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貧酸素および硫化水素が干潟の生物に与える

影響に関するメソコスム実証実験

杉浦 琴 1*・高橋 正 一2・ 三好 英一3
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Mesocosm Experiments to Investigate the Impacts of Hypoxia and 

Hydrogen Sulfide on the Organisms and Water Quality 

Koto SUGIURA1*， Masakazu TAKAHASHI2， Eiichi MIYOSHI3， 

Yoshiyuki NAKAMURA3 and Tomohiro KUWAE3 

Abstract 

We carried out a demonstration experiment using the Intertidal Flat Experimental Facility (IFEF)， 
which is a semi-closed and experimental intertidal flat ecosystem， to investigate the effects of hypoxia 

and hydrogen sulfide (H2S) water on organisms and water quality. We created three tide pools on the 

experiment tidal flat and divided them into three experiment areas : one area where sodium sulfide 

(Na2S) was added to巴xaminethe e妊'ectof hypoxic water alone ; another area where hydrogen chloride 

(HCl) and sodium sulfide (Na2S) were added to examine the e妊ectof both hypoxic and hydrogen sulfide 

(H2S) ; and a control area where nothing was added. Then we observed changes in the water quality 

and the survival situation of the benthic organisms in each area. The results indicated a possibility that 

the mortality of organisms increases due to a combination of factors， i. e. hypoxic water and high hydrogen 

sulfide and high water temperature (>20
0 

C)， The results also suggested a possibility that in a tidal flat， 

where the sea level changes frequently， the length of time that organisms are exposed to two factors， i. e. 

hypoxic water and high hydrogen sulfide， is short， and therefore the mortality can be avoided. 

1.緒言

富栄養化した内湾では，有機物の流入と内部生産，そ

して夏季の水温上昇による成層化により貧酸素水塊がし

ばしば発生する。その貧酸素水塊は，季節風や離岸流に

より海洋表層に押し上げられることによって青潮の形成

につながり，底生生物の大量死を引き起こしている 1)。

また，近年の東京湾では，秋~冬季においても貧酸素水

塊の発生がしばしば報告されており，貧酸素による生物

2012年 1月5日受付， 2012年7月19日受理

への影響は，季節的なものではなく，年間を通じた問題

になりつつある2)。干潟を含む浅海域は，大気あるいは

植物からの酸素供給や潮汐による海水交換により，貧酸

素水の直接的かっ継続的な影響を受けにくい環境にある O

そのため， i朝間帯付近に生息する底生生物の多くは，直

接的かつ甚大な貧酸素あるいは青潮の影響を受けること

は少なく，潮間帯の生物が大量死するケースは稀である

と考えられる。それにもかかわらず，東京湾や三河湾で

は，青潮による干潟域のアサリ大量死が報告されている3)。

キーワード:貧酸素，硫化水素，暴露継続時間，干潟生物，干潟メソコスム
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アサリの貧酸素耐性については古くから様々な研究が行

われており ，i容存酸素濃度 (DO濃度)4). 5)のほか，塩

分や水温，硫化水素 (H2S)4). 6)，アンモニア濃度や浮遊

泥等の複合作用により，アサリがへい死する場合がある

ことが指摘されているの。これらの報告によると，アサ

リは基本的には貧酸素に対しである程度の耐性をもって

おり，貧酸素単独あるいは貧酸素とH2Sのみで、は短期間

でへい死に至る可能性は低いと認識されている。しかし

ながら，以上の知見の多くは，環境条件を一定とした室

内バッチ実験であることや，多量の硫化物を添加して硫

化物による生物への影響を調べた実験であり，実際に生

物の生残に影響を与えるH2Sによる生物への影響を調べ

た報告は少ない4)。したがって，潮汐が存在し、環境条

件が 1日の中でも変動する実際の干潟において，どの程

度室内実験の結果が適用できるのかは不明である。 一方，

現場海域で実施した生物試験結果も存在するものの，現

場実験では実験条件を制御し、生物に影響を与える可能

性のある要因を個々に分離して解析することは困難であ

る。そこで，本研究では，潮汐・潮流を現場に近い条件

で再現できる干潟メソコスム実験施設を用いて，硫化物

の供給条件を変化させることで、干潟の底生生物に対す

る貧酸素及び青潮による影響とその要因を調べることを

目的として長期的な実験を実施した。

2.予備実験

1)目的

H2Sが全硫化物に占める割合は，水温や塩分，海水の

pHにより大きく変動する8).9)。海水はpH緩衝作用をも

つため，実験ではこの緩衝作用を考慮して，海水中に

H2Sが常時存在するように，添加する溶液のpHを調整し，

海水のpHを8以下に維持する必要がある。実際に，東

京湾奥部において報告された青潮ではDO濃度Omg/Iと

なったときのpHは8.0-7.1程度までが観測されている1)。

海水のみを使用した実験であれば， pHを維持するため

の添加水の条件を化学平衡式により算出することは容易

である。しかし，堆積物が存在する実験条件では，堆積

物の組成により， pHに与える影響は異なる。そこで，

干潟メソコスム実験施設を用いた本実験に先立ち， H2S 

の発生に最適な実験条件の設定・確認や， 青潮形成に必

要な各試薬堂の算出のため，予備実験を実施した。

2)実験方法

201のガラス瓶を 2本用意し，それぞれに干潟メソコ

スム実験施設より採取した表層底泥を厚さ約5cmになる

ように敷き詰めた後，メソコスム笑験施設の海水(久里

浜湾より採取した海水(以下，久里浜海水)をタンクに

貯留して使用している)を各201添加し，底泥の安定化

と海水流入による浮遊懸濁物の沈降・濁り除去のために，

約3時間静置した (Fig.l)。その後各ガラス瓶に硫化ナ

Fig. 1 General view of the preliminary experiments 
using bottles. We created hypoxic conditions 
by adding experimental water using glass-
tubes. A: 20L Glass Bottle， B : Sea water 
from Kurihama Bay， C : Surface sediment 
from the Intertidal Flat Experimental 
Faci!ity (IFEF). 

