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赤潮

１．小型珪藻(年中発生)

環境省有明海・八代海等総合調査評価委員会報告書

プランクトンが異常繁殖した状態

基礎生産者（海での生物の始まり）として重要
→食物連鎖の根幹→これらの赤潮はある程度やむを得ない

河川から栄養塩が供給されて塩分が減少→強い照度を与える晴天
→底泥中の休眠期細胞が発芽、繁茂して赤潮

透明度の上昇は発芽機会の増加→赤潮の増加の原因になる
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大型珪藻の Rhizosolenia 属は有明海において 1958 年、1965 年、1980 
年、1996 年、2000年に赤潮を形成→ノリに被害

２．大型珪藻(秋季〜冬季発生) ２０００年の大規模な海苔の色落ちの原因

2000 年に有明海で大発生した Rhizosolenia imbricata は毎年観察
→2000 年前にも赤潮レベル

Rhizosolenia imbricata は外海に生息し(休眠期細胞が発見されていない)、
→低塩分の夏季には湾内への進入が阻まれる
→高塩分状態(30〜35)になるときに湾内へ進入
→高い日照条件下で大発生
→大型珪藻は特殊な環境条件が整った時に大発生する赤潮
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Chattonella赤潮は有明海湾奥西部海域や諫早湾での発生が顕著
→富栄養化や貧酸素水塊と関係している
→1989 年に諫早湾で最初の Chattonella 赤潮が確認
→工事による人為的な底泥の攪拌が関係した可能性がある。
→貧酸素水塊の形成により底泥から鉄が溶解（仮説）
→貧酸素水塊の崩壊で窒素やリンと一緒に鉄が供給されると、

Chattonella 属の増殖が促進される
→Chattonella 赤潮による漁 業被害を減少させるためには貧酸素水塊の

形成を抑えることが重要である

３．ラフィド藻(夏発生)  Chattonella赤潮は、魚類と貝類に被害を与える
殺し屋

４．渦鞭毛藻(夏発生) 

有明海で余り話題にならないので
→ 省略
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件数・規模の増大

有害（シャトネラ）赤潮（ラフィド藻）の増加

●環境省評価委員会報告書

締切以降、増加しているように見える

赤潮発生件数
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有明海における季節別赤潮発生件数

夏季：高止まり

有明海における赤潮被害件数

有明海全域
1～3月

4～6月

7～9月

10～12月

注）赤潮の構成種は「種類1」として示されている種を示し，「その他」はクリプト藻類、ミドリムシ類、微細藻類、繊毛虫類及び不明を含む．
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2000年以降の赤潮発生

それ以外の季節：減少傾向

調査期間を延長すると

違う見え方がする
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資料: 水産庁九州漁業調整事務所 昭和53〜平成24年 「九 州海域の赤潮」

生物・水産資源・水環境問題検討作業小委員会資料より

平成２５年７月８日
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環境省有明海・八代海等総合調査評価委員会
生物・水産資源・環境問題検討作業小委員会

第４回委員会資料２（２）
有明海における赤潮発生と水質との関連
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底質を示す指標

中央粒径値

粒径加積曲線 D50

Md

粒径（mm） ＝

Φ＝１ →

粒径

０．５ｍｍ

Φ＝４ → ０．０６２５ｍｍ

砂とシルトの境目

Φ＝８ → ０．００３９ｍｍ

シルトと粘土の境目

D50

1
2

A:粒径の揃った土 B：均質な砂 C:粘土っぽい土

Φ＝８以上は泥

含泥率

土砂の中に含まれるシルト･粘土の割合
重量百分率（％）

底質のデータを読む
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平成１６年〜２０年
九州農政局農地整備課による
有明海底質の取りまとめ

中央粒径値Φの分布

湾奥東部 砂
湾奥西部 細粒シルト
諫早湾 細粒シルト
中央部北 粗粒シルト〜砂
中央部東 粗粒シルト
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環境省有明海・八代海等総
合調査評価委員会の認識

湾奥部・中央部東側
→シルト及びシルト砂質（含泥率高い）

中央部西側から湾口部
→砂質及び礫（含泥率低い）

１９５７年、１９９７年、２００１年の中央
粒径値のデータから見ると泥化
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2000年→2009年

