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播磨灘および大阪湾における海底泥中の珪藻類休眠期細胞の分布と組成

今井　一郎1)・石田　貴子2)・板倉　　茂3)・山口　峰生4)

(2014年 12月 9日受付，2014年 12月 22日受理)

Abundance, Spatial Distribution and Composition of Resting Stage Cells of Diatoms in Bottom 
Sediments of Harima-Nada and Osaka Bay, Eastern Seto Inland Sea, Japan

Ichiro Imai1), Takako Ishida2), Shigeru Itakura3) and Mineo Yamaguchi4)

Abstract

　　Spatial distributions of viable diatom resting stage cells (DRSC) in bottom sediments (top 3-cm depth) of Harima-Nada and 
Osaka Bay, eastern Seto 1nland Sea, were investigated with the extinction dilution method (Most Probable Number (MPN) 
method) based on sediment incubation.　The sampling cruise was carried out from June 13 to 16 in 2000.　The dominant 
groups of DRSCs were composed of the species of the genera Chaetoceros, Thalassiosira and Skeletonema in sediment samples 
that ranged from ND (not detectable) to 1.3×105 MPN cm-3 (mean 1.5×104), from ND to 1.7×105 MPN cm-3 (mean 2.4×104), and 
from ND to 4.9×104 MPN cm-3 wet sediment (mean 9.2×103), respectively.　The densities of DRSCs of other dominant species 
were also enumerated on such as Skeletonema tropicum, Leptocylindrus danicus, Leptocylindrus minimus, Asterionellopsis glaci-
alis, Thalassionema nitzschioides, Bacteriastrum hyalimum, Odontella longicruris and Stephanopyxis palmeriana.　The total 
number of DRSCs reached a maximum value of 2.1×105 MPN cm-3 wet sediment (mean 5.1×104).　The DRSCs in bottom sedi-
ments generally distributed more abundantly at the coasts of Harima-Nada where more frequent diatom blooms have occurred 
than offshore areas showing lower densities of DRSCs.　The most dominant diatom genus was Thalassiosira, followed by 
Chaetoceros and Skeletonema.　The previous investigation in 1993 revealed the dominance of Skeletonema resting cells in bot-
tom sediments in the northern coast of Harima-Nada, but Skeletonema resting cells were not abundant in 2000, suggesting a 
change of water quality conditions from eutrophication to oligotrophication to significant degree.  

Key words :  Diatom, Chaetoceros, Thalassiosira, Skeletonema, Resting stage cells, Resting cells, Resting spores, Harima-Nada, 
Osaka Bay, Bottom sediment 

緒　　　　　言

我が国の沿岸域では高度経済成長期に著しい富栄養化
が進行し，1960年代後半から赤潮の発生件数が増加して，
それに伴う養殖魚介類の大量斃死等の漁業被害が頻繁に
発生するようになった。その後，富栄養化の防止策とし
て瀬戸内海環境保全特別措置法等の法的整備や，廃水処
理技術の向上等が図られてきた。その結果，瀬戸内海で
は赤潮の発生件数は減少し，最悪の時期の 1/3程度，年間
100件前後の件数で近年は推移している (Imai et al., 2006 ; 
Itakura and Imai, 2014)。
赤潮は，植物プランクトン等の増殖や集積による海水

の着色現象を指す。瀬戸内海等の沿岸域においては，植
物プランクトンの中でも特に珪藻類が優占的な生物であ
り，珪藻類による赤潮の発生件数は群を抜いて多い。珪
藻類は海水，汽水，淡水のいずれの環境下にも広く生息し，
多くの種が確認され，その種数は 10,000以上にも達する
とされている (Guillard and Kilham, 1977)。沿岸域に生息す
る珪藻類は，生態系の中で基礎生産者として根本的に重
要な役割を担っており，食物連鎖を通じて最終的に魚介
類の豊かな生産を支えている。しかしながら，浮遊珪藻
類は基礎生産者として重要な役割を担っている一方で，
大量発生した場合には珪藻赤潮を引き起こし，例えば冬
季の有明海や播磨灘，有明海等で栄養塩類の消費と枯渇
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を通じてノリの色落ちの原因となっている (渡辺，2009 ;
西川，2011 ; 今井，2014)。また欧米諸国では記憶喪失性
貝毒の原因種 (Pseudo-nitzschia spp.)が知られ，これらが原
因となり食物連鎖を通じて海産哺乳類や鳥類が大量斃死
して問題となっている。また，ヌタの発生による漁網の
目詰まりといった漁業被害も生じている (Miyahara et al., 
1996)。このように，水産の立場から考えても沿岸域の浮
遊珪藻類は漁業環境に多大な影響を与えていることは明
らかである。つまり，浮遊珪藻類の出現生態を把握する
ことは沿岸域における漁業にとって，重要な課題と言え
よう。
浮遊珪藻類の多くは内湾や沿岸域に多く生息しており，
そのような環境は，水温，塩分，栄養塩類といった環境
要因の時空間的変化が大きい場である (Garrison, 1984) 。そ
のような環境に適応するため，珪藻類は特徴的な生活環
を持っている。第一に挙げられるのは休眠期細胞 (resting 
stage cells)であり (Hargraves and French, 1983 ; 今井ら，1990 ; 
Itakura et al., 1997 ; 板倉，2000)，環境変化と栄養細胞の出
現動態とを結びつけて考えると，珪藻類の休眠期細胞は
極めて重要な役割を担っていると予想される。しかし珪
藻類の休眠期細胞の分布や生理生態に関する知見は少な