トリウム溶液(以後， Na2S溶液とする) (塩分35に調整)

を一定速度で添加した。低pH'Na2S溶液を添加する区，

塩酸+硫化ナトリウム区， (以後， HCl+Na2S区とする)

とNa2S溶液のみを添加する区，硫化ナトリウム区， (以

後，Na2S区とする)の 2区を設定した。HCI+Na2S区で、

は貧酸素及び、H2Sによる生物影響を，またNa2S区では貧

酸素単独による生物に対する影響を観察した。 Na2S溶

液を添加すると水溶液はアルカリ性を示すが，実際の青

潮発生海域のpHは8.0前後と低く 0，また硫化物による

生物への毒性は，イオン化していないH2Sに限られるこ

とからの， HCI+Na2S区では，添加溶液のpHが7.0-7.3程

度となるように調整し，添加溶液中にH2Sが一定量含ま

れるような条件を設定した。Na2S区では，添加溶液は

高pHのアルカリ溶液であることから添加溶液中の硫化

物は，ほとんどHS一あるいはS2ーとして存在しており，

H2Sによる生物への影響は無視できるものと考えられる。

なお，硫化物に占めるH2Sの割合は， Millero et a1. 10) に

より，現場の水温，塩分， pHから算出した。

添加溶液として，干潟メソコスム実験施設より採取し

た海水(久皇浜海水を取水し，未処理のもの)に塩化ナ

トリウム (NaCl)を2g/1となるように添加した高塩分

海水(最終濃度35)をポリタンク 3本分用意し， 1本は，

Na2Sを150mg/lとなるように添加したNa2S溶液とし，

もう 1本は， 1.6mmol/lの塩酸溶液 (HCl)とし，残り

の1本は高塩分海水とした。各ポリタンクの塩分は35，

pHはNa2S溶液が9ふ HCl溶液が2.7であった。高塩分海

水とした理由は，高密度水とすることで，添加水を下層

に停滞させ，密度躍層を形成させることができ，添加溶

液と既存海水の混合による希釈を低減するためである。



Na2S溶液を各実験区に同流量(各1.2ml/min)で注入し，

各注入経路途中より HCl+Na2S区には高塩分HCl溶液を，

Na2S区には高塩分海水を，それぞれ堆積物表面より約

10cm上部の地点にガラス管を設置して約一昼夜添加し

(各々 1.2ml/min)，注入深度の上層(ガラスチューブ先

端より約30cm上層)と下層(底泥直上)それぞれの外

観，水質(水温， pH， DO濃度，ハンディーマルチメー

ターMulti340i(WTW社製)を用いて測定)の変化，底生

生物(ゴカイ類， ヨコエピ類， 巻貝類)の挙動を実験開

始から 2時間までと実験終了時 (19時間半後)に観察し

た。なお，底生生物は干潟メソコスム実験施設の表層泥

にもともと含まれていたものである。

3)結果

(1)水質

HCl+Na2S区のDO濃度は，上下層ともに実験開始直後

から時間とともに減少したが，減少の程度は上層に比べ

て下層で大きく，下層では実験終了時にはほぼOmg/lを

示し，貧酸素水の形成が確認された (Fig.2，下層・，

上層0)0HCl+Na2S区上層のpHは，実験開始直後にわ

ずかに低下したが，約20時間後には実験開始時のpH値

に回復した (Fig.2の上層0)0HCl+Na2S区下層のpHは，

約20時間後には7.10にまで低下した (Fig.2の下層・)。

Na2S区では， DO濃度， pHともに上層では変化がみ

られなかった (Fig.2の上層口)。下層ではDO濃度は時

間とともに減少し，実験終了時の下層のDO濃度はHCl

+Na2S区と同じく，ほとんどOmg/lを示し，貧酸素水が

確認された。下層のpHは時間とともに上昇し，約20時

間後には8.9まで上昇した (Fig.2の下層・)。

水温は， HCl+Na2S区，対照区ともに，日中は16-17
0

C，

夜間~午前中は12tであり，上層 ・下層ともに水混の違

いはみられなかった。

予備実験の結果から， HCl+Na2S区におけるNa2S溶液

及びHCl溶液の波度は，海水中のpHを7.1程度に引き下

げるのに十分な波度であること， pHの低下により海水

中のH2Sの割合が高くなり，結果として，止水条件で青

潮を形成するに足りる濃度であることが確認された。

(2) 生物と外観

HCl+Na2S区の外観は，実験開始から40分で溶液注入

地点直下の堆積物表面が黒くなり始め，注入口を中心と

した直径5cm程度の白濁の小さな輸が確認された。約20

時間後には，下層全体が白濁し，底泥表面全体の黒色化

が確認された (Fig.3)。目視により観察された底泥の黒

色化や水柱の白濁化以前に，底生生物の挙動の変化が確

認された。ゴカイ類は，実験開始20分で底泥から直上水

に現れてもがき始め，約 2時間後には底泥表面に白い死

亡個体が多数確認された。ヨコエビ類は， 40分で底泥中

から水中に移動して泳ぎ始め，約20時間後には上層での

み個体が確認され，生存個体はガラス瓶表面や巻貝類の
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殻に張り付くか，遊泳していた。巻貝類も約20時間後に