大部分で粗粒化
平成21年度有明海・八代海再生フォローアップ調査報告書より

粒径加積曲線の変化傾向
から見た底質変化

細粒化

粗粒化

粒径加積曲線が不
連続に変化している
ために評価困難

2008年度，この海域で

懸濁物収支の調査実施
：懸濁物の輸送方向は
基本的に南から北へ．
海底は浸食傾向．

⇒近年の底質粗粒化傾
向と合致する結果．

2000年と2009年の比較

平成21年度有明海・八代海再生フォローアップ調査報告書より

粒径加積曲線の変化傾向
から見た底質変化

細粒化

粗粒化

粒径加積曲線が不
連続に変化している
ために評価困難

2008年度，この海域で

懸濁物収支の調査実施
：懸濁物の輸送方向は
基本的に南から北へ．
海底は浸食傾向．

⇒近年の底質粗粒化傾
向と合致する結果．

2008年度，この海域で

懸濁物収支の調査実施
：懸濁物の輸送方向は
基本的に南から北へ．
海底は浸食傾向．

⇒近年の底質粗粒化傾
向と合致する結果．

2000年と2009年の比較

覆すデータ
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海底堆積物の珪藻類や赤潮シス
トの変化等から、有明海の富栄養
化は４０年〜５０年前から進行した
と考えられる。

底泥のボーリング

層状に薄くスライス
→プランクトンの遺骸、シスト（プラン

クトンの種）
→富栄養化で増える種を探す

１９５５年〜１９６５年頃から
富栄養化
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泥化に関係していると考えられる社会的事象

筑後川河口域からの土砂の持ち出し

昭和３５年（１９６０年）〜昭和４５年（１９７０年）

累積量であることに注意

２０００万ｍ３
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昭和５８年くらい
まで河床低下
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筑後川河川事務所作製地図

大石堰
山田堰

筑後大堰
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河口〜２２ｋｍ区間がシルト・泥の比率が増加
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底質（中央粒径値）の経時変化

昭和５５年（１９８０年）から底質・
底生生物調査を開始

「有明海佐賀県海域の海況と漁業等の現況」
佐賀県有明海水産振興センター

平成２５年（２０１３年）３月

底質・底生生物調査定点図

調査項目

中央粒径値（MdΦ）
泥分含有率（MC：Mud Contents)
化学的酸素要求量（COD)
強熱減量（IL: Ignition Loss)
酸揮発性硫化物（AVS: Acid Volatile

Sulfides)

底質

底生生物

個体数・種数
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中央粒径値 の経時変化Md
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中央粒径値 の経時変化Md
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中央粒径値 の経時変化Md

(1)中央粒径値(Mdφ)(図13)
St.1は早津川河口域であることから底質の変化が大きいため、サンプリング誤差が大き いことに由来する変動
がみられたが、平成16年からは5〜6で推移していた。St.2および St.10は多少の変動があるものの、2前後で推
移していた。St.8は多少の変動があるもの の5.5前後で推移していた。それ以外の六角川河口域西側の泥質の
定点は6〜8で推移し ていた。

(2)泥分含有率(MC)(図14)
St.1はMdφと同じような変動がみられたが、平成16年からはほぼ90%以上で推移して
いた。St.2およびSt.10は多少の変動があるものの、10〜20%で推移していた。St.8は多 少の変動があるものの、
60〜70%前後で推移していた。それ以外の六角川河口域西側の泥 質の定点はほぼ90%以上で推移していた。
このようにSt.2、10は砂質、St.8は砂泥質、St.1、3〜7、9は泥質に大きく分けられ る。

有明海水産振興センターの見立て
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泥分含有率（MC)の経時変化
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化学的酸素要求量（COD）の経時変化
有機物の量を示す一つの指標

被酸化物質を酸化するのに必要な酸素量

有機物と亜硫酸塩、硫化物などの無機物

化学的酸素要求量(COD)(図15) 
砂質であるSt.2およびSt.10は、20.0mg/gを下回って推移していた。砂泥質あるSt.8は、凡そ20 mg/g を
下回って移していたが、長期的には上昇傾向がみられた。その他の定点では変動が大きく、平均値は17.7
〜21.4 mg/gであった。