く，珪藻類における栄養細胞の出現と消失の機構を明ら
かにするためには，珪藻類休眠期細胞の分布等の生態学
的な研究が必要である。以上のような背景から，本研究
では赤潮等の漁業被害が頻繁に起こっている瀬戸内海を
対象水域とし，とくに播磨灘全域と大阪湾の湾奥におけ
る海底泥中の珪藻類休眠期細胞の分布を中心に明らかに
することを目的とした。
浮遊珪藻類の出現および消失の動態と，海底泥中の珪

藻類休眠期細胞数との関連性を調べるうえで，海底泥中
の休眠期細胞数密度の水平分布を明らかにすることは基
本的に重要である (Itakura et al., 1999)。海底泥中には無数
の底泥粒子が存在していることから，植物プランクトン
のシストや休眠期細胞は顕微鏡下で直接観察することが
極めて困難であり，これまで研究はほぼ不可能であった。
しかし終点希釈法の有用性が見出され，発芽能を有する
ものであれば比較的容易に珪藻休眠期細胞が計数できる
ようになった (Imai et a1., 1984 ; 今井ら，1990)。本研究に
おいては，播磨灘全域と大阪湾奥部から海底泥を採取し
て，海底泥中の珪藻類休眠期細胞数の水平分布を明らか
にする事を目的とした。中でも優占的に存在している
Skeletonema spp., Chaetoceros spp.，ならびに Thalassiosira spp.

Fig. 1.　Sampling stations in Harima-Nada and Osaka Bay, eastern Seto Inland Sea, Japan. Sampling cruise was made during the 
period of June 13-16, 2000.
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の 3つの主要分類群だけでなく，これらに比べて相対的
に出現数は少ないものの植物プランクトンとしての発生
頻度が高い，Skeletonema tropicum, Leptocylindrus danicus, 
Leptocylindrus minimus, Asterionellopsis glacialis, Thalassionema 
nitzschioides等にも焦点を当てて観察と計数を行った。

材料および方法

調査と海底泥試料の採取は，水産庁瀬戸内海区水産研
究所 (現在は独立行政法人水産総合研究センター瀬戸内海
区水産研究所)の調査船 “しらふじ丸” (138トン)に乗船し
て行った。2000年 6月 13日-16日まで，東部瀬戸内海の
38定点 (播磨灘と大阪湾)で採泥を行った (Fig. 1)。採泥に
は，KK式柱状採泥器 (木俣ら，1960)を使用し，表層の海
底泥 (表面から 3 cm深まで)を試料とした。KK式柱状採
泥器による採泥が不可能な調査点 (NH4, NH11, HG1, K7, 
K10)では，スミス・マッキンタイヤー (Smith-McIntyre : SM)
式採泥器を用いた。
得られた海底泥試料は不透明なプラスチック容器に収
容し，冷蔵庫内の暗黒条件下で 3ヶ月間以上保存した後，
終点希釈法 (Extinction dilution method = MPN 法)によって試
料中の発芽/復活が可能な珪藻類休眠期細胞数を計数した
(Imai et a1., 1984 ; 今井ら，1990)。計数に用いた終点希釈
法の手順の概略は以下の通りである (Fig. 2)。採取した底