は下層部には個体が確認されず，上層部のガラス瓶表面

に付着していた。

NazS区の外観は， HCl+Na2S区とは異なり，底泥表面

の黒色化は観察されなかった。溶液の白濁は約20時間後

に溶液注入深度のみで観察された (Fig.3)。約20時間後

には白濁層より下層では， HCl+Na2S区と同様，底生生

物の生存個体は確認されず，底泥表面にはゴカイ類の白

い死亡個体が多数確認された。上層ではヨコエビ類の遊

泳個体やガラス壁面や巻貝類の殻表面に付着した個体が

確認でき，巻貝類もガラス壁面に付着した生存個体が確

認されるなど，上層の生物の挙動はHCl+Na2S区とほと

んど変わらなかった。

予備実験の結果から，生物への貧酸素及び、H2Sによる

影響 (HCl+NazS区)は，止水条件では目視による底泥

の黒色化や水柱の白濁化以前に現れること ，Na2S区に

おいてもおそらく貧酸素及び高pHにより， HCl+Na2S区

同様に生物の生残に対して影響を与えること，移動能力

をもっ底生動物は水質の変化に対して早期に回避行動を

とることが示唆された。

3. 干潟メソコスム実験施設を用いた実験

予備実験の結果を踏まえ， Na2S含有水の添加による

干潟に生息する生物(移動性，間着性)への影響につい

て， 干潟メソコスム実験施設を使用して実験を行った

(Fig.4)。干潟メソコスム実験施設の底泥は砂泥質であ

り，過去の測定結果によるとシルト+クレイ分が15.8%，

8m 

3町、

一~
E二〉

Watertank 

Sea water 

Hydrochlonic solution 
based sea water 
Solphide solution 
based sea water 

Current generator 

TOCが2.6mg/g，TONが0.33mg/gである10)。また，実

験施設で観測される水温・塩分の年変動幅は，水温につ

いて4.9-32.0'C (平均18.7'C)，堆積物温度について

6.5 -36.1 'c ，塩分について26.3-36.0 (平均32.1)と報告

されている 11)。本実験施設では，潮汐発生装置により，

自然のM2分潮とほぼ同周期の12時間30分で l潮汐が起き

るように潮汐周期が制御され， 1 潮汐中の冠水時間は約 6

時間，干出時間は約6.5時間であり，水位は38-90cmま

で変化し，水位65cm以下で干潟面上が干出する。同時

に，干潟面上の水位が一定以上(干潟面から+10cm程

度になると潮流発生装置が稼動し，干潟面上の水が一定

方向に移動するような仕組みとなっている。また 1週

間に 1-3回の頻度で水槽中の海水と久里浜湾からポン

プで汲み上げた未処理海水とを交換している 12)。また，

本実験施設の建屋は周囲がガラス張りとなっており，晴

れた日の日中には太陽光が差し込む構造である。なお，

干潟メソコスム実験施設の底泥には多毛類のほか，ヨコ

エピ類，巻貝類等が生息している13)。

1) 実験方法

約 3週間 (2007年12月4日-25日)にわたって実験を

実施した。干潟メソコスム実験施設に直径約50cm，深

さ約10cmのタイドプールを 3箇所作り，それぞれNa2S

区，日Cl+Na2S区，対照区とし，各区のタイドプール底

部にアサリ (Ruditapesphilippinarum) を6個体，ホソウ

ミニナ (Batillariaattramentaria) を5個体入れたステン

レス製かご (φ8cm，高さ8cm) を静置し 1日に 1回，

生物の生残状況を調べた。干潟に生息する生物に対する

a 

L 
Fig. 4 General view of the experimental designs using IFEF. 



