従ってとのff~ 2唐以深

の N/Pの急：激な減少の原

因は、 Pによるよりも去Pろ

Nの減少によってより多 く

惹起されたものの様に考・え

られる。とのととは、燐及

び窒素の溶雌速度、或は肱
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第4圃海底土の＝・三の化事成分と泥深との闘係
Fig. 4 Relation between depth and chemical component 

of mud. 

敬遠度にかなりの泣いのあるととを意味しているものではなかろうか。また St.I, 3が、表唐部

も第2唐以下の居と帰んど同ーの値を示したととについては、その原因は明かで、ないが、とれら

の地結は他の地貼に比らて、概して海水の流通がよく、 沈降した有機物の流失 ・分解が箸じるし

く進捗していると とによるのかも知れ左い。 さらに St.2は他の地製／ii'L比して一般に高い値を示

しているととが目立っている。 とれは藻場であるとの地則と、他の地馳との含有されている有機

’物。質的と泣いと閥連がある様に考えられるが、 前述の疑問製Iiと共に詳しい資料をともとに別報で

，論じたい。

II. 底土に含まれている可溶性無機議養塩の海水中への擁散・溶出に関する賓鞍

1主験試料と賞験方法

との貰験に使用 した試料は、古lil.'.l.'LJ.強とほぼ同様、首研究所附近の底土表商より 15～20cm深O

R泥土で、概して可溶性無機栄養j混合金の高いものである。 との泥土佐採泥後、直ちに惜j尼のまま

よく均一になる様ifb合 し、 1.11~約 9.2cm， 高さ約 40cm vシリングーに底から 20cmまでとの泥土

を詰めた。とれに湾口11-llから採った栄養血合E：の低い潟水 700ccaケ泥土が撹乱浮上しない様注意

しながら静かに加えて、そのまま 1El乃至数日放置した。との際シリングーは貫験室内の片隅に

置き、遮光はしなかったが、日光の直射は避けて室温に放置した。所嬰の日放経過後、シリング

ー中の海水をサイフォンで、静かにプラス コに移し新しい海水と交換した。との摂作乞 106日間

29回にわたって繰り返し交換して、その都度海水中の増加した築養塩の査を測定し、泥土から海

水へ拡散j容出した霊をと求めた。勿論との場合掛照試験も併行した。なほとの質験を遂行中の卒均

室温は、 3月は 10.4"C,4月は 13.4°C,5月は 16.9QCで 6月白中旬までは 18.4°Cであったo

f一方最後に シリングー中。泥土は、第4表に示した様t亡、 表市［から 8／晋re細分してとり、それぞ

ぐ227)
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れの！奇の泥土について、その中に含まれている築養塩の量を測定した。

貰験結 果

との貫験でえられた結果は、第5～8聞及び第3～5表にそれぞれ示した。第 5聞は海水中に溶出

した築養塩の量を逐

次加え合わせた加積

曲繰で、従って曲線

の最後の示黙は、金

賞験期聞を通じて帯

出した各柴養塩の金

量である。第6聞は各

国毎の 1時間賞りのヶ0. .'50 60 70 BO .90 700 
Day 

3、
""" 2 .... 

c::i.. 

M 長ミ持》 買お1:~ 
10 20 JO ヰ0 so 50 守'O 80 .90 100 " 

D a !J 

第5周 シリンダー中泥土から海水中へ繍般選出Lた可溶性嬢養塩の加積

曲線

Fig. 5 Cumulative curves of the soluble nutrient contents diffused 

to sea water from mud under laboratory condition. 

第6周同じ〈箪位時間宮リの繊散溜出量
Fig. 6 Soluble nutrient contents diffused per an hour. 
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第7園 第5聞に示Lた無機態蜜棄のさ成分毎の加積曲線

Fig. 7 Cumulative curves on various forms of inorganic nitrogen diffused. 

・一一一eSiOa-Si ×一一一× InorganicNitrogen ①一一一③ NO~－N
ム一一ーム P04-P C一一O NHs-N cr--c NOs-N 

溶出量を示している 0

5(~ 5固にみられる様

に、各祭養塩は初め

の中は念速に溶出し、

無機態全窒素及び燐

酸は、次第に静出速

度が経慢になってい

る。しかし SiOs-Si 

の4回目以降（開始

して数日後〕の溶出

は殆んど一様で・あっ

た。とのことは第 6

闘の箪位．時間常 りの

溶／J1量を示した闘かI

らもよく知られる。

即ち何れも賀験開始

直後の溶出速度は、

著しい高い値を示し

たが、無機態全窒素

及び、 POrPは約 40日

前後まで次第に減少

ι、以後段ぽ一定の値を示した。それに反しSi03-Siでは開始後数日聞は、漸減する傾向がみえたが、

( 228) 
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その後は少しく費イ七に富むが、溶出速

度は略々一定の値を示している。との

貰験の全朋問中に、泥土から溶出した

栄養塩Zコ金量。1/2が溶出するに要し

た日教をみると、無機態全窒素とPO「

Pは共に全日教の僅か 1/4に嘗たる約

20数日間で、Si03『 Siで、は40日飴を要し

た。とれは窒素と燐援は珪酸に比して、

貫験初期の溶出速度が著しく早かった

ことに起因 しているものと考える。

ヨたに質験修了後、シリングー中泥土

の栄養塩 分布を第8圏、第 4,5表

に示したが、 SiOa-Si, POcP及び無

機態全窒素は共同架居部でその含量が

大きく、 表居部で小さく友って去り、

表唐部から海水中へJJll(散溶出したとと

を示 している。 SiOa-Siでは約 7cm

深から、 POrPでは IOcm深から表

唐部へ、それぞれ急；激に含量が減少し

S)JJ -Ji 勾？にV:a,;Zi~；／＋:10で°tr11g
0 20 ¥0.oO 80100180711() 60 JO l/O 50 oO 70 !O 9() JOO I/(} 

d 庁』~

ミZミミJO 

に、、
-<:. 
‘、史、

ミ15

5 8 70 12 Ill 18 18 0 5 10 15 20 
oo ~ -fJ y~9 N01-N r/!J)(lO 

第8圏愛車産絡了後シリンダー中泥土に合まれていた
可溶性鑓養塩の垂直分布

Fih. 8 Vertical distribution of soluble nutrients 
in mud after the experiments on its di-
任usionto sea water from mud. 

