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現在私共の生物環境研究室では環境庁地球環境研究

総合推進費課題である「渤海・東シナ海における河川

経由の環境負荷が海洋生態系に与える影響評価手法に

関する研究」を分担している。この課題の概要につい

ては以前に報告したが（西海水研ニュース 88号），今

回は本課題の現在までの進捗状況を紹介する。平成８

年４月より開始された本課題は，環境庁国立環境研究

所の主導のもと通産省地質調査所，水産庁養殖研究所

及び西海区水産研究所の各機関の共同研究として，更

に中国国家海洋局との国際共同研究として遂行されて

いる。

平成８年には，共同研究にあたって日中両国間で研

究の手法や計画についての討議がなされたのみで実質

的な調査は実施されなかったが，その後，第１回共同

研究調査（平成９年10月７日～10月26日，航海は10

月11日～10月24日）および第２回共同研究調査（平

成 10年５月９日～６月７日，航海は５月 13日～６月

４日）の計２回の共同調査が実施されている。今回は

主に平成 10年５月に実施された第２回共同研究調査

航海に関して報告する。

１．調査概要

調査航海は，中国国家海洋局調査船「海監４９」（全

長 71.4m，総排水量約 1,000 t）を用いて実施された

（写真１）。調査航海は２つの大きな柱に分けられ，１

つは東海特定海区環境調査，もう１つは生物囲隔実験

区調査である（図１）。前者は長江沖合域における海

洋観測を，後者は海洋隔離実験生態系（メソコズム）

を用いた疑似現場実験を主として実施した。本課題の

中で私共の研究室では，「河口域におけるセディメン

トトラップを用いた物質の沈降・分解過程の解析手法

に関する研究」を担当し，特定海区および生物囲隔実

験区双方においてセディメントトラップ係留実験を実

施した。

２．東海特定海区環境調査

調査は特定海区の海洋観測から始められた。当初の

計画として，測点C1と測点C3においてセディメント

トラップ係留系を設置する予定であったが，測点C1

に係留していた係留系が漁船によってロープを切断さ

れ回収できなくなったために，予定を急遽変更して再

度測点C1に 24時間の監視のもと係留系を設置するこ

ととなった。調査船による 24時間の監視下での係留

中は何事も無く経過したが，回収する段になり今度は

調査船の不手際により自船のスクリューで係留系のロ

ープを切断してしまい，再度回収することが出来なか

った。

東シナ海の海洋生態系の維持・管理，保全に関する
国際共同研究（続報）
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図１．本調査における観測点図
（東海特定海区及び生物囲隔実験区）

写真１．本調査航海で使用された調査船「海監４９」
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係留系の回収に失敗したことは非常に残念であった