貧酸素および、硫化水素が干潟の生物に与える影響に関するメソコスム実証実験 105 

青i朝の影響を調べるための最適な実験条件は，硫化物を

添加した海水を干潟全体に供給する方法である。しかし，

実際には室内実験施設内の換気や実験環境の安全性を考

えると，硫化物を高濃度に含む海水を干潟全体に供給す

ることは困難であった。そこで，干潟上にタイドプール

を作成し，局所的に高濃度の硫化物溶液を添加して，生

物に対する影響を調べることとした。実験に用いたアサ

リは実験開始当日の朝，横浜市金沢区の平潟湾で採取し，

ホソウミニナは干潟メソコスム実験施設の定着個体を採

取した。生残の確認は，生物の入ったカゴをタイドプー

ルから引き上げ，予め海水を張ったパット上にカゴから

出したアサリとホソウミニナを放置し数時間以内に活動

が確認されるか否かで判断した。なおカゴの引き上げに

際しては，高濃度の硫化ナトリウム溶液に暴露される干

出時を避け，満潮に近い時間帯に実施した。

12月 4 日 ~17日の期間 (PhaseI)， HCl+Na2S区にお

いて，久里浜湾の海水をベースとした塩分35，pH3.3の

HCl溶液と，塩分35，Na2S150mg/l (pH=9.6)のNa2S溶

液を各2.0ml/minで、供給した。またNa2S区において，久

里浜湾の海水をベースとした塩分35海水と， Na2S150 

mg/l (pH=9.6) を，各2.0ml/minで供給した(各区への

溶液の総流入量は4.0ml/minとなる)。塩分を35と高塩

分に設定した理由は，予備実験と同様である。すなわち，

添加水の密度が既存海水と同じでは，混合・希釈するこ

とで，タイドプール内のDO濃度が低下しない可能性が

あることが推測されたためである。対照区には，外部か

らの海水，溶液の供給は行なわず，タイドプールの作成

のみとした。なお，供給水を高塩分として耀層を形成さ

せることにより，タイドプール内の底質直上部分の硫化

物濃度は，添加水の硫化物濃度と同程度となったと仮定

した。 12月18日以降 (PhaseII)， HCl+Na2S区において

pHを十分低下させてH2Sの割合を引き上げることを目的

に， HCl溶液の供給速度を 2倍強の5.0ml/minに変更し

た。さらに同日以降，硫化物自体の濃度を上げることを

目的に， HCl+Na2S区とNa2S区のNa2S溶液の供給速度を

1.2倍の2.4ml/minに変更した。

PhaseIの間，日中の干出中及ぴ冠水中に 1~2 時間

程度の時間間隔で，ハンデイーマルチメーター

Mullti340i (WTW社製)を用いて，タイドプール内の

pH， DO濃度，水温を上層(底質上5cm) と下層(底質

上1cm) に分けて測定を行った。 PhaseIIで、は，生物生

存状況のみを調べた。

硫化物に占めるH2Sの割合は， Millero et al. 9)を用い

て，現場の水温，塩分， pHから算出した。 Na2S区およ

びfHCl+Na2S区の底質直上の硫化物濃度は，添加水が高

塩分水であることから，添加水の硫化物と同程度である

とみなすと，硫化物濃度150mg/l，水温15
0

C，塩分35に

おけるH2Sのi農度は， pH8.3のとき3.7mg/l(2.4%)， pH 

7.1のとき44.5mg(28.0%) と計算できる。

2)結 果

(1) 水質

実験期間中の水質の変化を潮汐パターン，昼夜パター

ンとともにFig.5に示した。 pHは， Na2S区の下層で、は干

出時に9.0前後まで上昇，冠水時は8.3程度まで低下する

という変動を示した (Fig.5の下層・)。それに対し，上

層は冠水，干出に関わらず8.3~8.5程度の狭い範囲にお

ける変動を示した (Fig.5の上層口)0HCl+Na2S区の下

層では干出時における値が実験開始以降，時間の経過と

共に低下し，最終的には7.1まで低下した (Fig.5の下層

企)。上層は7.9~8.5程度と Na2S区よりは若干，広い範

囲での変動となった (Fig.5の上層ム)0 対照区では冠水

時と干出時，また上層と下層で大きな値の差は認められ

ず，変動範囲は下層が8.2~9.1程度，上層が8.2~8.8程度

であった (Fig.5の上層0，下層.)。

DO濃度の潮汐パターンに対する変動は，全体として

は実験区及び各実験区の上下層で異なっていた。各実験

区のDO濃度の最小値は， Na2S区上層では4.7mg/l(Fig. 

5の上層口)，下層では0.33mg/l(Fig.5の下層・)， 

HCl+Na2S区上層で、は4.6mg/l(Fig. 5の上層ム)，下層で

は1.8mg/l(Fig. 5の下層企)，対照区上層では5.0mg/l

(Fig.5の上層0)，下層では3.8mg/l(Fig.5の下層.)

であった。また， DO濃度の最小値は， Na2S区及び、HCl

+Na2S区では干出時に，対照区では冠水時にそれぞれ観

測された。なお， Na2S区及びHCl+Na2S区の干出時の低

DO濃度は，冠水後の潮流発生装置の稼動とともに5mg/l

程度まで回復した。次に， DO濃度のPhaseIでの期間平

均値は， Na2S区で6.2士0.2mg/l(上層， n=26，口)，

3.1 :!: 0.4 mg/l (下層;n=40，・)， HCl+Na2S区で6.6土

0.2mg/l (上層;n=26，ム)， 4.9:!: 0.4 mg/l (下層;n= 

27， .A)であったのに対して，対照区では7.1:!: 0.3mg/l 

(上層;n=26， 0)， 7.8土 0.6mg/l (下層;n=26， .) 

であり，上下層ともにHCl+Na2S区および、Na2S区より高

く，かつ対照区では下層のほうが上層に比べて期間平均

値は高くなった。対照区の期間平均値がHCl+Na2S区お

よび'Na2S区に比べて高くなった理由としては，日照条件

が関係しているものと思われる。対照区のタイドプール

は干潟メソコスム実験施設の最も北倶uに位置し (Fig.4)， 

HCl+Na2S区および、Na2S区に比べて日照条件が好適で、あ

ったことから，底生微細藻類の光合成が活発に行われた

ものと考えられる。

水温は全ての実験区とも上層一下層間で大きな差は認

められなかった (Fig.5)。なお，実験区間ではPhaseI

の期間平均水温は， Na2S区， HCl+Na2S区，対照区それ

ぞれで， 12.9:!: 0.2
0

C， 13.2土0.2
0

C，14.1:!: 0.3
0

C (全て上

下層共通)であり， Na2S区 <HCl+Na2S区<対照区の関

係が認められ，日照時間との関係が推測される結果とな
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Fig.5 