・一一・ Si03『 Si ×一一× Inorganicnitrogen て、 IOcmより下厨部では殆んど同一
ム 一一ーム P04-P 0--0 NHrN ①ー←ー④ NOTN

の値を示 した。 窒素で・は最深部から逐 。－c NOrN

式表居へと減少し、 IOcm以漕での勾配は大きくなっている。 との様f:t.各要素聞の分布の遣いは、

第 5,6園からも知られる様に、それぞれの肱散速度の差異にも基因するのであろう。

ととに示 した窒素は、NHs-N, N02-N 及び、 NO~－N の含量を集計したものであるが、第4表、第

8固からも知られる様に、その大部分は NH3-Nで、 N02-Nや NOa-Nの含量は極めて僅少で、

重うる。それぞれ個々の分布をみると、 NH3-Nでは全無機態窒素が示した分布と、殆んど同様の分

布石ど示した。また N02-Nゃ N03;N はその絶封値は小さいが、特異主主分布を示し、 ζれまでの

.Si03-Si; POrP及び、 NHa-Nなどの分布とは全く逆に、 2～3cm程度までの表居部にそり殆ん

ど全量が含有され、それより以深のj音では極く微量より含まれてい友い。 また窒素の貰験開始前

の泥土中での形態は、その殆んど全部が NH0-Nで、 N02-Nゃ NOa-Nは痕跡程度より含有さ

れてい左かてコた。しかるに質験格了後、ここにみられる様に表居泥中に、 N02-N と NOa-No 

含有量が増加しているととは注目すべきである。 POcPの場合、表居部で少じく高い｛直を示し、

-0'.5-2cmの第 2居で最小値ti::示 1じているが、 ζ、の様主主表層部に含量の高い部分のあるととは、

( 229) 
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第3表泥土に含まれている可溶性議蓋塩の海水中への繍散溶出lζ闘する貨車窓

Teble 3 Experiment on the di任usionof solublョnutriEntsto sea water from 

bottom mud under laboratory conditions. (at room temperature〕

Inorganic nitrogen 

Total 

'Y 'Y ¥ y/hr ¥ 'Y I y/hr 
45.5 1,200 26 150 3.3 2,20J 2,200 48 

24 480 20 77 3.2 530 520 22 

29 490 17 95 3.3 S90 59J 20 

48 590 12 130 2.7 1,100 1,100 23 

65 
， 

740 11 150 2.3 1.200 1.200 18 

50 350 7 100 2.0 650 、650 13 

76 790 10 190 2.5 1,200 l,200 16 

72 790 11 130 1.8 910 910 13 

72 730 10 120 1.7 730 1.4 731.4 10 

73 630 8.6 97 1.3 670 3.0 673 9.2 

72 590 8.2 96 1.3 560 4.6 564.6 7.8: 

98 69J 7.0 120 1.2 740 36 776 7.9・ 

70 540 7.7 72 1.0 380 66 446 6.4 

93 710 7.6 53 0.57 210 210 10 430 4.6 

74 450 6.1 25 0.34 200 150 10 360 4.9、

99 630 6.4 46 0.46 20 310 2 332 3.4 

94 700 7.4 48 0.51 14 300 20 334 3 .. 0. 

96 740 7.7 46 0.48 。340 50 390 4.1 

98 960 9.9 66 0.67 。310 150 460 4.7 

93.5 960 10 54 0.58 。210 210 420 4.5 

112 650 5.8 39 0.35 470 2.0 22 494 4.4 

104 1,000 9.6 64 0.62 550 。 20 570 s.s: 

99 670 6.8 63 0.64 760 。 20 780 7.8: 

120 390 3.3 43 0.36 660 2.0 20 682 5.7 

135 1,400 10 140 1.0 1,100 2.0 10 1,112 8.9 

101 ー 550 5.4 76 0.'75 610 4.0 34 ・648 6.4 

120 840 7.0 92 0.77 520 16 56 .592 4.9 

144 1,300 9.0 130 0.90 230 17 220 467 3.2 

144 560 3.9 66 0.46 3以） 14 260 574 4.0 

Total I 2,521 ! 2印 o I • -I 2,s78 I - J 17,104 11,9?8 I山 4 j 20,210 1 ー

とれまでの湾内での調査でも往々みられるととであり、その原因についての検討は後述する。

第5園では雪崩幾態全窒素として、拡散溶出した NHa-N,N02-N及び NOa-N~加え合わせて示

しているが、とれを各成分について加積曲線で示 したのが第7闘である。 貫験の首初、海水中には

NHa-Nだけで、N02-N.ゃ NOa-Nの溶出は認められなかったが、 NOcN は開始後 2()日頃カみ

ら、 NOrNはそれよりかなり後れて 40日荷後れら海水中に検出されたF とれら 3成分の溶出量

の消長をみると、NHrNは30数日頃までは順調に溶出していたが、 以後殆んcNH;JでN は検出e

く2~0),
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第4表 シリンダー中泥土lこ含まれていた可溶性議蓑塩の垂直分布 く貧弱怒了後〕

Table 4 Vertical distribution of soluble nutrimts in mud after the 

experiment on its di妊usionto sea water from mud. 

Inorganic nitro邑en

NH3-N Nl><-N 
"t/g γ／gxlO "tfg×10 

O～0.5 12 10 23 3.1 21 

0.5～2 24 5.6 30 1.3 12 

2～4 61 8.3 43 0.91 3.4 

4～7 100 13 61 0.83 5.3 

7～10 130 16 82 0.67 1.1 

10～13 140 18 91 0.51 2.1 

13～16 140 18 97 0.41 0.3 

16～20 140 18 105 0.42 0.3 

第5表賓績調始前の供試泥に含まれていた可溶性策養塩含量

Table 5 Initial contents of solubl:! m1trients in mud, used in 

the experiment on its diffusion to sea water. 

