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Abstract Vertical distributions of toxIc dinoflagellate Alexandrium spp. resting cysts were 
investigated and lithofacies studies were carried out in sediment cores collected from Funka Bay， 

Hokkaido. The X-ray observation， the susceptibility， the volcanic ashes observation and the 

particle analysis of the layer with a high susceptibility indicated that the core from Stn.1 had a 

complex sedimentation structure accompanied by laminated bed caused event， the cores from 

Stns. 2-6 had a continuous simple sedimentation structure， the cores from Stns. 2， 4， 6 had traces 

of benthos which indicated active bio-turbation. The simple sedimentation structure was well 

maintained in the core at Stn. 5. The sedimentation rate was estimated 0.035 g.cm-2・y一1，0.71 

mm . y-1， judging from tephra ejected from Usu volcano (1663 A.D.). The largest densities of cysts 

(cysts. gDW-1) were observed in the 9-10 cm layer at Stns.1， 5， 6， in the 14-15 cm layer at Stns. 2， 

3， and in the 6 cm layer at Stn. 4， respectively. Except for in the core from Stn. 2， cyst densities in 

the 2-5 cm layers were greater than in the 1 cm layer. At Stn. 5， the cysts appeared in the 

superficial area from 20 cm and the maximum peak in density was observed in the 5 cm and 9-10 

cm layers (the minimum density in the 7 cm layer). This agreed with the decadal pattern of 

Alexandrium tamarense bloom occurrences observed since 1970's in Funka Bay that the cyst 
density at 2-5 cm layer were higher than in the 1 cm layer. The maximum peaks of densities in 

the 10-15 cm layers observed at plural stations indicated the history of Alexandrium spp. bloom 
occurrences in the 1900's. The existence of cysts in the 20 cm layer at Stn. 5 suggested that 

Alexandrium spp. has been distributed in Funka Bay at least as early as the mid 18th century. 

Key words: Alexandrium spp. cyst， vertical distribution， lithofacies， sedimentation rate， Funka Bay 

enseによる麻庫性貝毒発生海域として知られている.

はじめに 麻庫性貝毒の発生は当該海域における養殖ホタテガイの

計画的出荷に大きな影響を及ぼしている(西浜 1982).

北海道の噴火湾は有毒渦鞭毛藻 Alexandrium tamαr- 1975年から始まった A.tamarenseおよび麻庫性貝毒
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のモニタリングによると，噴火湾における本種フ'ルーム

と麻療性貝毒の発生年代と非発生年代は 10年程度の周

期で交替している可能性が示唆されている(工藤ほか

2005). モニタリング調査の実施年代以前にも A.

tamαrenseフールームと麻癒性貝毒の発生年代と非発生年

代が繰り返されてきたことがわかれば，将来の麻療性貝

毒発生への対策 ・対応の重要性を噴火湾の漁業関係者に

周知することができる. 北海道沿岸では，日本海側を除

くオホ ーツク海側および太平洋側に広く Alexandrium 

sppシス 卜が分布し，噴火湾海域の底質中には高い密度

でシストが存在する (Shimada& Miyazono 2005). 底

質中の Alexandriumspp.シストの水平分布は潜在的な

麻庫性貝'毒発生エリアであることを示す (Shimada& 

Miyazono 2005)とともに，底質中のシス卜の鉛直分布

はその海域における麻庫性貝毒発生の履歴として有用で

ある (Daleet al. 1993). 1992年に初めて Alxandrium

spp ブルームに由来する麻療性貝毒が発生した広島湾

では海底泥における A.tamarenseおよび A.catenellα 

シス 卜が表面泥付近に多く分布し，比較的近年になっ て

シス 卜が補給されたことを示している(山口ほか

1995) 噴火湾の沿岸部で得られた底質コアに残された

A lexandrium sppのシス 卜密度の極大層は過去に本種

が繁茂した可能性を示した(宮園 2002).しかし，観察

されたシス ト密度極大が過去の Alexandriumの発生年

代の履歴であるかどうかについては使用したコアの精査

が必要である.一般に堆積物には堆積層の逆転や撹乱が

生じることがあるため，使用した底質コアの堆積状況に

ついての解析が必要である.また， シストの鉛直分布バ

ターンはサンプリング操作に影響されることがあるので

(Anderson et al. 1982)，ある海域で底質中のシス 卜の

鉛直分布に過去の Alexandriumの発生履歴を求めるに

は，複数地点のコアサンプルに同様の極大層の存在を確

認する必要がある.噴火湾における地質研究は古くから

精力的に行われてきた(たとえば，大嶋 ・横田 1985).

