
2011年3月11日に、東北の太平洋沿岸一帯を
襲った大津波は、沿岸域に大きな影響を及ぼし
ました。東北水研塩釜庁舎が面している松島湾
も、津波で湾内の環境が大きく撹乱されました。
松島湾は袋状の形をしているため、津波の勢い
は比較的小さく、他の湾に比べると被害も小さ
いものでした。しかし一方で、平均水深が4m
程度の非常に浅い湾であるために、津波の勢い
が海の底まで達して湾内全体を強くかき回しま
した。
松島湾は、カキやワカメなどの養殖が盛んで、
様々な幼生や稚魚なども生息する水産上重要な
海域です。このような海の恵みをもたらすには、
それを支える仕組みが整っている必要がありま
す。震災後も豊かな松島湾であり続けるかどう
かは、環境の回復次第であるといえます。そこ
で、私たちは津波によって変化した湾内の環境
が、その後どのように回復するのかを明らかに
するために、震災後の2年間、3ヶ月に一回の環
境調査を行ないました。本稿では海底の様子を
中心にその結果を紹介します。

（１）底質の回復
湾の西部は湾内と外海をつなぐ水路にあたり、

津波が勢いよく通過したため、海底に堆積して
いた泥が巻き上げられて湾の外に流れ出たと思
われます。底質の環境指標のひとつである有機
物（生物の体を作っている物質）含有量は、湾
西部では震災直後に大きく減少しました（図1
測点Ｆ）。しかし震災後に増加し、2年後には
震災前のレベルに戻りました。一方、湾東部の
外海とつながる細い水道付近（測点Ｂ）では、
津波直後は有機物含有量が増えていましたが、
徐々に減少して翌年には震災前と同程度になり
ました。海底の有機物の堆積については、地形
次第で津波の影響やその後の回復過程が大きく
異なるものの、多くの場所では津波から1～2年
で元の状態にほぼ回復したと考えられます。

（２）湾奥のアマモ場消滅
津波から約一ヶ月経過した2011年4月に、初

めて湾奥部（図1測点Ａ）の状況の調査に向か
いました。
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図1湾内6箇所で採取した海底堆積物中の有機物含有量（強熱減量）の震災後2年間の変化
左端の灰色の棒は震災前の宮城県による環境モニタリングの値の範囲を示す。
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この付近は、津波前は非常に濃密なアマモ場が
広がっていた場所です。しかし津波によってア
マモは全てなくなっていました（図2）。海底
に樹脂製の筒を差し込んで堆積物を採取してみ
ると、黒色でふわふわした泥が厚く堆積してい
ました。海底の堆積物の表面は、通常明るい茶
色をしています。そして、少し深い部分では黒
くなります。泥の中の有機物が分解されて酸素
がなくなり、黒色の硫化物ができるからです。
湾奥では津波でアマモが根こそぎ流された時、
海底も掘り返されて黒い泥が巻き上がり、それ
が降り積もったことが推測されます。

その後、海底の表面は明るい茶色に変化して
いきましたが、この付近のアマモ場は現在も回
復していません。

（３）栄養塩の再生に関わる微生物の数
海底で有機物が分解されるとアンモニアがで

きます。さらに、アンモニア酸化微生物のはた
らきによって、ノリやワカメなどが利用しやす
い形の栄養塩（硝酸塩）ができます。カキなど

が餌とする植物プランクトンにとっても、この
微生物は重要な存在です。実際に、海底のアン
モニア酸化微生物量を測ってみると、湾口近く
では震災後激減したと推察されますが、翌年に
は回復しました（図3 測点Ｆ）。一方、湾奥部
（測点Ａ）では数があまり変わらず、湾口より
も約一桁少ない状態でした。目に見えない微生
物の変化も湾内の生産性に影響を与えているの
かもしれません。

（４）まとめ
松島湾の海底は津波によって大きくかき乱さ

れたものの、その後、いくつかの環境指標につ
いては2年間で元の状態に回復したことがわか
りました。一方、アマモ場は、場所によっては
回復しつつありますが、全体的には元に戻るに
はまだ時間がかかりそうです。湾内の生産力を
最大限活用して漁業を続けるためにも、長期的
な環境変化を注意深く監視していく必要があり
ます。

図3海底泥中のアンモニア酸化微生物量
灰色の棒は測点Ｆでの2009年10月の値。縦軸は対数。
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注）本内容は水産庁の「被害漁場環境調査事業」の成果の
一部です。
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