Soluble nutrient SiOrSi POrP NH3N NO~－N 

"t/g 120 20 llO tr 
of dry weight 

Total contents of 8.66 1.40 78.3 
mud in cylinder mg 

Total 
"ti史

25.4 

31.3 

43.4 

61.6 

82.2 

91.3 

97.1 

105 

NOs-N 

tr 

されず、 一方丁度時期を同じくして、 NOrNの溶出量が念激に増加し始め、50日頃からはNOs-N

の溶出も著しくなった。とり様な傾向は大髄 60日頃まで積き、海水中に全く検出しえなかった

NHrNは、 60日を過ぎる頃から再び著しく溶出量が増加した。他方 N02-Nは NH3-Nが増加

し始めた60日頃から、逆に海水中には全くみられなくなり、 N03-Nも極めて綾慢に増加したに

過ぎなかった。しかるに 90日を過ぎて、傾向は再び逆縛して NHa-N の溶出量が減少し、NO~－N

や N03-Nは増加し始めた。但し N02-Nのj容出塁：は幸子しく大きくはなかった。 とり様に貰験開

始時に、底土中に含まれていなかった NOa-Nゃ NOrNが、 3霊験の途中で、海水中に検出された

ζ とは、とれら 2成分の消長の時期が、 NH3『 Nのそれと極めてよく一致する黒占からみて、 NOrN

及び・N03-Nは何らかの原因によって、 NH3-Nから時換したものと想像される。

III. 干潟地表層泥中の可溶性議養塩の生成並びに撞散

とれまで行った貫磁の種々の俊件は、自然欣態に於ける海底のt条件とは、 可左り相違している

と考えられるりで、 ζれらの室内貰験から直ちに、 自然71犬態に於ける海底土について推論する ζ

とには少しく問題がある。そとで干潟地に於て、表骨泥中の可溶性栄養塩の生成、 指数に閲して

観察を行った。

賞験試料並びに貫験方法

( 231) 
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賀験 I.IIの詩併と同様、首研究所附近の干潮時に露出する地域で、干！日前、干出時及び冠水後

に、第6表に示した様に採泥し、泥土中に含まれている可溶性柴養塩を測定した。貫験は1953年

昼月と 8月の2回行ったが、退潮後の海底は起伏があり、凹部は湛水されて去り、凹部で、は湛水中

への策提塩の損失も考えられるので、湛7J~ されていない部分の表暦泥をかき集めて採泥した。

賀 験結 果

第 6表にみられる様に、 各築養塩は干出後、冠水時に於けるよりも次第に増加し、それが冠水

第6表千潟地表層泥中の可溶性無機築養塩の生成 （平出時に於ける〉

Table 6 Formation of soluble nutrients in beach mud during the time of ebb-tide目

19536.17 

Hour or ! Temp. of f Te町 ofI Si03-Si I POrP I NHrN I 
sampling 1sea wateτ。qmud 0c I r I g I r I g I r I g I Remarks 

h 町1

9-30 26.2 24.8 15 2.2 tr Just before the bottom exposure 

10-30 29目9 18 3.0 1.8 After an hour the bottom exposure 

12-30 33.8 43 3.8 5.8 After 3 hours II 。
14-30 32.0 59 4.4 6.3 After 5 グ ’r ’f 

16-30 27.8 62 5.5 6.0 After 7 グ

” ’J 

18-00 23.7 24.3 47 3.0 2.2 After 0. 5 hours the bottom covered 
with water 

1953.8.15 

Hour of ｜ど1'.:！：·.~：. I Temp of / SiO「Si [ POrP I NHa-N ¥ pH I 
sampling「山。℃山lmud °C I 7/g I 7/g I 7/g jof mud I Remarks 

h m 
1.5 ! Just before the bottom 9-3J 28.1 28.7 18 2.6 7.5 exposure 

12-00 36.2 20 2.9 5.1 7.1 After 2.5 hours II II 

14-00 35.0 25 4.3 6.7 6.9 After 4.5 グ
，， 

" ． 
15-00 34.5 37 8.1 12 7.2 After 5.5 ” " II 

17-30 28.5 i5 2.1 1.2 7.6 After 2 hours the bottom 
covered with water 

されると再び、殆んど千出前の値にまで減少した。 ζれは干出中に生成された柴養塩が、 冠水され

ると榔水中へ拙散溶出するととを示していると考える。 6月の賃験の場合、冠水後。値が干出前の

f直に復闘 していないのは、採泥を行ったのが、冠水後僅か30分程であったために、生成した柴養

塩の海水中への拡散溶It＼が、未だ一十分に行われてい左かったζ とによると想像される。

考 察

底土に含まれている有機物質の分解によって、可溶性無機柴養壊が生成される過程と、 その栄

養塩が海水中へ擁散し、溶出する現象について検討した。

I. 貯議中に於ける底土からの可溶性援養塩の生成について

Waksman, Carey及び Reuszer(19お〕は動物性プラ ンクトンを海水や底土Fに加えた場合、

雨者では同じ様に分解し、プランクトン中の窒素の宇量以上が NHa-Nとして遊離するととをみ

( 232) 
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た。また乾燥した泥土に水を加えて、 貯脱した場合には炭素や窒素の遊離は比較的念速であった