昇し，冠水後 1-2時間程度の聞はほぼ一定であり，そ

の後潮流発生装置の稼動により干出直後のレベルまで低

下した。DO濃度は上層で、はpHと同様にほぼ一定であっ

たが，下層では干出後に時間とともに減少し，冠水後も

潮流発生装置稼動直前までDO濃度は減少し続け，潮流

発生装置稼動直前のDO濃度は0.3mg/lであった。また，

下層のDO濃度は，潮流発生装置の稼動により 一挙に7.5

mg/l程度まで上昇した。水温は，上下層ともに干出後

に上昇し，冠水により低下した。HCl+Na2S区 (Fig.6

った。

次に 1潮汐中での水質変化をより詳しくみるために，

12月12日の 1潮汐分の水質変化をFig.5より切り出し，

潮流発生装置の稼働状況とともにFig.6に示した。対照

区では， pHは干出後は上下層ともに時間とともに上昇

した (Fig.6の上層0，下層・)0DO濃度も多少のばら

つきはみられたが， pHと同様に干出後に増加した。

Na2S区 (Fig.6の上層口，下層・)では，pHは上層では

ほぼ一定であったが，下層では干出後に時間とともに上
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の上層ム，下層企)では，上層のpHは干出中ほぽ一定

であったが，下層のpHは干出時間の経過とともに低下

した。 DO濃度は，上層で、はpHと同様に千出中ほぼ一定

であったが，下層では干出時間の経過とともに減少した。

下層のpH，DO濃度について，冠水後の潮流発生装置稼

動との関係については，測定データがないが， Fig.5の

3日目に，日中の冠水後の測定データがあり，下層のpH，

DO波度は冠水後，潮流発生装置の稼動とともに急激に

上昇・増加した。 12月12日についても，冠水後のpH，

DO濃度は 3日目と同様に変化するものと推測される。

水温については，上下層ともNa2S区と同様の変動を示

すことが推測される。

(2) 生物

生物生残実験の結果をFig.7に示した。アサリは実験

開始から 2週間経っても全実験区において死亡個体が確

認できなかったことから， 14日目にHCl溶液の供給速度

を増加した (PhaseII)。その翌日に， HCl+Na2S区で、 l

個体の死亡が確認された。また， Na2S区で、も 14日目の

Na2S溶液増加から 5日後に 1個体の死亡が確認され

た。対照区ではその後も実験終了まで死亡個体は確認さ

れなかった。

一方，ホソウミニナは実験開始の翌日にNa2S区で 1

個体の死亡が確認されているが，その後Na2S溶液を増

加するまで各実験区の個体数に変化がみられなかった。

14日目のHCl溶液増加後はアサリと同様， HCl+Na2S区

で個体数の減少が認められ，さらにNa2S区でもHCl+

Na2S区同様に個体数の減少が認められた。対照区では

溶液増加後も個体数を維持したものの，実験開始20日目

に1個体の死亡が確認された。ホソウミニナの死亡個体

~ 1 

盟主

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 

time[days] 

Fig. 7 Survival individuals (number) in each experi. 
mental areas on December 4 to 24， 2007. 
x : Number of individuals survived， (a) the 
manila clam Ruditapes phiJippinarum， (b) the 
mud snail Bati11aria attramentaria 
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数は，アサリに比べて多かった。 合の経時変化を調べた (Fig.8)。なお， Na2S区および