泥試料をよく撹拌した後，1～1.5 gの湿泥を滅菌した濾過
海水に 0.1 g mL-1の濃度になるように懸濁し，これを 100

希釈懸濁液とした。続いて，この海底泥懸濁液を改変
SWM-3培養液 (Chen et a1., 1969 ; 今井，2000)を用いて 10
倍希釈した懸濁液を 10-1とし，順次 10-6まで希釈懸濁液
を作成した。10-2-10-6希釈の各段階の懸濁液について，組
織培養容器 (48ウェル，Costar社製)を用い，各希釈段階
で 5ウェル (各ウェルに 1 mLずつ)に接種した。すなわち，
各希釈段階において 5本立ての計数用ウェルを設けたこ
とになる。このような処理を行ったものを温度 22°C，光
強度約 80 μmol photons m-2 sec-1，明暗周期 14 hL-10 hDの
条件下で培養した。培養開始から 5-7日経過した後，倒
立型落射蛍光顕微鏡 (Nikon社製 TMD300)を用いて観察を
行い，休眠期細胞の発芽あるいは復活を通じて出現，増
殖した栄養細胞の同定を行った。栄養細胞が確認された
ウェルを陽性とし，各希釈段階における陽性ウェル数の
組み合わせを基に，最確数表 (伊藤・今井，1987)を参照
して，湿泥 1 g 中に存在する発芽/復活が可能な珪藻類休
眠期細胞の密度 (MPN g-1 wet sediment)を求めた。海底泥 l 
cm3中の休眠期細胞数 (MPN cm-3 wet sediment)は，得られ
た最確数値 (湿泥 1 g当り)に海底泥試料の見かけの比重
を乗じて算出した。泥試料の見かけの比重は，Kamiyama 
(1996) の方法に従い，海底泥試料 (湿泥)の 1 cm3 当たりの
重さを測定して求めた。

結果及び考察

海底泥の比重

播磨灘全域と大阪湾奥部の 3点における，海民泥の見
かけの比重の分布を Fig. 3に示した。水深が大きい播磨灘
中央部では約 1.1 g cm-3と比重は低く，細かい粒子で構成
されていた。海峡部付近では比重が 1.8 g cm-3前後の高い

Fig. 2.　Procedure of the extinction dilution method for enumera-
tion of viable diatom resting stage cells in sediment sam-
ples.

Fig. 3.　Spatial distribution of the apparent specific gravity of the 
bottom sediments (top 3-cm depth) collected in Harima-
Nada and Osaka Bay during the period of June 13-16, 
2000.
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値を示した。このように海峡部付近では速い流れの影響
で粒子が粗く，KK 式柱状採泥器を用いた海底泥の採取は
不可能であり，定点 NH4, NH11, HG1, K7, K10においては
SM 式採泥器を用いて採泥がなされた。

計数時に観察された珪藻類

今回の調査研究において，終点希釈法の実験手順を通
じて観察された珪藻類は 9属であった (Table 1)。最も優占
的に存在しているものとして，Skeletonema属，Chaeto-
ceros属，Thalassiosira属が観察された。Chaetoceros属と
Thalassiosira属，ならびに Skeletonema属に関しては，種
レベルの同定は困難であり，基本的に属レベルでの計数
となった。しかし Skeletonema属に関しては，S. tropicum
が細胞内に葉緑体を 4個以上保有するという大きな特徴
を有する事から，他の識別が大変困難な Skeletonema属の
種 (Zingone et al., 2005 ; Sarno et al., 2005, 2007)との識別は
容易である (Hulburt and Guillard, 1968)。このことから本種
は別に計数した。また若干ではあるが，S. tropicumの栄養
細胞はサイズがやや大きい傾向があるという (Ueno, 1993)。
S. tropicumは熱帯から温帯の世界各地の沿岸内湾域に生息
しており (Hasle, 1973)，日本の沿岸域においても主要な赤
潮原因種として報告されている (飯塚，1973 ; 山田ら，
2009 ; Yamada et al., 2013, 2014)。
上述の 3つの主要分類群の他に，存在密度はやや低い
が以下のものが観察された。すなわち，Leptocylindrus 
danicus, Leptocylindrus minimus, Asterionellopsis glacialis, 
Thalassionema nitzschioides, Odontella longicruris, Stephanopyxis 
palmeriana, Bcteriastrum hyalinum等である。