堆積速度の推定には， 14C年代測定法が一般的である

(松本 ・富樫 1980，村山ほか 1998，本多ほか 2002，

2003).一方，噴火湾は周囲を駒ヶ岳，有珠山，昭和新山

等の活火山に固ま れ，現在まで幾度となく火山噴火の影

響を受けてきたため， 噴火湾の堆積速度推定には14C年

代測定法のほか，岩相記載から噴火の履歴を判別し推定

する方法も利用できる(松本 ・富樫 1980). 火山灰法に

よる年代決定の長所は火山灰層の上面 ・下面を同時間面

(当時の地表あるいは海底面)として広域にわたって認

定できることである.他方，火山灰層の再移動による欠

損や移入によって形成された層を誤って同定する可能性
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Fig. 1. Location of the sampling stations in Funka 
Bay (.). 

があるため，火山灰層の積層構造や重なる順序について

の検討が必要である.

本研究では，噴火湾の沖合部で得た複数地点の底質コ

アにおける Alexandrium spp.のシス卜の鉛直分布調査

と底質コアの岩相記載を行い，噴火湾では 1900年と

1960年頃にそれぞれ，A lexandriumブルームの発生年

代が存在したことを明らかにした.

方 法

コアサンプルの採集

コアサンフ。ルの採集は 1999年 7月に函館水産試験場

調査船の金星丸を使用して，噴火湾内の 6地点で行った

(Fig.1).調査地点の水深は Stn.1が 46m， Stns. 2， 3， 4 

が約 70mおよび Stns.5， 6は85-87mであった コ

アサンプルは不撹乱採泥器(離合社，東京)により各地

点から l本ず、つを採集し，ア クリルコアの底蓋をして，

直上水をサイホンにより除去したのち， 上蓋をして垂直

を保ちながら実験室に持ち帰った 分析まで 5
0

Cの冷蔵

庫内で保存した.

岩相記載

肉眼および軟エックス線写真によるコアの観察 長さ

25 cm幅 5cm厚さ 1cmの透明アクリルケースに堆積

構造を乱さぬよう分取した試料を軟エ y クス線写真撮影

装置 (SOFTEXCM-2型)によって撮影した

乾燥かさ密度 先端を切除したプラスチック注射筒

(直径 29mm)を堆積物の構造が変形しないよう差し込

み，抜き 出した後押し出しなが ら 1cm間隔にカットし
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た カットした試料に対して湿重量および乾燥重量

(105
0

C，恒量)を計測した.得られた測定値をもとに，

間隙水中の塩分を 3%と仮定し乾燥試料に含有される塩

分量を補正した乾燥かさ密度および積算重量を算出し

た.

帯磁率 帯磁率の値は磁性鉱物の量によって異なり，

鉱物の種類や粒径にも大きく依存している 火山灰の混

入や粒径の変化などの堆積条件に対応した変化を堆積物

中に記録しているため，同ーの突発的な事象に起因する

堆積物の累重関係をもとに柱状試料聞の対比に利用され

ることから，各コ アの帯磁率を測定した.初期帯磁率は，

乾燥かさ密度測定に用いた試料に対して， Bartington 

製 MS2システムを使用して測定した.計測値は試料の

質量で除した質量帯磁率として規格化した.

鉱物組成および軽石の観察 高い帯磁率を示した層準

を特定したのち，シス卜サンプル用に 2.5cm間隔にス

ライスした試料を用いて各層準の鉱物組成および軽石の

観察を行った. 63~ 125μmに簡別した粒子を封入剤

(エンテランニュ ー， merck社製)によっ て封入したス

ライドグラスを作製し，偏光顕微鏡下で計数した.また，

火山軽石については粒径分析後の直径 0.5mm以上の粒

子を肉眼で観察した.

シストサンプル処理および計数

シス 卜の計数にはプリムリン蛍光直接計数法 (Yama-

guchi et a1. 1995)を用いた.コアサンフ。ルを表面からは

0~1 cm，その下層では 2.5cmごとにカ y 卜し，層別サ

ンフ。ルを作成し，およそ 0.3~0.5 gの湿泥を蒸留水に懸

濁させた.層別サンプルごとに 2つのサブサンプルにつ

いて以下の処理を行った.蒸留水に懸濁させた泥サンプ

ルは 2分間超音波処理を施し，プランク卜ンネットを

張ったふるいを用いて 10~100μm 画分の粒子を得た.