が、潟泥では著しく緩慢であったと報告している。その後 1938年同じく Waksman<27lは、底土

中の有機物は、海水中の有機物に上として、パクテリヤの分解作用に強い抵抗性を示し、深海泥土

中。有機物J士、陸に近い漕海泥土中。有機物に較べて 1/10～1/15程度より目変化されず、しかも底土

佐 15～30日間貯蔵して千百竣物を酸化しでも窒素の遊離は殆んE見られなかったと述べている。

ととにえられた賓験結果では、深唐泥からの栄養援の著しい生成はみられなかったが、表居、泥か

らは急速に著しい可溶性条養物質が生成された。表面から 40cm深までの各深度の泥土を10日間

26cCで貯蔵して後、生成した栄養塩量からも知られる様に、楽養塩の生成量は極く表暦部で大き

く、深唐部では概めてノj、さいととは注目される。との様な栄養塩の生成は、有機物の分解の結果

無機化し可溶イ七したものと考えられるから、 底土中に含まれている有機物の質 ・量が大いに関連

してくる。有機物の底土中での垂直分布をみると、灼熱減量及び全窒素は、 20%塩酸で浸出した

燐酸量と共に、第2表、第4闘に示した如く、表居部には著しく多く含有されて沿り、底土の深

度の増加と共に減少す？る傾向が明かに知られる。 との様主主底土の深度と有機物量の分ギ！？との閥係

は、菅原〔1939〕，室月・白石・倉津及び北津（1949）によって湖沼底土について、またRevelle,

及び、 Shepard(1939),Waksman, Reuszer, Carey, Hotchkiss及び Renn〔1933〕， Reuszer 

1_1933）等によって、海底土について夫々同様の傾向のあるととが報告されている。 Moorecl930〕

は底土中の P~O，及び Ni について測定した結巣、一般に泥深の増加と共に減少するが、 P,05 は

10～15cm 深で増加するととを認めた。さらに Anderson(1939）は、有効性有機物含量の指標

としての酸素消費量は、底土表唐部で大きく下暦に向って、 漸減する傾向が往々みられるととを

認めた。また Waksman(1938）も同じ様友測定結果から、泥土表唐では下唐よりも容易に酸化

されるととを報告している。

底土中の有機物、つ分解は、多くの場合パクテリヤの活動によると考えられるが、 パクテリヤの

分布については、 構海Jま外洋に比して海水中のパクテリヤ教が多く、溜海中特に港湾で大きいと

とはよく知られている。 Reuszer(1933）は底土中のバクテリヤの分布について報告し、 底土直

上η海水よりも著しく多く、底土の深さと共に減少するが、表面から2.5cmまで念激に減少し、

パクテリヤの活動に必要な未介解の有機物を含む極く薄い表！晋部では、 パクテリヤの数だけでな

く、その種類も下居より多いと述べている。また Lloyd(1931〕， Waksman,Reuszer, Carey, 

日otchkiss及び、 Renn(1933) >ltびに Zobell,An!lerson (1936〕等もパ、クテリヤは底土表唐部

に多いととをど指摘している。 E長た底土中の有機物含量とバクテリヤ教との関係については、同じ

く Waksman等はパクテリヤ数と有機物含量とは相闘関係があり、有機物含量はパクテリヤ数

を支配する一つの要因で7あろうと誼ペている。一方 .Reuszer(1933）は有機物含量の多い庭で

は、パクテリヤ教も概して多いが、 必ずしも一様に有機物の含量とパクテリヤ教とは相関関係が

みられないと述ぺ、 とのととは有機物の組成や分解程度の差異と関連するものと推論している。
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また加藤 〔1952li＇土漉海底土つ有機域分を分析した持果、 JEi土r:[:r街機物質の 1/2～1/3が海底で

鑓成された、低抗ドtの強ヤ腐紘態イ了機質であるととを認めた。底土の貯蔵中に於ける可j容性築資

塩ろ生成E；が、底土.'T)表暦と深暦で著しく臭った傾向~示し、去｝奇部の生成量が極めて念速で大

きかったとと法、 以上司コ様な多くの人々によってえられた研究の成果からも、容易に推定され

る。即ち表居部と深腎部の有機物合員：の遣い、特に新しい未分解有機物含量：の差具、或はそれら

有機物のイ七皐組成の差、 及びそとに分布するバクテリヤ数の悲しい遣いに原因していると考動えら

れる。従って本貰験中、貯賊温度の泣いによって著しく生成主i：が災ったととは、バクテリヤの活

動に謝して温度等の賀験｛削斗が影響、したものと想像される。

Waksman, Carey; Reuszer(1933〕は謀頼が海水或は泥土r:[:rで分解される場合には、パクテリヤ

の細胞物質を合成ずるために、利用しうる窒素の存在をと必袈とするとえ~べている。また 1937年の寺世

也べ31）によると、 エネノレギー源としてグノレコ ｛ス左海水に加えると、バクテリヤが繁殖し、海水中の

燐般は念、速にパクテリヤによってf肖費され、間もな〈 パクテリヤ数の減少を共に、再び海水中に主lf-

現するという。 Renn(1937）も同様に、海水中に燐酸とグルコ ースを添加した場合，5日間でパク

テリヤ数は最大値に達し、完全に燐酸は同化されるととを認めた。さらに Keys,Christensen及

び Krough( 1935）は時として燐般の欠乏は細菌の活動。制限因子のーっと友りうると推論して

いる。筆者の賞験中で、表厨泥にバクテ リヤの活動ぞ促進するために、そのヱヰjレギー源として

のグ、Jレコ ースを添加して貯搬した場合、無添加試料に比して、 6。C及び26°C貯蔵の雨者共．著 し

いパクテ リヤの繁殖がみられた。しかるに貯蔵中に生成した NH3-N及び PO.-P量は、無添加4

試料よりも僅少であった。また~~~Jl足理の表層泥でも、貯蔵日数の経過と共に、 PO.-P の生成量は

一度短大値に達して、その後次第に減少した。その上深層泥の場合も、 賀験開始前に含まれてい

た PO.-Pは、 日教の経過と共に漸減したととは著しい現象で－あった。 との様なグJレコース添力問

試料が、J!!li添加試料に比して、 NHrNや PO.-Pの貯蔵中の生成金が小さく見えるととは、 パク

テリヤ一般の消長からも知られる様に、｝！？賊中にノてクテリヤが著しく繁殖し、 そのバクテリ ヤによ

って消費されたために、見掛上生成量：の筑z験値が小さくなっているものと思う。また P01-Pが日

数の経過と共に減少したととも、同様【の原因によったものと推定され＇.とうした推定はWaksma孔

等や Rennの笠験結果からも窺い知ると とが出来る。

松江 （1949）によると、珪藻にクロロホノレムやトノレオーノレを添加した場合、 その細胞l刊に中間ι

有機化合瞳として、多量に貯蔵されていた燐酸は、細胞内に存在する フォスフアタ ーゼの働きに

よって、 念速に燐酸生遊離する。そり場合、クロロ ホルムや 卜jレエンの添加は防腐上の効果はあ

っても、珪藻からの燐酸の溶出を阻止するこ とは出来ないと報告している。筆者の貰験中で、ま

居泥にト ノレエン占ク ロロホノレムの混合液八1:1）乞添加じて、ノミクテリヤの活動を抑制して貯賊し

た試料では、 NH3...:N＇や PO.-Pでほ無庭理試料に比してその生成章：は小さかった。しかし貰験初

期に念：速にその合:ID：が増加，じて 3～5日以後除￥台、んど幸子しい増減はみられず、しかも貯枇温度の，
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奥問泰造：内湾底土101~1コ可溶性築養塩について第3 報