海底泥中の珪藻類休眠期細胞密度の水平分布

今回の調査研究で明らかになった各分類群の珪藻類休

眠期細胞の分布密度について以下に述べる。
Chaetoceros属の休眠胞子の存在密度は，ND (検出限界
以下) －1.3×105 cm-3 wet sediment であった (Fig. 4)。104 cm-3 
wet sediment 以上の高密度域は灘北西部と北部，南部の沿
岸域，及び大阪湾で認められた。灘の中央部ではやや低
密度の傾向が見られた。休眠期細胞数の平均値は 1.5×104 
cm-3 wet sedimentであった (Table 1)。

Thalassiosira属の休眠期細胞の存在密度は ND －l.7×105 
cm-3 wet sedimentであった (Table 1)。播磨灘全域に 104 cm-3 

wet sediment以上の比較的高い密度で分布していたが，特
に 1.5×105 cm-3 wet sediment以上の高密度であった水域は，
小豆島北部，南部，家島北部の沿岸域であった (Fig. 5)。
約 103 cm-3 wet sediment の低密度の水域は，灘中央部付近

Table 1.　 Taxa and densities of the resting stage cells of diatoms 
(MPN cm-3 wet sediment) in the bottom sediments col-
lected in Harima-Nada and Osaka Bay, the Seto Inland 
Sea of Japan.　Sediment samples were collected during 
the period of June 13-16, 2000.

Taxa Minimum Maximum Mean

Chaetoceros spp. ND 1.3×105 1.5×104

Thalassiosira spp. ND 1.7×105 2.4×104

Skeletonema spp. ND 4.9×104 9.2×103

Skeletonema tropicum ND 2.4×103

Leptocylindrus danicus ND 5.9×103 6.7×102

L. minimus ND 5.6×103 6.1×102

Asterionellopsis glacialis ND 2.8×103 4.5×102

Thalassionema nitzschioides ND 8.6×103 1.3×103

Bacteriastrum hyalinum ND 1.1×103

Odontella longicruris ND 2.8×102

Stephanopyxis palmeriana ND 2.8×102

Total ND 2.1×105 5.1×104

　ND : Not detactable

Fig. 4.　Spatial distribution of the density of the viable resting 
spores of the diatom Chaetoceros spp. in the bottom sedi-
ments (top 3-cm depth) collected in Harima-Nada and 
Osaka Bay during the period of June 13-16, 2000.　ND 
= Not Detectable.

Fig. 5.　Spatial distribution of the density of the viable resting 
stage cells of the diatom Thalassiosira spp. in the bottom 
sediments (top 3-cm depth) collected in Harima-Nada 
and Osaka Bay during the period of June 13-16, 2000.　
ND = Not Detectable.
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で認められた。また大阪湾ででは，播磨灘よりも分布密
度が低いようであった。休眠期細胞数の平均値は 2.4×104 
cm-3 wet sediment と，本研究で観察された珪藻類休眠期細
胞の中で最大値を示した。

Skeletonema属の休眠期細胞の存在密度は，ND (検出限
界以下) －4.9×104 cm-3 wet sedimentの値を示し，その存在
密度は水域によって大きく変動していた (Fig. 6)。104 cm-3 
wet sediment以上の高密度域は，灘北部と北西部の沿岸域，
小豆島南部，及び大阪湾で認められた。103 cm-3 wet sedi-
ment 以下の低密度の水域は播磨灘中央部～南部において
観察された。灘全域の休眠期細胞数の平均値は，9.2×103 
cm-3 wet sedimentであった (Table 1)。Skeletonema属の休眠
期細胞の存在密度については研究が幾つかなされており，
広島湾等の瀬戸内海では高密度で海底泥中に存在してい

ることが確認されている (Imai et al., 1984 ; 矢持，1989 ; 今
井ら，1990 ; Itakura et al., 1997, 1999 ; 板倉，2000)。

Skeletonema tropicumの休眠期細胞の存在密度は，ND
－2.4×103 cm-3 wet sediment であった (Table 1)。調査水域全
体では所々の定点にて検出され，大阪湾の 1点と播磨灘
北部の 4点，小豆島周辺の 2点，計 7点で存在が確認さ
れた (Fig. 7)。S. tropicum の栄養細胞は増殖可能な低水温の
限界が 13°C前後であり，熱帯性の生理的特徴を持つと報
じ ら れ て い る (Hulburt and Guillard, 1968 ; Guillard et al., 
1974)。かつて我が国の沿岸海域において S. tropicumの休
眠期細胞は確認されていなかったことから，他の暖かい
水域から潮流によって細胞が運ばれていたものと考えら
れていた (上野，1991 ; Ueno, 1993)。しかしながら，本研
究によって，少なくとも 2000年の播磨灘と大阪湾の海底

Fig. 7.　Spatial distribution of the density of the viable resting cells 
of the diatom Skeletonema tropicum in the bottom sedi-
ments (top 3-cm depth) collected in Harima-Nada and 
Osaka Bay during the period of June 13-16, 2000.　ND 
= Not Detectable.