これを 10ml遠沈管に採り， 90%メタノ ール溶液で 1

日処理し植物色素を除去したのち， 1 %クソレタールアル

デヒド溶液で 30分固定した.固定液を蒸留水に置換し

たのち， 0.2mg・ml-Iプリムリン溶液で 1時間暗所処理

を行いサンフ。ルを染色した.プリムリン溶液を除去した

のちサンプルは数回蒸留水にて洗浄し，顕微鏡観察用サ

ンプルとして，5ml蒸留水に懸濁させた. これから 0.2

mlの懸濁液を計数用チャンパーに採り，落射蛍光装置

付倒立顕微鏡 (OLYMPUSIX71)下でシス 卜を計数し

た. 噴火湾では 1975年以降発生した麻庫性貝毒のうち

少なくとも 2回は A.catenellαのブルームを原因とす

ることが記録されている(北海道立水産試験場 2000).

A lexandrium t，αmarenseと A.catenellαのシストは外

87 

形観察から区別することができないことから，長楕円型

をした Alexandrium tamarenseタイプのシス トを本研

究ではAlexαndriumspp.シス卜として計数した.なお，

計数したシス卜は内容物を含むシス卜のみであり，空シ

ス 卜は除外した . 5ml サ ンプルごとに 3~5 回計数を行

い， その平均値から最終的に湿泥 1gあたりのシス卜数

を得た.層別サンプルのシス卜密度は 2つのサフサンプ

ルの平均値を用いた.各層別のシス卜密度結果は，比例

配分によって 1cmごとのシスト密度を計算し， 得られ

た湿重量 1gあたりのシスト数はコアサンプルの乾燥か

さ密度と積算重量を考慮し，下記の式で補正 した底質の

乾燥重量あたりのシス ト密度を算出した.

Ddry=Dwet'(l一(WCWX1.03))-1 

ここで， Ddry (cysts'gDW-1)・乾燥泥当たりのシス卜密

度， Dwet (cysts'gWW一1):湿泥当たりのシスト密度，

WCw(%):含水率， 1.03:海水の比重.

結果

岩相記載

肉眼および軟エックス線写真によるコアの観察 試料

分取後の乾燥による収縮に伴う割れ目があるほかは，採

集後のコアの転倒や振動による液状化によ ってできる堆

積物の流動痕跡や小断層は認められなかった (Fig.2)

Stns. 1および 5を除いた柱状試料は，生物擾乱を受け

て均質化しており，特に 2，4， 6には空洞の維持された

棲菅が認められた. これらはコア採取時のごく最近まで

ベントスが生息していたことを示す.いずれのコアにも

堆積物中に明らかな不連続面は認められなかった.Stn. 

lは，中部と下部に軽石が層状に配列しており，中部と

下部と の砂粒層の聞には，平行葉理が濃淡のわずかな変
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Fig. 2. X-ray photographs of sediment cores 
collected in Funka Bay 
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sediment cores collected in Funka Bay 
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Fig.4. Th巴 petrographicproperty of high sus-
ceptibility layer in sediment cores from Stns. 1. 4 
and 5. opx: orthphroxene， cpx: clinophrox巴ne，ho: 
hornblende， bi: biotite， opq: opaque minerals， n: 
number of measured particles 

化として認められた. Stn.5には，深度 8cm付近に砂

粒の混入が認められたほか，下部と中部に明瞭な濃淡の

境界が認められた.暗色の (X線透過率の低L、)層準で

は軽石および砂粒を多数認め，下部には粗粒な粒子から

なる層が存在した.

帯磁率 すべてのコアを通じて帯磁率は， 5~ 1 07 x 

10一7emu'g一lの範囲にあ った(Fig.3). Stn. 1のコア

の深度 9~1 3 cmには， 鋭い 2つのピーク(36， 54X 

10-7 emu.g-1)があった.また，ピーク以外の帯磁率の

パ y クグランド値 (約 18X10一7emu.g-1)は6本のコ

アの中では最も高かった. Stn.2のコアは明瞭な帯磁率

のピークがなく，深度 10cmに最大値 (15X10-7 emu' 

g-l)がみられた.Stn.3のコアには下部に不明瞭な帯磁

率ピークが存在し，帯磁率は上方に向かつて緩やかに減

少した.Stn.4のコアには，上方に向かつて緩く減少す

る鋸歯状のピー クが存在し，深度 22~23 cmにおいて

最大値 (18X 10-7 emu' g-l)がみられた. Stn.5のコア

の下部には，帯磁率の高い層準が存在し， 2つの明瞭な

ピ ー ク(コア深度 22~24 cm: 107X 10-7， 1 9~20 cm: 