遣いによって、他の例の様な大きな差はなかった。との様に 3～5日までの聞に、 PO,-Pの生成

量がj急速に増加したととは、松江の賀験結泉・でみ4られる様に、 表唐底土中に存在していだプラン

クトン、或はパクテリヤからj谷川し、 しかも以後。パクテリヤの活動が抑制されて、パクテリヤ

による消費がないために生じた現象ーであるとも考えられる。また NH2-Nについても同様の理由

に因ったものと考えられるが、必ずしも周かでない。一方 Si03-Sitは NH3-Nゃ P01-Pd:異っ

て、夫ノセ同じ温度で貯蔵したef,ijf;庭理r.~u斗の生成量と、殆んど同様。値をど示した。との SiOo-Si iD 

生成量が、防腐剤の添加の有無とは無関係の様友結果を示したととは、Si03-Siの生成量はバク

テリヤ等の、生物的な働きだけによるものでは左く、他。後件〔イ七皐i'l句作用の様足立〉 も大きく関

連しているととを意味するのかも知れとい。しかしととではその機構を明かに知るととは出来な

いの 表暦底土佐趨’品・ 1J:~氏件のもとで貯服す7る場合には 、 可静作l：無機後養塩つ生成が短期間に念速

に行われるととが、以上の質験結果から容易に知られた。

II. 底土に含まれている可溶世議養盟の海水中への蹟散・溶出について

可溶性知機栄養塩含量の大きい底土を、シリンダ戸に詰め、 海水を加えて静誼すると、可溶性

の無機築護塩は極めて容易に潟水中へ肱散する。海水の交換を繰り返し、約106日間経過した後

でも、 1J:Iま可なりの量がf!f，~ ＇~民溶出するととが知られた。一方シ リンダー中の底土は 106 日後、 表

府部近くては可溶性柴養騒の含量が、極めて少量しか含有されてゐらず、 表j膏部から逐次潟水中

へ肱散溶/J＼し去ったもりと思われる。一般に海底土でも、表層部の柴養塩合金が僅少で・あるとと

は、とれまでの現場調査でも観察されている。一方前主jJ;の様に表唐泥中には有機物合；量が大きく

また趨嘗主主燦件下で、は急；速にしかも容易に可溶性築養塩が生成される。 とうした一見矛盾した事

貨は、シリングー i;~t の泥土と海水の聞で、起ったと同様、 自然に於ても可j容ti：柴養塩の生成速度と

そのR唐海水中への蛾1散速度はほぼ、等しいととを示すものであろう。

ヨえに測定した栄養物質の蛾散する速度についてみると、 SiOa-Si, POcPや無機態窒素の聞だ・

は、その速度は必ずしも一様で、はなく、 POcPと無機態窒素では殆んど同様の傾向を有し、 Si03-

Si に上として著しく迅速であった。との鮪はl坊主主の様に、 賀験j明問中に溶出した栄養坂の 1/2:!fl 

が溶出するために、 POcP及び知機態窒素では約 20日間で、 SiOa-Siはその2倍飴の日，蚊乞嬰

したとと、及びシリンダ｛中の泥土に現われた様えム泥土の深度と可博性栄養塩の勾配からも知

られる。

シリングー泥土の第 1J晋（0～0.5cm〕中の POcPが、 NH3-Nゃ SiOrSiの篠に最低値を

示さず、 m2居（0.5～2cm〕よりも高い値であったととは注目され、その原因については直接の

検討をと行わなかったが、以下に少しく考察する。との表層部は黒色主帯びた内部とは具って、む

しろ茶筒色・i'.帯び、内部作比してより酸イ七の進んだ様相乞呈じていた。 7.k悶土揮ではそ0還元ブJ-

の増減によって、燐酸の溶解度が著しく左右されるととが知られて沿ドl!:J￥ との表居部、と内部

との酸化謹元状態。遣いも、．とうした現象と閥濯があるもρと思dぞれる。 Stephenson・(19481, 民
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よると、犯左含んだ海水のi慮液を一章夜放置すると、 指液中の POcPの濃度は減少し、それを