Fig. 6.　Spatial distribution of the density of the viable resting cells 
of the diatom Skeletonema spp. in the bottom sediments 
(top 3-cm depth) collected in Harima-Nada and Osaka 
Bay during the period of June 13-16, 2000.　ND = Not 
Detectable.

Fig. 9.　Spatial distribution of the density of the viable resting 
spores of the diatom Leptocylindrus minimus in the bot-
tom sediments (top 3-cm depth) collected in Harima-
Nada and Osaka Bay during the period of June 13-16, 
2000.　ND = Not Detectable.

Fig. 8.　Spatial distribution of the density of the viable resting 
spores of the diatom Leptocylindrus danicus in the bot-
tom sediments (top 3-cm depth) collected in Harima-
Nada and Osaka Bay during the period of June 13-16, 
2000.　ND = Not Detectable.
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泥中に S. tropicumの休眠期細胞が多数存在することが確
認された。福岡県の洞海湾の海底泥中では，本種の休眠
期細胞が，1996年8月で1.3×104 g-1，2006年11月では1.7×104 
g-1の密度で検出されたという (山田ら，2009)。

Leptocylindrus danicusの休眠期細胞の存在密度は N.D. 
－ 5.9×103 cm-3 wet sedimentであった (Table 1)。淀川河口の
点，および播磨灘の淡路島西部と北部沿岸の水域，小豆
島付近で高密度であり，灘の南部および中央から北西部
沿岸域では低密度であった (Fig. 8)。休眠期細胞数の平均
値は 6.7×102 cm-3 wet sedimentであった。

Leptocylindrus minimusの休眠期細胞の存在密度は，ND 
－5.6×103 cm-3 wet sedimentと見積もられた (Table 1)。淀川
河口以外の大阪湾の 2定点と播磨灘北東部，ならびに淡
路島西部で高密度であり，小豆島北西部と灘南部の 1点
を除く多くの定点では低密度であった (Fig. 9)。休眠期細
胞数の平均値は 6.1×102 cm-3 wet sedimentであった。

Asterionellopsis glacialisの休眠期細胞の存在密度は ND 
－2.8×103 cm-3 wet sedimentと見積もられた。水域によって
存在密度はかなり異なった。播磨灘の北部～北西部の沿
岸域において高密度の存在が確認された (Fig. 10)。また淡
路島や小豆島沿岸，ならびに四国の沿岸の一部で検出さ
れたが，大阪湾および播磨灘の中央部から北東部では検
出されなかった。休眠期細胞数の平均値は 4.5×102 cm-3 wet 
sedimentであった。

Thalassionema nitzschioides休眠期細胞の存在密度は，ND 
－8.6×103 cm-3 wet sedimentであった。灘の北部沿岸域およ
び大阪湾の淀川河口域で高密度に存在していた (Fig. 11)。
灘の中央部及び南部では低密度であったことから，河川
水の影響が及ぶ水域を本種は好む可能性が示唆される。
休眠期細胞数の平均値は 1.3×103 cm-3 wet sedimentであっ
た。

Bacteriastrum hyalinumについては，大阪湾及び播磨灘全

域でも殆ど検出されず，存在密度は ND－1.1×103 cm-3 wet 
sedimentであり，淡路島西部，小豆島北東部，灘北部の 3
点でその存在が確認された。

Odontella longicrurisもまた殆ど検出されず，休眠期細胞
の存在密度は ND－2.8×102 cm3 wet sedimentであった。小
豆島北部，南部，及び播磨灘南部の 3 点で検出されたの
みである。

Stephanopyxis palmerianaが検出されたのは，小豆島北部
の3点のみであり，最高値は2.8×102 cm-3 wet sedimentであっ
た。
今回検出された珪藻類の休眠期細胞数の合計は，何も

検出されなかった HG1を除外すると，9.7×103-2.1×105 cm-3 
wet sedimentの値で計数された。播磨灘北部～北西部の沿
岸域，灘の南西部～南部の沿岸域では高密度の傾向があっ

Fig. 11.　Spatial distribution of the density of the viable resting 
stage cells of the diatom Thalassionema nitzschioides in 
the bottom sediments (top 3-cm depth) collected in 
Harima-Nada and Osaka Bay during the period of June 
13-16, 2000.　ND = Not Detectable.