Stn. 1 
3 

Stn. 5 
o 2 

Stn. 3 

2 

30 

(x 103 cysts' gDW-1) 

'-ー」ー-【ムーー」

o 3 
Stn. 6 

Fig.5. Vertical profiles of Alexandrium spp. cyst 
density in sediment core collected in Funka Bay 

64X 10-7 emu.g - 1 ) があった.コア深度 8~9 cmに

は，上下の層準に比べやや高い緩やかな帯磁率ピークが

あった. Stn.6のコアは明瞭な帯磁率ピークななく，最

大値は 11X 1 0 -7 em u . g -1であった.

鉱物組成および軽石の観察 帯磁率の高かった Stn.1

の 1O~ 1 2.5 cm， Stn.4 の 22.5~25 cm，および Stn.5

の 7.5~10， 1 7.5~25 cmの各層準について観察を行っ

た. Stn. 5 の 17.5~25 cmの層準では重鉱物中に占め

る角閃石の割合が他の層準に比べて高かった (Fig.4) 

軽石の目視観察では， Stn.1の層準には，繊維状の白色

軽石と灰色の斑晶鉱物を含む軽石が混在し，いずれも円

磨されていた.Stn. 4の層準に含まれた軽石は他のコア

に比較して細粒であり，円磨された白色軽石が灰色の軽

石に対して優勢であ った. Stn.5の層準では，白色で繊

維状の軽石と灰色を帯びた表面がでこぼこした軽石に区

分でき，白色かっ繊維状の軽石が多かった.

シス卜の鉛直分布

それぞれの地点のコアにはシスト密度の極大層が存在

した (Fig.5).最大密度を示した層は Stn.4では 6cm

と浅かったが， Stns. 1， 5， 6 では 9~10 cm付近に，

Stns. 2， 3 では 14~15 cm付近にみられた.表面 1cm

層のシス 卜密度に比べて 2~5 cm層のシスト密度が高

いことは Stn.2を除 く5つのコアに共通していた.岩

相観察で最も堆積状態が単純であった Stn.5では， 7 

cm層のシス卜密度の極小を挟み， 9~10 cmと5cm層

にシスト密度の極大が認められた.また，コアの 20cm

より浅い層にシストが出現した.
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考 察

コアの連続性

Stn. 1のコアに認められた葉理を伴う堆積構造が保

存されるためには，構造を乱す底生動物の存在がなかっ

たか，あるいは生物擾乱が及ぶ範囲を超えて堆積物が厚

く堆積した履歴が必要である.噴火湾ではマクロベント

スの分布が全湾に及んでおり (大嶋ほか 1979，水産庁

1980など)，このコアの上部および他のコアが生物擾乱

を受けていることから，局所的にマクロベントスの活動

が欠如したことによって保存された葉理構造とは考えに

くい.他方，調査地点が水深 46mと比較的浅く，遊楽

部川河口に近いという地理的特徴を持ち，帯磁率の高い

層準の軽石が円磨されていたことから，一時的な堆積に

よって生物擾乱を受ける深度よりも深い部分が保存され

た堆積構造である可能性が高い. Stn.5のコアには，下

部と中部に明瞭な境界が X線写真の濃淡として認めら

れた. この境界より下位は火山性砕屑粒子が多く含まれ

ている火山灰層である.また，この境界より上位での帯

磁率に著しい不連続性はないこと，近傍の柱状試料を

扱った村山ほか (1998)の火山灰層の出現深度とほぼ一

致することから連続的に堆積した堆積物であると判断さ

れた.また， Stns.2，3，4，6についても，物理特性値に深

度方向について不連続な変化が認められなかったことか

ら， Stn.1を除く 5本のコアは連続的に堆積した堆積物

であると判断された.