振輩ずると P04-Pは再び、もとのf直に戻るという。また海水を長い期間放置した場合には、海水

中の POcPは消失し、容器の壁に附着して生きているパクテリヤによって吸牧される ことを認

めた。そして Stephensonはとうした現象について、 振違えとどによってパクテリヤは破壊され、

POcPを多く含むパクテリヤの原形質から燐酸が遊離し、 容器の壁面等に生きているパクテリヤ

によって再び、吸Jj:1cされると推論した。また初JI津 （1936) は採集プランクトン珪藻の死後、燐酸の

溶出があり、溶出速度は極めて速かで、ある鮪から、珪藻の細胞膜に多量の燐酸が吸着されている

ものと推定した。 さらに松江〔1949〕は前述の様に、珪藻には燐酸高とその中間有機化合艦．として

貯蔵する作用のあるととを報告している。各氏のとの様な貫験結某に照らして、 筆者の賞験に於

ける第 1厨泥土中の POcP含量の高かった貼・について類推すると、泥土表「前日に生きている微

生物（珪藻類をも含めて〉 によって吸着され、或は貯蔵されていた PO「P が、振盈Eドにj容離し

たという生物的z主作用も、前述のイ七皐的え主理由と共に、その原因の一つとして考虚されるペきで． 

4うると

第7 闘にみられた様に、 NHa-N から NO~－N 或は NOa『N への陣換、及び NOa-N ゃ NO~－N

が消失して、 NHa-Nが増加した如き、窒素の著しい形態騨換について、 以下に少しく考察する。

海洋に於ける硝化作用及び脱硝イ七作用については、早くから多くの人々によって研究され、 可な

りD成果がえられている。 Cooper(1937〕は海に於ける輩素の循環に闘して、その形態騨換に

ついての検討宣行い、その結果一般に資白質、アミノi駿、 ・アミン及び、尿素の様え主化合物からは加

水分解、或はパクテリヤの作用によって NHa-Nが形成され、 ヨえいで・ NOrN，しかる後NOa-N

に鑓ると推定した。 Harvey(1925, 1926〕は硝化細菌は外洋水中に存在しないが、 海底土には存

在する と述べている。同様にLipman,Brandt, Issatchenko及び、 Thomsen も確認している

様であるが、 筆者は未だそれらの原報に接していない。 vonBrand, Rakestraw及び、 Renn

(1937, 1939 ） の賀験では、 海水中の有機物が分解すると、 NH3-N が生じ、それが NO~『N の中

間過程を経て N03-Nに陣換した。その N03『 N E含む海水に珪藻を接種して、明かるい場所に

置 くと、 NOa-Nは完全に消費されて有機物に鑓化した。 との様主主窒棄の循環は、同じ海水中で・

繰り返えされうるととが賞験的に認められた。また Waksman,Hatchkis並び、に Carey〔1933)

は、培養基に海水及び底土を接種して試験した結果、 潟水中特に表J奇1.k中には硝イ七細菌査と含まな

いか、含むとしてもごく僅少で、あり、底j晋水や海底土には豊富であるととを認めた。 とれより海

に於ける NOa-Nの形成、蓄積は恐らくとれら生物の活動によるもので、 N03-Nゃ NOrNの

形成は海底で行われ、 形成された N03-Nは海水中へ蹴散するものであろう と推論している。

Carey (1938〕 も同様の事賞を認め、さらにプランクトンを多く含む海水では、 NHa-NはN02-

Nに容易に酸化されるととをど示した。一方NOs『 Nから N02-N及び、 NHa-Nに還元するパタテ

リヤの海水及び底土中に民’く分布しているととは、同様にWaksman等によって認められている。
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筆者の賀験中で、窒素の形態が榔換した現象が、底土中の NHa-Nが海水中へ溶出した後に、

海水中で、 NOrNゃ N03,...Nに轄換したものなのか、或は底土中で NH3-Nから N02-N及てr

NOa-N lei！等換した後、海水中へ肱散したものかという黙について検討した。先づ底土中で NHr

Nから N02-N，さらに NOa-Nlei縛換して、その後に N02-N或は NOa-N として海水中へ

溶出したものかEうかについて考える。若しも底土中で NOrNゃ NOa-Nが形成されて後、海

水中へJ-Jfli散7'ii＇－出したものと俄定すると．貫験の格了時は、海水中の NOa-N含量が大きい時であ

ったから、首然底土中の含量 も非常に大きくなけれぽならない。 しかるに底土の内部の窒素は、

その大部分は NH3-Nの形で存在して沿り、少くも 2・3cm以深では、 NHa-Nから NOrNさ

らに N03-Nへの鑓イ七が起ったとは考えられない。しかし 2cm以溜の表居では、 N03-Nの合

]tは内部に比して、極めて南＇jlρ値を示してゐりとの表j晋部で NHa-Nから NOrN，さらに N03

-Nへの時換が起る可能性は大いに考えられるととである。また底土の表暦で N03-Nが形成さ

れた ものでないとすると、 NOe-Nの形成は底土から．海水中へ NHa-N として溶出後、海水中

で起ったととになる。若しも依りに海水中で、 NH3-N今N02-N→NOa-Nへの時換が行れたと

すると、 底土表暦部の NOa-Nの高い含量は．海水中に含まれている NOa-Nの影響を受 けた

結果と考えられるから、との表厨底土中の含量として表われた NOa-Nは、その大部分が底土

中に存在する遊離海水中に、含まれていたと考・えて良いであろう。従って海水と接関している底

土表暦部の遊離海水中の N03-Nの含量は、海水中から的散したものであるから、 海水中の含量：

に極めて近いか、 幾分低い値を示すべきであろう。とうした翻拙から、 最後の交換海水中に含ま

れていた NOa-Nの宜と、 表居底土の遊離海水中の NOs-N含量を比較すると、 海 水 中 で は

370γ／Lであり、底土遊離海水中には 890γ／Lで・あって、遊離海水中の含量は海水含量の約2倍飴

の値を示している。との様な結果は、 前述の仮定を却ろ；否定するもので、 表暦底土中の NOa-N-

の高い含量は、海水中の NOa-Nの影響だけでなく、他の原因によったととを意味するものと考

えられる。少くも前述の結果等it:も考慮するとき、 NHa-N→NOrN~NOa-N へZコ時換が、底

土表唐部では起とりえたとの推定は容易に行われる。海水中で・NHa-NーテNOrN今N03-Nの轄

換が行われたかどうかは直接は解らないが、 若しも NOrN及び、 NOa-Nの形成が行われたとすー

ると、 シリ ングーに海水を加えて静置した期聞は、 3～6日間であるから、との短日聞に NOrN

や N03-Nが形成されたととと左る。しかるにvonBrand, Rakestraw及び Renn(1937, 1938). 

のプランク トンから硝酸塩の生成に閥する賞験や、 Waksman,Hotchkiss及び Carey(1933). 

