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青潮とは何か

青 く澄んだ海に、突然、緑色から黄緑色の不気味な潮が湧き上が り、次第にあたリー面

が青白く濁ってしまうことがあります。

青潮です。地方によっては、「苦潮」ともいわれ、浅海域の魚介類が大量に死ぬため、昔

から漁業者に恐れられてきました。ふだん、表面的には一見なにごともないようにみえて

も、内部的には底に溜 った汚濁に苦 しめられている海からの SOSで あり、自然からの警

告なのです。

青潮の特徴は、不気味な色のほか、多 くの場合水が冷たく、塩分が高 く、酸素が少なく、

硫化水素などの有毒物が含まれていることです。こんな青潮が、近年東京湾や三河湾など

の湾奥で頻繁に見られるようになりました。

青潮Iまどこでどんな時に起こるか

浅い海。そこには、さまざまな魚介類の豊か

な生活があります。海の中で一番賑やかで若々

しい活気に浴れたところです。私たちが海に親

しむためにも、、かけがえのない場所で丸

青潮は、まさに、ここで起こります。

表紙 の 写真

三河湾の青潮
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酸欠海水に硫化水素を溶か し空気 を吹きこんで、

左の正常な海水と比べてみて下さい。

青潮の色 (右 )を再現 してみました。

イソガニは磯の人気 ものです

カキ殻のす き間で餌 をあさるクロダイ幼魚

この風が しばらく吹 くと、湾奥一帯が青

白く濁った潮におおわれてしまいます。一

旦大きな青潮が起こってしまうと、人の力

でも魚たちの力でもどうすることもできま

せん。

生きいきとしたえらを見せて餌をとるムラサキイガイの群れ

大きな青潮は、たとえば東京湾では、大抵、

夏の終 り頃に見られます。ちょうど、この頃か

ら、北寄 りの風が吹 くことが多 くなり、東京湾

の奥では、陸から海へ向かう沖出しの風になり

ます。

藻場で餌を捜すクダヤガラの群れ



青潮Iまどうして起こるか

青潮は、沖の底層に酸素が欠亡した海水がある

がなくなるのは、海に躍層ができることと、陸 L

います。

海に躍層ができる

低 塩 分

海の躍層は、重い海水の

上に軽い海水が重なるため

に形成されます。

軽い海水ができるのは、

夏の強い日射と淡水の流入

とが主な原因です。

ときに起こります。底層海水から酸素

からの汚濁の流入が主な原因となって

軽い海水

重い海水

風が底層海水を引 き寄せ る

底層の海水は重たいので、そっとしておけば動きません。ところが、強い沖出しの風が

吹き続けますと、表層の軽い海水が沖へ運ばれ、代って、ふだんは人目につかない底層の

酸欠海水が沿岸一帯に湧き上がってきます。こうして青潮は起こります。

昭和60年 9月 に、東京湾

奥一帯に青潮が拡が りた く

さんのアサ リが死にました。

左図は、その当時の気圧

配置 と風の記録です。この

とき東京湾では、 15日 ～ 17

日の 3日 間にわたって強い

暖かし                                                北寄 りの風が吹 き続けまし

た。

急 に塩 か ら くな る   曜  層 急 に冷 た くな る

底層海水が酸欠になる

風が吹 くと、

'中の底層水が引き寄

せ られて沿岸に湧

き上が り、青潮が

起こるしくみを模

型水槽の中で再現

してみました。

無風状態では、重い酸欠

海水 (黄色い水)は底層

にじっとしています。

沖出し (右から左へ)の

風を吹かせると、底層の

酸欠海水が沿岸に湧き上

ってきます。



青潮Iま無差別に魚介類を襲

沿岸一帯があっという間に青潮に襲われると、魚たちは逃げ場を失って、酸欠海水と硫

化水素の犠牲になります。

岩に付着 したまま逃げら

れないイガイは、青潮に襲

われると殻を開じて身を守

りますが、長 くは耐えられ

ません。

青潮が去った後に累々と

した空の貝殻だけが残 りま

す。

浜に打上げられた青潮の犠牲者たち

元気なアサ リは、砂に潜って生

活 しています。青潮に襲われても

2、 3日 なら殻を閉じ、虐、を止め

て耐えられますが、それ以上続 く

と苦 しまぎれに砂から這い出し、

重なり合って、死骸の山を築きま

す。

下の図は、昭和60年 9月 東京湾奥の沿岸で調べた青潮の被害事例です。青潮が起こった

2日 後から1週間にもわたってアサ リが次々に死にました。先に死んだアサリが腐敗して、

被害を一層大きくしたものと推定されています。

青潮の まえ

およそ3.|万 トンの元気なアサリがいました。

青潮のあと

生き残つたアサリは、わずか |千 トンでした。

1平方メー トル当 り生息重量 (キ ログラム )

几夕J 01o以 上 、● 7～ 0、 ● 5～ 7、 ● 3～ 5、 ●3以下、 Oな し

図中の数字は水深 (メ ー トル )

わずかに残った肉片をフナムシが食べています。



青潮はどうすれば防げるか

風の吹き方や夏の海に躍層ができるのは、人の力ではどうすることもできません。 しか

し、どんなに沖出しの風が吹いても、沖の底層に酸欠海水さえなければ青潮は起こりませ

ん。ですから、汚濁負荷を削減 して酸欠のもとになる海の富栄養化を防ぐことと、浅い海

が備えている浄化機能を保全することが非常に大切なのです。

下水処理場の全景

汚濁負荷の削減

根本的には、排水処理を高度化 して

チッソや リンを取 り除 くことがで`きる

本格的な水質浄化に取 り組まなければ

なりません。

それと同時に、一人ひとりが身近な

ところで汚濁を防ぐ努力が大切です。

海の浄化機能の保全

干潟や藻場には、バクテリアな

どの微生物を含めてたくさんの生

きもの達が住んでいて、自然のい

となみのなかで、昼 も夜 も休みな

く水質浄化の働きを続けています。

千潟や藻場を保全することは、

海を守 り青潮を防ぐことにつなが

っているのです。

干潟は海の水処理場です。            ゴカィは干潟の汚泥を食べて くれます。

炭を利用した水質浄化 も狭い排水路では効果があります。

藻場は海の水質を浄化するだけではなく、幼稚魚のすみ場にもなります。



,毎 はいたるところ

生 きものたちのすみか。

酸素がゆきわたり

青潮は影 もない。

生命の詩が

すみずみまで響 きわたる。

太古の時代の

天地創造のざわめきが、

今も続いているかのように。

青潮よ、さようなら、

豊かな,毎 よ、 こんにちは。

ｎ
υ