火山灰層の同定と年代モデル

Stn.5のコアは，下部の火山灰層が他のコアに認めら

れない高い帯磁率であり，火山灰層より上位は連続的に

堆積していると判断された.そこで，このコアを用いた

火山灰法による堆積年代推定を試みた.噴火湾の付近に

は，北海道駒ヶ岳，有珠山，昭和新山といった火山が存

在し，最近では 2000年の有珠山噴火の際には噴火湾に

降灰が認められている(水産庁北海道区水産研究所ほか

2000). 噴火湾周辺に分布する過去の火山噴火の噴出物

は，噴火湾南西の八雲において，上位より 1663年有珠

山噴出物 (Us-b)，駒ヶ岳 1640年噴出物 (Ko-d)，濁川テ

フラ(12，000年前，柳井ほか 1992) が存在している

(中村・平川 2004). 八雲で認められている上位 2層の

火山灰層は給源からの経路を考慮すると，噴火湾の海底

にも存在することが予測され，沈積後の火山灰が再移動

することなく堆積物中に保存されていれば，年代値を示

す鍵層として期待できる. Stn.5のコアに認められた火

山灰層は上記のうちのいずれかの火山灰で構成されてい

2000 
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Fig.6. The estimation period when Alexandrium spp. 
cyst were sedimented at Stn. 5 and the cyst density. 

ると考えられる.

有珠山および駒ヶ岳由来の火山灰はそれぞれ形態的な

特徴を有し， Us-b (有珠 1663年噴出軽石)は，表面が摩

耗されて丸みを帯びていることが多く，斑晶はきわめて

少なく，白色の繊維状に伸びたガラスからなる(北海道

火山灰命名委員会 1979). また，斑晶鉱物に角閃石を含

む(町田・新井 1992). 他方の駒ヶ岳噴出軽石の特徴

は，表面はでこぼこしており，紫蘇輝石，普通輝石およ

び斜長石の斑晶に富み，石基は白色ガラスである(北海

道火山灰命名委員会 1979).Stn.5の火山灰層は有珠山

起源の軽石の特徴を有する白色かっ繊維状の軽石が優勢

で，角閃石を他の層準に比べ多く含んでいた.さらに，

駒ヶ岳由来の特徴を有する軽石が混在したことから，こ

の層準より下位に駒ヶ岳由来の火山灰層が存在すると判

断できる. これらの有珠山噴出物と駒ヶ岳噴出物との近

接した層序関係は，八雲で認められた Us-bとKo-dの

層序関係(中村・平川 2004)と等しく， Stn.5の火山灰

層は Us-bに対応する火山灰層であると推測される.

Stn.5の最下部の帯磁率ピーク (22-24cm)をUs-b

(1663年)に対比すると，堆積速度は 0.035g ・ cm-2 •

y-l， 0.71 mm  'y-lと算出された.この値は，松本・富

樫 (1980)の 0.06-0.12g・cm-2'y-lに比べて半分程度

低いが，村山ほか (1998)の 0.88mm'y-lに近い.Stn. 

5では， Stn. 1を除いた他のコアと比べて火山灰層が

もっとも浅い地層に分布している.これは， Stn.5にお

ける堆積速度が他地点に比べて遅いことを示しているこ

とから，この堆積速度は妥当と判断した.

Stn.5におけるシス卜の堆積年代推定

Stn.5におけるシストの鉛直分布と火山灰法を適用

した堆積速度から，各層シス卜の堆積年代を推定した

(Fig.6). 噴火湾では A.tamarenseの細胞数の経年的消

長から，A. t，αmαrenseブルームの発生年代(1985-

1991年)と非発生年代(1992年以降)の交替が認めら
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れている(工藤ほか 2005). フwルームの非発生年には表

面泥中のシストが発芽により減少する一方，沈降シスト

の供給がほとんどないために表面泥中のシスト密度は

年々減少していくと考えられる. シスト密度の減少傾向

が 1960-1980年より 1980-1990年の間で大きいこ

とはこのこととよく一致している. シスト密度の極大は

1970年と 1900年頃に，シスト密度の極小は 1940年頃

に認められ， 30-50年毎に Alexαndriumのブルーム発

生年代と非発生年代があったことを示唆する.日本にお

ける麻療性貝毒の記録は 1948年愛知県豊橋市における

食貝中毒の例が最初であり，噴火湾では 1978年に初め

て養殖ホタテガイに麻庫性貝毒による毒化が記録された

(西浜 2000). このため，貝毒事件の記録による 1970，

1900年頃の Alexαndriumのブルームの裏づけはでき

ない.他方，噴火湾では Alexandriumが少なくとも

1750-1800年頃には出現していたと考えられる.貝毒

による被害の最初の記録は 1793年にカナダ太平洋岸の

パンクーパー付近で麻療性貝毒による中毒死の記録が知

られている(西浜 2000). この記録は 1700年代の太平

洋亜寒帯海域で原因プランクトンブルームが発生してい

たことを示すので， 1750-1800年頃に Alexandrium 

のブ、ルームが噴火湾で発生していた可能性がある.