が，その代わりにこの海域ならではのイベントに立ち

会うことが出来た。第１回目の調査ではあまりにも足

早に調査をしたために気が付くことはなかったが，第

２回目の調査ではもっとも長江河口に近い測点 C1

（水深約 20m）で係留系を監視する間，潮汐によって

生じると思われる海色の変化（フロントの移動）を観

測することが出来た（写真２）。右側が高濁度の海水，

左側が低濁度の海水であり，このフロントが調査船に

近づいて来る時にはフロント部に小さなさざ波が立

ち，耳を傾けるとざわめきにも似た音が聞き取れた。

実際の水塊間の濁度は，表層において前者が21mg/ l，

後者が２～３mg/l（ともにカオリン換算）であり，

わずかではあったが後者に比べ前者の塩分の低下が観

測された。但し，前者の濁度は水深とともに急激に減

少し，水深１mで９mg/l，２mで４mg/l，５mで２mg/l

まで減少し，これらの濁度層が表層数mだけの現象

であったことが分かった。一方，水深 10mから濁度

は再び増加し，水深 18mで８mg/lとなり，海底高濁

度層の存在が確認された。全体的に表層において大陸

側に近い測点ほど濁度の高い傾向（測点A1で12mg/l）

がみられたが，測点C1での潮汐による水塊の移動を

考えると，現場での１回のデータがどの様な意味を持

つのかをいくつかの視点からしっかりと検討する必要

があると実感した。データの詳細については別の機会

に紹介する予定である。

３．生物囲隔実験区調査

特定海域の海洋観測に引き続き，生物囲隔実験区

（北緯30 5゚1’，東経122 3゚7’，水深約20m）において，

計４回のセディメントトラップ係留実験を実施した。

この観測地点では主に国立環境研究所の研究者がメソ

コズム（海洋隔離実験生態系）の実験を行った（写真

３）。そのメソコズム実験と平行してセディメントト

ラップ係留実験は写真４の様に船首舷側のデリックよ

りトラップを垂下する形で行われた。実験は�沈降粒

子束（フラックス）および組成の把握，�沈降粒子中

の有機炭素の分解速度の試算の２つの目的のために実

施された。�の実験では水面から５m（海底上15m），

15m（海底上５m）にボンゴタイプ（２連式）のトラッ

プを２日間程度設置し，それぞれの層の沈降粒子束，

粒子組成を調べることにより，粒子の沈降過程を解明

することを目的とした。第１回目の調査結果からは，

15m深で５m深よりも粒子フラックスが大きいこと，

小型粒子（φ 63μm以下；φ 63μmはシルトとサン

ドの境界）が 70%以上を占めること，化学成分の約

50%が陸起源珪素で占められることから，沈降粒子は

陸起源物質の影響を受け，潮流による表層堆積物の再

懸濁が盛んに行われていることが示唆された。

�の実験では，表層５～ 10m深（おおよそ有光層

下部）においてセディメントトラップを約半日程度設

置し沈降粒子を捕集し，それら沈降粒子について，�）

沈降粒子を培養し，その酸素消費量から分解速度を求

める方法，及び�）沈降粒子を培養し，その有機炭素

の減少量から直接分解速度を求める方法により粒子中

の有機物の分解速度を測定した。有機炭素の分解速度

は（ k ; /d）は，分解過程が時間（ t）に対して対数的に

写真２．測点C1で観測されたフロント

写真３．メソコズム（海洋隔離実験生態系）
設置前の外観（右）と設置（実験）風景（左）
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変化すると仮定すると，

k =－1/t・ln｛（N0－⊿D）/N0）｝

N0；有機炭素量の初期値

⊿D；期間 tに減少した有機炭素量

で表される（Iseki et al. , 1980）。�）の方法の場合，

溶存酸素の減少量をレッドフィールド値（⊿P：⊿N：

⊿C：⊿O＝ 1：16：106：－276）により有機炭素の減

少量に換算する。

１回目の調査では，２日間係留して得られたかなり

分解の進んだ沈降粒子を使用して分解速度を測定した

ために，粒子の沈降速度（Bishop et al. , 1978, 1980;

Clegg & Whitfield 1990）と分解速度との間に良い相

関が得られなかった。そのため今回はよりフレッシュ

な粒子を用いて分解速度を測定するために，ほぼ同じ

水深に２台のトラップを取り付け，かつ係留時間を

10時間程度に短縮して沈降粒子を捕集することを試

みた。これらの結果についても現在分析中であるので，

別の機会に報告する予定である。

４．最後に

今回の環境庁のプロジェクトは長江河口域における

環境容量を算出するにあたっての手法開発を目的とし

ており，中国と日本との間で環境問題に対して真剣に

取り組もうとした第一歩でもある。しかし調査にあた

り非常に残念なことがあったので述べておきたい。こ

れは中国の研究者及び船員に共通して言えることで，

船上で生じたゴミをあまり気に掛けずに海洋投棄して

しまうということである。おそらくこの習慣は捨てら

れるゴミが自然に分解されるものしかなかった時代に

身についたものと考えられるが，時代が変わり自然界

では簡単に分解できない物質が氾濫している現代にお

いてもその習慣はまだ残っているようである。生物囲

隔実験区では調査船が停泊していたにも関わらず，毎

日の様にゴミの海洋投棄がなされていた。結局それら

ゴミの一部と思われるものが実験系に混入した形跡も

見受けられた。航海の終わりの方では日本側の要望に

より研究者側のゴミの海洋投棄はほぼ無くなったもの

の，指揮系統の難しさからその要望は船員達までは行

き届かなかったようである。政治や研究レベルでの協

力体制が整いつつある中で，個人個人の意識改革も重

要なことではないかと思わせる航海でもあった。

最後に，今回の外国出張にあたり関係者の方々には

多大なる協力を賜りました。この場を借りまして御礼

申し上げます。

５．参考文献

Bishop, J. K., D. R. Ketten and J. M. Edmond 1978 :

The chemistry, biology and vertical f lux of

particulate matter from the upper 400m of the Cape

Basin in the southeast Atlantic Ocean.

Deep-Sea Res. , 25, 1121－1161.

Bishop, J. K., R. W. Collier, D. R. Ketten and J. M.

Edmond 1980 : The chemistry, biology and vertical

flux of particulate matter from the upper 1500m of

the Panama Basin. Deep-Sea Res., 27, 615－640.

Clegg, S. L. And M. Whitfield 1990 : A generalized

model for the scavenging of trace metals in the open

ocean - I. Particle cycling. Deep-Sea Res., 37(5),

809－832．

Iseki,  K.,  F. Whitney and C. S. Wong 1980 :

Biochemical changes of sediment matter in sediment

trap in shallow coastal waters. Bull. Plank. Soc.

Japan, 27, 27－36.

（海洋環境部　生物環境研究室）

写真４．実験に使用されたセディメントトラップ（ボン
ゴタイプ）（右下）と係留風景（左）