Fig. 10.　Spatial distribution of the density of the viable resting 
stage cells of the diatom Asterionellopsis glacialis in the 
bottom sediments (top 3-cm depth) collected in Harima-
Nada and Osaka Bay during the period of June 13-16, 
2000.　ND = Not Detectable.

Fig. 12.　Spatial distribution of the density of the total viable rest-
ing stage cells of the diatoms in the bottom sediments 
(top 3-cm depth) collected in Harima-Nada and Osaka 
Bay during the period of June 13-16, 2000.　ND = Not 
Detectable.
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たが，播磨灘の中央～東部では低密度であった (Fig. 12)。
今回は大阪湾の 3定点もやや低密度であった。
海底泥中に存在する珪藻類休眠期細胞の中で，優占し

ていた分類群を見ると，播磨灘全域では全体的な傾向と
して Thalassiosira属が優占的に存在していた (Fig. 13)。播
磨灘中央～南部，および明石海峡西部の水域と小豆島北
西部で，Chaetoceros属が優占していた。Skeletonema属の
優占的傾向は大阪湾で確認されたが，播磨灘では 3つの
定点で確認されただけであった (Fig. 13)。
播磨灘において本研究と同様の海底泥中における珪藻
休眠期細胞の分布調査が 1988年 (今井ら，1990)と 1994
年 (Itakura et al., 1999)に実施されている。比較してみると
以下の様な傾向が認められた。

Chaetoceros属と Thalassiosira属に関しては，存在密度
にさほど大きな変化はなかったといえる。しかしながら
Skeletonema属の休眠期細胞に関しては，今回のデータ

(2000年の調査)が，以前の調査研究結果の値より 1桁程
度は少なくなっているようであった。ここで比較の為に，
1993年の播磨灘において海底泥中で優占していた珪藻類
休眠期細胞の地理的な分布を Fig. 14に示した (Itakura et al., 
1999)。その結果，1994年においては播磨灘南部で Chaeto-
ceros属が，北部では Skeletonema属が明らかに優占してい
た。大阪湾では東部の沿岸域で Skeletonema属が，Thalas-
siosira属は紀伊水道付近のやや水質の良い水域で優占し
ていた。
しかしながら 2000年のデータを見ると，播磨灘の沿岸

域では Thalassiosira属が，中央部では Chaetoceros属が優
占していた。つまり 1993年に Skeletonema属が優占して
いた水域の殆どで，2000年には Thalassiosira属が置き替っ
て優占していた事が判明した。Skeletonema属は栄養塩濃
度が高い過栄養または富栄養水域の指標生物であり，
Chaetoceros属はやや栄養塩濃度が低い水域の指標生物と
されている (山田ら，1980)。また飯塚 (1973)によれば，
富栄養化している内湾を Skeletonema型海湾と呼んでいる。
これらの事を考え合わせるならば，播磨灘においては，
水質が富栄養の状態から貧栄養化の方向へ進んでいる事
を示していると考えられる。瀬戸内海は富栄養化した往
時の状況から，近年は一転して貧栄養化している事が指
摘されている (Yamamoto, 2003 ; 多田ら，2010 ; 反田ら，
2014)。そして，播磨灘ではノリの色落ち等の現象が頻発し，
ノリの養殖漁業は危機に瀕しているという (堀ら，2008 ;
渡辺，2009 ; 西川，2011 ; 反田ら，2014)。このような播
磨灘の貧栄養化は水柱の珪藻類の組成に現れ，そして海
底泥中の休眠期細胞の組成に反映される事を強く示唆し
ている。すなわち海底泥中の珪藻休眠期細胞の量と組成
は，水柱の植物プランクトンの動態を積分した結果とし
て示され，種組成は水柱での出現頻度をかなり正確に反
映しているものと考えられる。水質と植物プランクトン
のモニターに加え，海底泥中の珪藻類休眠期細胞の量と
組成の把握は，水質環境の歴史的な変化の概略を把握す
るのに大変有効である可能性があり，今後さまざまな水
域で実施される事は有益と思われる。
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