シストのE表層極大層の形成とその解釈

Stn. 2を除き，Alexandrium spp.シスト密度は表面

泥中よりも 2-5cm層で高かった.このような表面泥

中よりも準上面での生シスト密度が高くなる現象は田辺

湾や大船渡湾でも認められ，表面泥中のシストの発芽が

シスト密度の減少の要因となる可能性が指摘されている

(飯田私信). しかしながら，渦鞭毛藻シストの底質中に

おける鉛直分布のパターンはシストが沈降する時期，採

泥の季節，発芽， シストの死亡，ベントスの活動による

底質の撹乱，潮汐の研磨作用および底質の特性などが複

雑に作用する (Andersonet al. 1982).また，マクロベン

トスの存在が表面泥のシスト密度減少に大きく影響する

ことが知られている(辻野 2006)ため，要因の特定は困

難である.

他方，各コアには 10cmから 15cmの聞に顕著なシ

スト密度の極大が認められた.水深の深い地点である

Stn.5とStn.6，比較的浅い地点の Stn.2とStn.3では

それぞれシストの極大層が一致しており，後者は前者よ

り極大層が深い.岩相観察では， Stn.5を除く他のコア

には火山灰による堆積年代推定が適応できなかったが，

シストの極大層を同一時期と仮定すると， Stns. 5， 6の

堆積速度に対して， Stns. 2， 3の堆積速度は1.5倍程度

大きいこととなる.噴火湾では，調査地点によって堆積

速度が 2倍程度異なる(松本・富樫 1980)ので， 10-

15cm層にみられたシスト密度の極大層が閉じ年代の

A lexandrium sppの大規模ブルームの履歴であった可

能性が高い.

本研究で取り扱った中身の詰まったシストの生死は不

明である.噴火湾の沿岸部の底泥表面から 9-12cm層

から得た A.t，αmαrenseシストの発芽率は表面泥中シス

トとほぼ同じであった(宮園 2002). 沿岸部地点 (Stns.

2， 3)の堆積速度は沖合部 (Stns.5， 6)の1.5倍程度大き

いことを考慮すると，発芽した 9-12cm層のシストは

80-90年前に堆積したものと計算される.渦鞭毛藻の

Scrかρsiellasp.とLingulodiniumρolyedrumのシスト

は9年間保存した底質サンプルから発芽している

(Lewis et al. 1999). また，Diplopsalis sp.， Gymnodin-

ium nolleri， Oblea rotundαおよびProtoceratiumreticu-

latumのシストは底質中で 37年間生残することが確認

されている (McQuoidet al. 2002).これらは渦鞭毛藻シ

ストが長期間生残する能力が高いことを示している.堆

積物中のシストの生残には底質環境条件が大きく影響す

るので， 噴火湾に埋設されている Alexandrium spp.シ

ストの生残能力については今後の課題となる.

噴火湾から得られたコアサンフ。ルの岩相観察を伴う

Alexanderium spp.シストの分布から，噴火湾では

1750-1800年頃には Alexandriumspp.が出現してい

たこと， 1900年と 1970年頃を中心とした Alexαn-

drium spp.の発生年代とその聞に非発生年代があった

ことが示唆された. Stn.1を除くと，堆積物中の極大層

におけるシスト密度は表面泥のシスト密度の1.5-2.5

倍であり (Fig.5)，1900年および 1970年頃の Alexan-

drium spp.の発生規模は 1975年以降記録されているブ

ルームに比べて大きかった可能性が示唆される.モニタ

リング記録の中で A.tamarenseのブルームの規模が最

大であった 1991年には，麻庫性貝毒発生により養殖ホ

タテガイの出荷が周年規制され，計画的な生産・加工・

流通に大きな打撃を及ぼした.Alexandrium spp.シス

トの分布は噴火湾が潜在的に 10-50年周期の麻庫性貝

毒の高毒化期が起こりうる海域であることを示してい

る.沿岸域生態系における 10-50年周期の変動は地球

規模の中長期的な環境変動の影響に加え，近年の温暖化

等にも影響されるため，予測することは困難である. し

かし，噴火湾における養殖ホタテガイ漁業，加工・流通

の関係者および行政担当者がこのような湾の環境特性を

理解しておくことは重要と考える.
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