(3) タイドプールの外観 HC1+Na2S区の底質直上の硫化物波度は，添加水が高塩

HC1+Na2S区， Na2S区において，干出時にタイ ドプ一 分水であることから，添加水の硫化物と同程度であると

ル内水の白濁化と底部の黒色化(特に溶液供給口周辺) みなすことができる。また， Na2S区とHC1+Na2S区のど

が確認された。こうした変化はNa2S区に比べてHC1+ ちらも硫化物としての添加濃度は同じである。したがっ

Na2S区で顕著で、あり， HC1+Na2S区で、は底部の黒色化し て，各区のH2S濃度の経時変化は全硫化物に対するH2S

た部分に白い膜状の塊が実験早期から確認された。対照 の割合と同様の挙動を示す。なお，硫化物のうち生物に

区ではHC1+Na2S区やNa2S区のような変化は確認されず， 毒性を示す化学形態は， H2Sであり，生物への影響を考

微細藻類の繁殖により，底部は緑色を示した。 える際にはH2S汲度の変化として示すのが望ましいと考

4. 考 察
えられる。しかし，本調査では， pH環境の異なるNa2S

区とHC1+Na2S区を設定したことから， Na2S区とHC1+

1)各実験区の水質変化の変動要因 Na2S区のpHの遠いもわかるように，Fig.8で";tH2Sの割

本実験の結果から，潮汐による水温変化は全ての実験 合として経時変化を示した。Na2S区下層で、は，実験期

区の上下層で同様の変化を示すことがわかった。これに 聞の経過とともに，干出直後のH2Sの割合は高くなった

対して， pH， DO濃度については，実験区ごとにも，同

じ実験区でも上下層で挙動が異なっていた。pH，DO濃

度とタイドプール内の水深との関係をみると，対照区で

は潮汐に対する個々の濃度変化は，上下層で違いはみら

れなかったが， Na2S区とHC1+Na2S区では上下層で、挙動

が異なっており，対照区では干出時間の経過とともに上

昇・増加したのに対し， Na2S区とHC1+Na2S区の上層の

pH， DO波度は，干出中ほぽ一定であった。干出中の対

照区と Na2S区および~HC1+Na2S区のì~度変化の違いから，

Na2S区とHC1+Na2S区の汲度が一定となったのは，添加

水により pH及びDO波度の上昇が抑制された結果である

と推測された。なお，対照区の干出中のpH及び、DO濃度

の上昇は主に底生微細藻類の光合成によるものと推察さ

れることから， Na2S区とHC1+Na2S区の上層では，添加

水により光合成が対照区に比べて制限された可能性が考

えられる。

次に， Na2S区とHC1+Na2S区の下層のpH及び、DO濃度

の子出~冠水後の時間変化についてみると， Na2S区と

HC1+Na2S区の時間変化は対称、的なものとなったが，ど

ちらの区についてもpHの値は，タイドプール内の添加

水量の増加とともに，添加水のpHに近づいた。DO濃度

については， Na2S区とHC1+Na2S区の下層で=は干出時間

の経過とともに低下し，それぞれ上層のDO波度変化と

比較すると，下層のDO濃度は顕著に減少した。また，

Na2S区とHC1+Na2S区の下層のpH及び、DO濃度は冠水後

すぐに干出直前の値に戻るのではなく，潮流発生装置の

稼動により 干出直前の値に戻ることが確認できた。この

ことは，深さ10cm程度のタイドプール内の水を混合す

るためには，潮流の存在が必要であることを示すもので

あり，自然の干潟においても，冠水直後はタイドプール

内の底層近くの水質は干出時の水質が維持されている可

能性が高いことを示している。

干出以降の下層の水質が対称的な変化を示したNa2S

区とHC1+Na2S区について，全硫化物に対するH2Sの割
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Fig. 8 Temporal (daily and hourly) variations of 

H2S ratio to sulfide in each experimental 
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(1988). (a) HC1+Na2S， (b) Na2S. 
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が，干出時間の経過とともにH2Sは低下し，約 5時間後 の結果は，これらの過去の研究結果を裏付けるものとな