有明海水産振興センターの見立て
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化学的酸素要求量（COD）の経時変化
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強熱減量（IL：Ignition Loss）の経時変化
有機物の量を示すもう一つの指標

土壌や鉱物中に含まれる揮発
性物質（主に有機物）の質量

乾燥試料を高温で加熱し、加熱前後の質量比
を算出することで求められる

１０％程度

５％程度

１２％程度

１２％程度
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強熱減量（IL）の経時変化

１０％程度

１０％程度

７％程度

１０％程度

３％程度
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硫黄が嫌気性細菌によって還元され
硫化水素が発生する

国立環境研究所研究プロジェクト報告１０６号
「都市沿岸海域の底質環境劣化の機構とその底生生物影響評価に関する研究」

酸揮発性硫化物
（AVS: Acid Volatile sulfides）

遊離硫化水素→高い反応性・強毒
二価鉄と結合して無害な硫化鉄となる

酸揮発性硫化物（AVS)はその両方を
測定している

東京湾での計測例

東京湾奥部の底質中の硫化水素の濃度は泥
深3 ～ 5 cm 周辺で最大となり、季節変化で
は夏季から秋季にかけて最も増大し（最高で
700mg-S/L- 間隙水）、冬季には大幅に減少

一方、AVS には明確な季節変化は見られない。
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図12 に直上水DO、AVS、底泥間隙水中の硫化水素濃度と大型底生動物の個体数と重量との関係を示す。
直上水DO と大型底生動物の関係においては、千葉灯標、東京灯標東方でDO が3 mg/L 以下の時に大型底生動物が全く存

在しない場合も有るが、その一方、三枚洲ではDO が0 mg/L 近くても大型底生動物の減少は見られていない。
AVS と大型底生動物の現存量との関係では、AVS の変動幅が大きい三枚洲、変動幅の小さい千葉灯標、東京灯標東方共に

大型底生動物の現存量の変化との関係は見られなかった。他方、底泥間隙水中の硫化水素濃度との関係では、おおよそ80 ～
100 mg-S/L を境に大型底生動物の生息密度が100 個体/675 cm2 を下回り、個体数が0 である場合も相当あり、大型底生動
物の減耗との関係が明確に現れていた。以上のことから直上水DO とAVS、底泥間隙水中の硫化水素の中では、硫化水素濃度
が大型底生動物の減耗状態を最もよく表す指標であると考えられた。

東京湾奥部３定点における底生生物現存量と諸因子（底層DO、底泥中の硫化水素、AVS)との関係

底生生物現存量と諸因子（底層DO、底泥中の硫化水素、AVS)との関係
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酸揮発性硫化物（AVS:）の経時変化
酸揮発性硫化物(AVS)(図17)
St.2、8、10は、平均値で0.064 mg/g dry以下と変動も小さかった。その他の定点では変動が大きく、
長期的にも傾向はみられず、調査期間の大半が平均値で0.23 mg/g dry以上であった。

水産用水基準0.20ｍｇ/ｇｄｒｙ

有明海水産振興センターの見立て
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酸揮発性硫化物（AVS:）の経時変化
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図 3-1  諫早湾干拓事業の概要  

諫早湾の環境
諫早湾干拓調整池等水質委員会検討結果の取りまとめ

平成19 年12 月

◇優良農地の造成

◇防災機能の強化

事業目的

調整池及びそれを水源とするかんがい用水
が確保された大規模で平坦な生産性の高
い優良農地を造成

高潮、洪水、常時排水
不良等に対する背後
低平地域の防災機能
を強化
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整
 

2)  

各河川流末におけるH13/6～H18/3の水質調査結果の平均値を示す。
1)田島川は、H14/7～H18/3の水質調査結果の平均値を示す。
2)小野島干拓、諫早干拓、山田干拓は平成16年の晴天時における平均値を示す。
3)計画変更時は、小野島干拓の一部は本明川水系に含まれていた。

2)

　凡例　□:COD　△:T-N　○:T-P 旧干拓地　
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図 4-1  各河川の水質特性  
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図 4-3 

 

調整池流入河川等の流域界  

諫早湾干拓調整池等水質委員会
検討結果の取りまとめ（平成19年12月）
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【週1調査結果】

   

 

   

 

   