の培養試験では、 N02-Nの形成はとの様な短時日では起とらないととを示じている。 N02-NEと

経て形成される NOa-Nについては、 さらに多くの日数を要している。とうした賠を考慮する

と、本質験fZ::於ける N02-Nゃ N03-Nの形成は、主として海水中で、行われたとは考え難い様で

あり、したがってとの硝化作用は、 一部は海水中で行われたとしても、その木部分は底土表居ー

1-o'fllで・仔われたものと考えてよいであろう。
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窒素の .NH37'NーテNO~.：. · :N今NO;-N の陣換には、 パクテリヤの活動による他に、 光化率的主主酸

化作用及び純梓なイ七撃的酸化作用も重要主主役割をなすととが知られている。 （TheOceans, 1946) 

本質験でν リンダーは育1J越の様に、比較的採光の悪い場所に置いたもの‘むあれ光化事l~l"Jな酸化

．はあまり閥輿しなかったのではないかと，思ゐれる。 しかし・泥土表層部は、前述む如く底土深層部

,JC上として、 極めて酸化の進んだ様相を呈してたり、従ってとの表暦泥土中で・行われた硝化作用は、

〆クテリヤによる酸化作用と共に、化率的な酸化作用も原因とえzっていたとも考えられる。明か

には解らないがとの様な原因によって、深層部から漸次』~1散して予fliた NHrN が、 表層部で活溌

に NO:i-Nや NOrNに縫えられて、海水中へ拡散溶／I：＼したものと思う。

また第7闘中、約 60日目頃から一度消うたしていた NH3-Nが増加し、一方NO:;-NやNOs-N

が消失した現象は注目される。ーとれはl¥1に60日から 90日自国までの朋問中に、 硝化作用に閥 ，

興するパクテリヤや、その他の酸化作用が何等かの原因によって低下されたため に、 深層部の

NH3-Nがそのまま海水中ヘ顕散したものなのか、或は脱硝イ七パクテリヤ等iとより 、特に硝酸の還

元作用が、との時J切に護達したととによるものかは明かでない。 以上の様主主茸験室内のt条件で翻

捺された窒素の形態樽換の事貨が、 自然j伏態でも回様に起ζ りうるものかどうかという舶につい

ては、今後更に研究をと進めて明かにしたいと考える。

ヨたに会問聞を通ιて、

いた杢：；量の、燐酸は 18%，珪吸は24%で、窒素では 26%で、あった。ま？ととの値は泥土中の可

-1~争l~l：柴養塩合；量が、表暦部に向って著しく減少し始めた深度、即ち約 10cm 深までの （但 し珪蛾

；塩は約7cmj楽であったが、燐酸及び窒素と同様 IOcm 深まで、の含E：と比較した）泥土中に含ま

，れていた含量の、燐酸は 37%、珪酸は 49%で、 窒素は 52%re相指’していた。従ってとの貫！捻

κ於ては、 IOcmj案。泥土から栄養塩は、その含量。 1/2近くが博IHしたとととなる。 シゾ Y グ

ー中む泥土表筒ilcm:i詰・りから、 海水中へ昨11＇，した可溶性柴養塩の盆は、との全j自問中には P

は 39γ，Si/ti 320γ及びNは300γで、とれが賀験開始後約6日間では、Pは6.5γ，Siは 52γ で

N は 66γ であった。さらにとれを塩釜港の様に、2m程度の水深に、拙散j容出し他に時換しな

いと仮定して、海水中の増加量をとH算 してみると、賀験開始後6日間では、 Pは 32.5γ／L,Si 

:250γ／L,Nでは330γ／L，また全期聞を通じて、Pは約200γ／L,Siは l.6mg/L,Nは 1.5mg/L 

と主主る。 しかしたEがら、とれはシリング｛中で・海水が静止した欣態に於ける値であり、買際海で

可溶性柴養塩含量の政年i','1i:.泥土を、海水中に露JトE，した：場合には、海水の流動によって、焼散作用

。は促進され、 1容出する盆は著しく倍加されるものと期待される。

以上の貰験結果・V中、 (1〕貯蔵中に生成した可j存性栄養塩は、 表層泥では極めて大き か った

が、深層泥ではパグテ リヤの活動に好適な温度t条件の下でも僅少であったとと。 （2）また 40cm

1楽までD各深さの底土にて互いては、同様に表層部での増加は著し く大きいが、 第3居 （5～

・1ocm）以深の泥土では一般に小さかったとと。（3〕肱散溶t.1:'1現象に闘する 106日聞の賞験能了後

c 238) 
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シリングー中の泥土がら溶出した可博也：栄養塩は、犬NII介 IOcm以溜からで、 10cm以深からの