には実験日に関わらず， 1 %程度の低H2Sとなった。 った。

12/5-6と12/13のH2Sが同程度となった時間は，潮流発 次に，干潟メソコスム実験施設を用いた実験では，予

生装置が稼動した時間と一致しており，潮流発生により 備実験とは異なり，潮汐・潮流による海水交換，間隙水

タイドプール内の水質がリセットされていることが示さ の移流のほか底泥の大気暴露等，様々な要因により，底

れた。一方， HC1+Na2S区においては干出直後のH2Sは， 生生物が貧酸素による直接的影響を受けにくいことが示

実験期間全体を通しでほぼ一定であり，干出時間の経過 唆された。本実験の実験条件では，タイドプール内にの

とともにH2Sが高くなるほか，実験期間の経過とともに， み貧酸素水等を添加しており，干潟面上における貧酸素

干出後のH2Sの上昇幅が大きくなることが確認できた。 水等の影響は冠水時に比べて干出時のほうが大きく，現

このH2S上昇幅の増加は，実験開始から 1週間経過した 場の干潟の状況とは異なる。特に，大気暴露による貧酸

12月12日に顕著であり，冠水直前(干出から約 5時間後) 素の影響の低減効果は現場条件よりも大きい。ただし，

に大きく増加した。これらの変化から， HC1+Na2S区で、 貧酸素水に直接暴露されるl日あたりの時間は，実際の

は，実験期間の経過とともに，タイドプール内の環境が 干潟上とほとんど変わらない。

H2Sの影響を受けやすい環境に変化したことが確認でき 過去の研究では，アサリは貧酸素だけでは容易にへい

た。 死しないが，貧酸素下で衰弱した個体については微量の

以上，対照区とNa2S区およびfHC1+Na2S区の水質変化 H2Sに触れてもへい死することが推測されている6)。本

の傾向の違いから，生物の活性に影響を与える可能性の 実験ではアサリが摂餌行動をとる冠水時には硫化物を多

ある因子は， Na2S区では貧酸素と高pH，HC1+Na2S区 量に合む貧酸素水が希釈されていたことから，移動性の

では貧酸素，高H2S，低pHの存在が推定された。 低い底生生物への影響が低く抑えられたものと推測され

なお， Na2S区， HC1+Na2S区，対照区の各実験区間で， る。また， 12月18日以降のPhaseIIで，硫化ナトリウム

堆積物中の間隙水を介した相互影響の可能性については， の供給速度及び，塩酸溶液の供給速度を増加した後に数

実験区間のタイドプールの距離と土壌粒径から水の移流 個体の死亡個体が確認されたことから，潮汐影響のある

速度を計算すると，実験期間30日程度では，隣接するタ 実際の干潟では，底生生物を死に至らしめる条件として

イドプールに各タイドプールの溶液が浸透する可能性は は， PhaseIIと同程度の硫化物濃度とpHが必要であるこ

低いこと，またFig.5のpHの結果でおも， HC1+Na2S区下 とか守佐定された。

層のpHは実験期間の経過に対して上昇していないこと， 柿野4)により報告されているように，貧酸素に加え

同様に， Na2S区下層のpHは実験期間の経過に対して低 pHを調整してH2Sが常に存在する条件であっても，季節

下していないことから，隣接する実験区間での間隙水等 によりアサリの貧酸素耐性に違いが出ることから，アサ

を介した影響はほとんどないと考えられた。 リの貧酸素耐性は， DO濃度， H2S， pHのほか，水温や

2)貧酸素水と底生生物 季節によるアサリの生理状態も関係していることが推測j

予備実験では，貧酸素とpH，底生生物との関係を明 されている。二枚貝は嫌気的な環境下においても，無気

確に捉えることができ，貧酸素水及ひ、硫化水素水が形成 呼吸を維持し，代謝を低くして比較的長期間生存するこ

される深度を境に， pHやDOi農度等の水質に顕著な違い とが知られており 7)，水温25
0

C以下ではほぼ無酸素状態

が現れていることがわかった。また，埋在性底生生物で でも死滅するまで 4~5 日間を要することが報告されで

あるゴカイ類は底泥直上に貧酸素水の影響が視認される いる4)，6)， 16)。この嫌気代謝については，二枚貝等では

以前に，貧酸素水に対して反応を示すことが確認できた。 グリコーゲンとアミノ酸を貯蔵物質として利用して生命

このことから，埋在性の多毛類については，底泥直上で 維持に必要なエネルギーを得ていること17)，嫌気代謝時

発生した貧酸素水及び硫化水素水が底泥間隙中に浸透し のエネルギー供給にはグリコーゲンが消費されているこ

たことによる影響を強く受けているものと推定された。 と7)，18)，グリコーゲン含量が季節的に変化することが

また，移動能力を有するヨコエビ類や巻貝類についても， 報告されている。アサリについては， 4-7月にグリコー

貧酸素水発生の早い時期に，逃避行動を示すことが確認 ゲン含量が最も多く， 8-10月に急減するため，グリコー

された。これらの結果から，干潟の底生生物のうち，移 ゲン含量の急減時期に採取したアサリは酸欠に弱く，へ

動能力を有する生物については，貧酸素水が干潟面上を い死にいたる割合が大きくなるものと推定され，アサリ

覆うのが短期間あるいは干潟面上に到達する時聞が緩や のへい死については水温のみで、は説明が困難であること

かで，避難場所等が存在する場合には，貧酸素水の影響 が報告されている4)。また，アサリの代謝と水温との関

を受けにくいことが示唆された。底生生物の挙動につい 係については，アサリ体腔液中の有機酸濃度の測定結果

ては，移動性の高い魚類の場合，貧酸素水塊の発生に対 から，高水温では代謝が速いため，短時聞で嫌気代謝の

して逃避行動をとる事例14)，15)があり，今回の予備実験 影響が現れることが示唆されている 19)。また，ヤマトシ
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ジミについては，高水温ほど嫌気代謝時のエネルギー供

給にグリコーゲンが消費されていることが示唆されてい

る18)。また，無酸素以外に複合的要因がない場合には，

無酸素状態下であっても水温20
0

Cで最大で35日間死亡し

ないこと 16)，20)，水温に加えてHzSの複合要因が認めら

れる場合においても，低水温 (18
0

C) ではHzS濃度が7

mg/l以下では40日間で半数致死には至らないことが報

告されている18)。したがって，これら過去の研究結果等

から，本研究でアサリの死亡個体数が少なくなった理由

は，アサリのグリコーゲン含量が相対的に高い季節に当

る冬期に実験を実施したこと，低水温期で、あったこと等

と推定された。

次に， H2Sによる影響について考察する。干出開始か

ら冠水間際までの約 6時間で，タイドプール内の硫化物

濃度は約34mg/l程度と高濃度であるが， pH7.0で1ま硫化

物に占めるH2Sの割合は23%程度であり，今回の実験条

件ではタイドプール内のH2S濃度は最大でも7.8mg/l程

度に留まっていた。したがって， H2S濃度が低かったこ

とも，実験前半においては，アサリの死亡個体が確認さ

れなかった理由の 1っと推測される。なお， PhaseIIで、

は硫化物の添加速度を速め，かつ塩酸の添加濃度を増加

させたことにより，実験前半に比べて，タイドプール内

の生物に対するH2Sの影響が強化され，結果として低水

温下においても死亡個体の確認につながったものと考え

られる。そこで，本実験結果と柿野4)，荻田6)，(独)水産

総合研究センター養殖研究所19)による結果を，水中の

H2S濃度， DO濃度，水温について比較・検討した。そ

の結果，低DO濃度あるいは高H2S濃度環境下で、あって

も，必ずしも短期間内で死亡が誘発されるのではなく，

貧酸素と高H2Sに加え，水温20
0

C以上であることがアサ

リのへい死条件として必要であることが推定された。つ

まり，高濃度のH2Sの存在は，短期的な生物のへい死要

因の 1つではあるが，過去の論文の結果から推定される

ように， H2S単体では生物のへい死を引き起こすケース

は少ないようである。本実験の実験条件は，高水温は条

件として設定していない。そのため，短期間の暴露では，

生物のへい死を引き起こすには至らなかったものと考え

られる。

ホソウミニナについては， PhaseIIでNa2S溶液及び

HCl溶液の添加濃度を増加させたところ， 16日目に半数

の死亡が確認された。貧酸素水及び硫化水素水，水温等

に対する影響の程度は生物種によって異なることが報告

されており，貧酸素に対する影響の程度では， DO濃度

が約4.0mg/lに低下すると魚類や甲殻類に悪影響が出始

め，約2.0mg/lでは貝類や底生魚類の生存が困難に，約

0.8mg/lで全ての底生生物の生存が困難になるとの報告

もある却)。したがって，硫化物含有水の添加量増加に対

するホソウミニナとアサリの死亡個体数の違いは，巻貝

と二枚貝の貧酸素及び、H2S~こ対する耐性の違いによる可

能性が考えられる。また，ホソウミニナは表層の微細藻

類を摂取しており，浮遊懸j荷物を摂取するアサリとは摂

餌様式が異なる。添加水を供給したNazS区と HC1+

NazS区については，干出時のDO濃度の変化から，底泥

表面の微細藻類等の光合成活動が抑制されている可能性

が推測されている。また，実験条件において，ステンレ

ス製のかごに実験用の底生生物を入れたことから，ホソ

ウミニナについては，底泥表面との間に距離が生じてい

た。これらのことから，添加水を供給した 2区のホソウ

ミニナの死亡には，対照区とその他2区との聞での餌環

境の違いが影響している可能性も理由の 1つとして推測

された。

5， ま と め

本稿では貧酸素水及び、硫化水素水が干潟の生物・水質

に与える影響を調べるため，半閉鎖系で擬似的な室内干

潟である干潟メソコスム実験施設を用いて，硫化物を含

む高塩分海水を添加することにより，閉鎖性内湾の海底

で発生する貧酸素水及び青潮を再現することを試みた.