 

 

 

   

 

   

 

H9   

 

 

 

  H10   

 

 

 

H11      H12      H13      H14      H 15      H1 6      H17      H18  　(年度)
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図 4-5    塩化物イオン濃度の経年変化  

水質基準は和歌山
県のホームページよ
り作成

調整池の塩分

調整池の水は畑作には
使われていない。
旧干拓地の稲作のみ
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2.調整池水質 
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【月1調査結果】

 

図 4-6  COD75％値の経年変化  

COD   5mg/L以下
T-N 1mg/L以下
T-P 0.1mg/L 以下

調整池内の水質目標値

図 4-4    水質等調査位置図  
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S11

5mg/L
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【月1調査結果】

 

図 4-7    T-N 年平均値の経年変化  

COD   5mg/L以下
T-N 1mg/L以下
T-P 0.1mg/L 以下

1mg/L

0.1mg/L
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長崎県が主張し
たいこと

有明海沿岸域の他の
水域と変わらないか、
それより低い値だ

達成できそうもない厳し
い目標値を設定したた
め、高額の対策費が必
要となっている
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地点 調査項目

湾奥

S1 底質, 水質

S6 底質, 水質

S7 底質

S8 底質

湾央

S12 底質

S13 底質

B3 底質, 水質，風速

湾口

S10 底質

B4 底質, 水質

B5 底質, 水質

B6 底質, 水質

 1989年度から毎年4回，九州農政局はグラブ式の採泥器による底質観測を行っている．

 観測項目： 粒度組成，含水率，IL，COD，硫化物，TN，TP．

各観測地点の分類および調査項目

九州農政局の環境調査地点

Oura

Takezaki

Konagai

Mizuho KunimiReclamation
dike

S1

S6

S7

S8

S12

S13

B3

B4
B6

S10

B5

1. 底質環境の経年変化

諫早湾の底質環境特性 松永教授（九州大学）発表原稿
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CODの経年変化

硫化物の経年変化

潮受け堤防建設後，含水率，COD，硫化物，TN，TPは増加しており，広大な干潟の

消失，貧酸素水塊の頻発化，調整池からの有機物の供給等を考慮すると，諫早湾

内の有機汚濁は進行していると結論づけられる．（松永先生の見解）
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南北排水門からの排水量(2008年5月1日～8月31日）
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未撹乱底泥コアの採取地点

 観測概要：

2008年5月～8月にかけて22地点からタイバ－によって未攪乱底

泥コアを採取した。

※図中の赤い破線は底泥環境の鉛直分布特性を議論する際のライ

ンである．

 分析方法：

底泥表面から深さ3 cmまでは5mm間隔，深さ3cmから

10cmまで1cm間隔で計13層に切り分けた．

 分析項目：

粒径， IL，ORP，AVS， Chl.a，Pheo.，

間隙水中の栄養塩濃度 (NH4-N，NO2-N，NO3-N，PO4-P)

底質環境の空間分布
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底質環境は，北側よりも南側で嫌気状態にある．これは諫早湾内の反時計回り
の恒流によって南側に細粒シルトと有機物が堆積するためと推測される．

表層におけるMdの空間分布 表層におけるILの空間分布

%
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北部排水門付近 2011.8.13 撮影 

ミ
ク

ロ
シ

ス
チ

ン
含

量
（

µg
/k

gw
w

）
 

調整池から 諫早湾への排水 

（ 2009年 10月 1日 　 時津良治氏　 撮影） 　  

表層を移流する 排水 

調整池および諫早湾海底へのミ ク ロシスチンの堆積 

2 km!本明川 

北部排水門 

南部排水門 

調整池堆積物のミ ク ロ シスチン含量 

P1!
B1!

S11!
B2!

D1!

D2!

D3!

ミ
ク

ロ
シ

ス
チ

ン
含

量
（

µg
/k

gw
w

）
 

2008.7! 2009.3! 2009.8! 2010.6! 2010.8!

諫早湾堆積物のミ ク ロ シスチン 含量 
441!

R1!
R2!
R3!
R4!

D1!
D2!
D3!

調整池でアオコが大量発生
高橋徹教授（熊本保健大学）の警告

急性毒性：肝硬変
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ご清聴ありがとうございました
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