？容出は殆んどなかったととσ とれらの貼を椋含しで推論すると、 との港では底土中築養物質の代

謝に著しく関連するのは、ごく表層に限られ、少くも 10cm以深の底土から可溶性祭薬物質が、

海水中へ溶t1'iするのは、極めて少いと考えてよいであろう。また港内底土の深層部に、 可溶性築

養塩Zコ濃密部1わ存在するのは、深冒部での有機物の分解が、表唐部より活殺なためではなく 、海

水中へ焼散しえないまま、 l/:X§遣されているととに上るのであろう。 さらにまた海底へ沈降した後

の有機物の、比較的ノfグテリヤに劃して抵抗性の弱い部分。分解は、 可なり急；速に行われるとと

：~意味しているものと思う。

1前2阪に於て、耕転吃よる可溶性栄養塩η、海水中への1谷川の可能tJ:l'Z二つhて検討したが、とこ

にえられた措県カミら、との問題．について少しく補足的iC:考察すると、 柴養塩合員t2コ謎特なi架暦背JI

~、海水中にli~川した場合には、 一時的に海水中の栄二益塩濃度を増加させうるが、さらに深暦部

に含まれている有機物η分解が進捗して、栄養塩を生成し溶ll：＼するととについては、飴り期待で

きないものと思われる。

III. 干潟地表層混中の可溶性鏡養塩の生成並びに擁散について

上記の様に、可溶 1~1；知機栄養滋η生成、払1,1（散に閲して貨店金的に検討したが、 自然状態に於ける

とれらの現象について吟味するために、干潟地に於て視察を行った。 その結果底土は干川後、潤

津な太陽の照射と空気中からの酸素の供給を受けて、 その内に含まれている有機物。イ七拳的な酸

化作用が進み、或は生物的えに作mによって、 Ti"f1容性栄養i包が生成し、それが冠水すると急：速に海

7.k＊へj谷町してしまうととが知られる。干潟地のとの様な現象は、主として千11:¥時を中心として

翻Zざした現象であるが、常然冠水時にも、 底土中の有機物Zコ無機化作）＇／jは絞けられているものと

考える。従って常時冠水している治底でも同じ様に絶えず、布i機物伐の沈澱＿；h機物質の介1砕

い！（様化）一一可溶性築養壌の生成一一可静J:<J：栄養坂vtr/i'i散溶問のiilllrn!.が、 底土表商では続行され

ているものと考える。

摘 要

底土中で、可溶性無機栄養物質が生成される過程と、 その楽養物質が海水中へ擁散溶J討する現象

について、賀験室的な検討と共に、干潟地の自然欣態で、の観察を行い以下の様な知見をえた。

(1〕 底土を 61日問、 6°C,26°Cで貯賊した場合、 表酔泥（0～：o.5cm〕と深唐泥（10～15cm)

では、貯蔵中に生成された可溶性祭養塩の童は異主主り、表層泥の 26°C貯蔵の方は、 6°C貯般に

比してそο生成量は大きく、しおも 6°Cの場合には徐々に生成量が増加したに反し、 26°Cでは極

めて短時間に増加がみられた。 一方深厨泥では、貯蔵日放の経過•ltひ、に貯蔵温度の高低によって

も、表暦泥に較べて飴り大きな鐙化がみられなかった。

べ2) 表居泥にノマグテリヤのエ式、／レギー源として、グJレコースを添加しアて貯蔵した場合には、貯

( 239) 
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蹴中の温度の遣いによってその傾向は少しく異なるが、 無添加Zコ試料に比してパグテリヤの繁確

が著しく、一方可溶性築養塩の生成量は極め’て小さかった。 とれはパグテリヤの移しい繁殖の結

果ゐ栄養物質がパグテリヤのJ穂構成のために利用され、 無機態のものが減少して見掛上、その生

成量が小さくなっているものの様である。

(3〕 同じく表層泥に、バクテリヤのJ活動を抑制する目的で、 トJレエン・クロロホ jレムの混合液

を添加して貯蔵した場合、 PO「P及び NHa-Nは貯蔵初期の 3～5日間で念増して、以後賓験格

了時まで殆んど同様の値左維持し、貯蔵中の温度の遣いによる差は僅少であった。 しかも無添加

試料に上としてその含量はノj、さく、ノてクテリヤの活動による有機物質の分解作用が、 或る程度阻止

されたためと思われる。との貯蔵初期ゎ P04-P,NHrNの念増は、泥土に含まれている生物瞳

から、その死後遊離したものらしい。一方 Si03-Siでは 6。C,26°C貯蔵の雨者共、無慮理試料

とその生成量及び、増加D傾向が恨めでよく一致し、防腐御U2コ添加の有無が Si03-Siの生成とは無

関係の様にみえたととは往目される。

(4) また PO.-P は貯蔵回数の経過に伴い、極めて特異友消長~示したう即ち表居泥では貯蔵

中、一度極大に達した後次第に減少し、一方深唐泥でも日教の経過と共に漸減したことは、他の 2

成分。漸檎傾向に比して著しい現象であった。

(5〕 松島都の 5地黒占からえた底土について、泥土の深度と可溶性栄養塩今生成車：及び、二・ 三の

イ七皐成分との閥係を検討した。その結果、一般に底土の表暦部では可溶性柴養塩ろ含量が低く 、

深層部で高いが、 10日間、 26°Cで貯蔵中に生成した可溶性築養塩量は、表腎部では極めて大き

く、 lOcm以深の底土では概して小さかった。一方灼熱減量、全窒素及び20%塩蛾可溶燐酸量。

殆んどは、表層泥で大きく泥深の増加と共に衣第に減少し、 lOcm以深の泥土では有機物の分解が

或る程度まで進捗している様であった。 とれらの値の分布は、可溶性柴養塩の生成量の分布と極

めてよく類以し、との生成量は有機物。含量と著しい相聞性が認められた。

(6〕 泥土を約 20cmの深さまで詰めたシリングーに海水を入れ、時折新しい海水と交換して、

泥土から海水中に擁散溶出した可静［:ti：栄養塩の量を￥，Qlj定した結果、 比較的短時間に柴養物質が容

易に海水中へ蝿散溶出するととがみられた。 との貰験修了後、泥土中の築養物質の垂直分布を調

べた結果、海水中へ擁散溶出した栄養物質D多くは、 表面からlOcmまでの泥土から溶出したも

のであった。ま？ととの貫験中、その始め泥土中に含有されていたかった N02-N，及びN03-Nが

貫験開始後約40日頃から海水中に検出され、また貫験修了後、表層泥土中戸概して少量．ではある

が、 NOrNゃNOrNが含有されていたととは特筆すべきととであった。との NOrNやNOrN

の生成は、大部分泥土表層部で NH3-Nから酸化されたととによるものと推定された。

(7〕 干潟地表唐泥について、干出中とその前後に於ける可溶性祭養塩含量の泊、長を翻察した結

果、千出後泥土中の可溶性栄養物質は失第にその含量が増加し、冠水するとその生成した築養物

質は海水中へ崎散溶出し、干出前のイ直に復臨するととが知られた。 との様主主底土中に含まれてい

ぐ240〕i
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る有機物質の分解に伴い、生成された可溶性無機築養塩が、 海水中へ肱散帯出する過程は、 翠に

干潟地だけで主主く常時冠水している海底に於ても、同様に樹庁られているもりと考える。

(8l 以上の寅験~通じて、松島轡内で底土が柴養物質の代謝に著しく関連するのは、ごく表唐

部で、少くも lOcm以深の底土から、可溶性柴養物質が海水中へ溶出するととは概して少いと考

えられる。しかしとの様主主深さについての正確な智識を得るととは、 底二七の研究上大切で・あるの

で、今後さらに検討を進めたい。
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