実験結果ならびに既往文献結果との比較により，高濃

度のH2Sの存在は，短期的な生物のへい死要因の lつで

はあるが， HzS単因子では生物のへい死を引き起こすケ

ースは少なく，生物へい死は，貧酸素+高H2S+高水温

(20
0

C以上)の複合要因により引き起こされている可能

性が高いことが推定された.また，干潟においては潮汐

による干出時間が存在するため，貧酸素+高H2Sの2因

子への短期暴露では，生物のへい死を引き起こす可能性

は低いことも推定された.これらの結果から，実際の干

潟において，高H2S+低pH+貧酸素条件の水塊が流入し

たとしても，影響を受ける期間が1週間-10日程度の短

期間の場合には，生物はへい死しにくいことが示唆され

た.

謝辞

本研究を進めるに当たり，実験計画及び実験の準備等

に際し，多忙期にも関わらず，多大なる協力をして頂い

た日本エヌ・ユー・エス株式会社の環境科学研究所所属

の皆様には大変感謝いたします。

参考文献

1) 藤原俊紀:無酸素水塊と青潮.瀬戸内海， 50: 4-

10， 2007. 
2) 石井光康・加藤正人:東京湾の貧酸素水塊分布と

底ぴき網漁船によるスズキ漁獲位置の関係.千葉

水研研報， 4: 4-15， 2005. 

3) 武田和也・石田基雄:三河湾における苦潮による

アサリ大量死と波深窪地内部の貧酸素化の状況.

海洋理工学会誌， 12 (2) : 51回 58，2006. 

4) 柿野純:青潮によるアサリへい死原因について



貧酸素および硫化水素が干潟の生物に与える影響に関するメソコスム実証実験 111 

一貧酸素水および硫化物の影響.千葉水試研報，

40 : 1-6， 1982. 

5) 青山裕晃・甲斐正信・鈴木輝明・中尾徹・今尾

和正:三河湾における貧酸素化によるアサリ

(Ruditapes phil伊opinarum)死亡率の定式化 II.

Journal of Adν仰 cedmarine science and technology 

society， 5 (1・2): 31-36， 1999. 

6) 荻田健二:貧酸素水と硫化水素水のアサリのへい

死に与える影響.水産増殖， 33 (2) : 67-71， 1985. 

7) 日向野純也:貧酸素・硫化水素・浮泥等の環境要

因がアサリに及ぼす影響.水産総合研究センター

研究報告，別冊 3: 27-33， 2005. 

8) Frank]. Millero : The thermodynamics and 

kinetics of the hydrogen sulfide system in natu-

ral waters. Marine Chemistry， 18 : 121-147， 1986. 

9) Frank]. Millero : The dissociation of hydrogen 

sulfide in seawater. Limnology仰 dOceanography， 

33(2) : 269-274， 1988. 

10) 桑江朝比呂・細川恭史・木部英治・中村由行:メ

ソコスム実験による人工干潟の水質浄化機能の評

価.海岸工学論文集， 47: 1096-1100， 2000. 

11) 桑江朝比呂・三好英一・小沼 晋・井上徹教・中

村由行:干潟再生の可能性と干潟生態系の環境変

化に対する応答一干潟実験施設を用いた長期実

験一.港湾空港技術研究所報告， 43 (1) : 21-48， 

2004. 

12) 桑江朝比呂・細川恭史・小笹博昭:メソコスム実

験による人工干潟の生物生息機能の評価.海岸工

学論文集， 47: 1101-1105， 2000. 

13) 桑江朝比呂・三好英一・小沼 晋・中村由行・細

川恭史:干潟実験生態系における底生動物群集の

6年間にわたる動態と環境変化に対する応答.海

岸工学論文集， 49: 1296-1300， 2002. 

14) 関根雅彦:7.貧酸素水塊の発生とそれに伴う魚の

逃避行動のモデル.水産海洋研究.66(1) : 65-67， 

2002. 

15) 池島耕:沿岸域の貧酸素層が魚類に及ぼす影響.

海洋(号外). 17: 20-25， 1999. 
16) 中村幹雄・品川 明・戸田顕史・中尾繁:ヤマ

トシジミの貧酸素耐性.水産増殖， 45(1) : 9-15， 

1997. 

17) Hochachka P. W. :低酸素適応の生化学一酸素な

き世界で生きぬく生物の戦略，橋本周久・阿部宏

喜・渡辺終五訳.恒星社厚生閤，東京， pp.194， 

1984. 

18) 中村幹雄・品川 明・戸田顕史・中尾繁:ヤマ

トシジミの硫化水素耐性.水産増殖， 45(1) : 17-

24， 1997. 
19) (独)水産総合研究センター養殖研究所:(研究ホ

ットライン)アサリ養殖場における大量へい死と

貧酸素の影響.養殖， 42(8)・102-105，2005. 

20) 角田 出:(資料)閉鎖性海域の低(貧)酸素化とそ

の対策.日本海水学会誌， 60(4) : 238-242， 2006. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

