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本研究 は北油 道礼文島 の久 種 湖 の堆横環境 を調査 す る ため行 った｡

調査地 点 と調 査方法

礼文島 は､ 北 海道稚内 の西 約 50km にあ る島で､ 北 緯 45度 26分､ 東経 141度

02分 にあ る (地図 1)｡ 久種 湖 は礼文 島北 部 の船泊湾 に面 した海跡湖 で あ る｡

1987年 8月 17 日 と 1988年 7月 1日の 2回 にわ た り､ 久種湖 の南岸､ 標

高 +2.49m､ アシ､ ミズバ シ ョウ 湿原 よ り､ マ ニ ュアル コアサ ンプ ラーに よ り

全 長 16.20mのポ ー リング コ アを採集 した｡

年代測定 は 14Cに よ り､ 4つのサ ンプル (植物 遺骸､ 泥中有 機物 ) につ いて中

村 ら(1985)に よる調製 方法 に よ りターゲ ッ トを作 製 し､ タンデ トロン加速型質量

分 析計 に よ り測定年代 値 を得 た｡

珪藻分析 は､ サ ンプル lcTn3 を 30 % 過酸化水素水､ 漉塩 酸 に よ り処理 を行

い､ その後､ 遠 心 (3000回転､ 10分 ) に よ り洗浄｡ 18×18mm カバ ーグラ ス上

にマ ウ ン トし乾燥｡ プ レウ ラ ックスを用 いて封 入 しプ レパ ラー トを作 製 した｡ 次

に任意 に 200個体 をカ ウン トした｡

堆積物 の硫黄 分析 (F eS2)は過酸 化水素 水比濁法 に よった (佐藤 1989)｡
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idcの年代測定 の結果

SealeveI(m) Radiocarbonages(y.B.P) samp]enumber

珪藻遺骸群集の遷移 と堆積環境の復元

湘 抜 -12.48m以下の層準 では､ 珪藻遺骸 は認め られなか った｡ この層準 にお

いては硫黄 がほとん ど認め られないので､ 洩水環境であ ったと思われ る｡

牲藻遺骸群集の分析結果 に よ り､ これを 3つの珪藻帯､ 海産珪藻帯 (M Dl)､

遷 移帯 (Tr2)､ 淡水産珪藻帯 (FD2) に分 けることがで きる (Fig.I)｡

MDlゾ ーン (-12.48- -9.40m)

櫛産珪藻帯 は海産 と汽水産 の珪藻が 50%以上の珪藻帯 であ る｡ 硫黄量の急激

な増相打はM-Dlゾーンよ り始 まる｡ この ような海産珪藻 の増加 と硫黄量の増加 は

-12..48mの層準で このサ イ トに完新世海進 が始 まった ことを示 してい る｡

MDlゾーンは優占種 の速 いによ り3つのサブゾ ーンに分 け られ る｡

M D1-サブゾ ーンa (- 12.48- -ll.90m,シル ト質粘土)

50蔦 近 くの海産種 が認 め られ､ 45%は汽水産種 で あ り､ 淡水産種 は5%に

満 たない (Fig｡1)｡ MDl-aゾ ーンの特徴 は､ CocconeisscuteHum の優
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占である｡ CocconeisscuteHum は沿岸域に生息する付着性の種で アマモ

Zosteramarinaなどに付着す ると報告されている (Sieburth良Thomas 1973)｡

また､ 関谷､磯野 (1983) は､北海道北部の汽水湖であるクッチャロ湖の大沼

で､ 13蔦以上の削合で CocconeisscuteHum が現生種 として生息 していること

を報告 している｡ クッチャロ湖は潮の干満により海水が自由に行 きかう汽水湖で

ある｡ このゾーンは水深が浅 く､ 少 し閉 じた内湾域であったと推測される｡

MDl-サブゾーン b (-ll. 90- -ll,40m, シル ト質粘土層)

海産種が 23.3蔦に減少｡ その一方で 52.0%に汽水産が増加､懐水産も 10.

9篤に上昇 した｡ 優占種は 33.5岩を占める Epithemia turgida に変 る｡ 居平 ら

(1985)は Epithemiaturgida は浅水と汽水の両方の環境に生息 し､ 釧路湿原

の遠矢川の T r2 ゾーンと FD2- a ゾーンに出現す ると報告 している｡ この

層準が増税 した時､ 海水の影響のある汽永の潟湖が形成されたと考える｡

MDl-サブゾーン C (一日.40- -9.40m,シル ト質粘土)

海産の貝であるシズクガ イ Thoera lataが出現する｡ 汽水産種が約37岩 に

急減 し､淡水産種､ 海産種がそれぞれ 26. 5岩,34.0%に増加 した｡ 優占種と

して CocconeisscuteHum (与毎産種)が19.4i､ Rhopalodiagibberula (汽

水産付着種)が 12.0蔦を占めている｡ このサブゾーンはMDl-サブゾーン aと

種構成は似るが､淡水産種が26.5%もあり､淡水の影響が強 くなった点が違う｡

淡水産として Melosira italica と Fragilaria 属の数種が見受けられた｡

Melosira itaHcaは､ プランク トン性 と一般的には報告されている｡ しかし､

kamijyo&Uatanabel(1983)は汽水湖である河北潟から本種を報告 している｡

Fragilaria属は淡水湖の岸の止水域に生息 しており､ また川の潮間帯にも生息 し

ている｡ また Parariasulcata がこのゾーンではみられないことにより､ この

時期には汽水､特に淡水の影響を強 く受ける内湾に再び戻 ったと考えられ る｡

Tr2ゾーン (-9.40- -7.10m)

淡水産珪藻の比率が 50岩以上｡ またゾーン全層に Masto名10iaelliptica が
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出現する｡ 淡水産が優占 しているにもかかわ らず硫黄量の ピークがここにある｡

このゾーンも2つのサブゾーンに分けられる｡

T r2-サブゾーン a (-9.40- -7.85m,シル ト質粘土)

-9.23- -8.53mには Theoralataシズクガ イが含 まれてお り､ これは内湾

の底泥内におもに生息すると報告されている (松島 1984)｡ 60芸以上の淡水産種

が出現する (Fig1)｡ Melosiraitalica､Cocconeisplacentula が優占する

ことからこのサブゾーン aでは､ 久種湖が閉塞され汽水化が進んだと考 えられる｡

Tr2-サブゾーン b (-7.85- -7.10m,シル ト質粘土)

油産種が約 10岩に増加 し洩水産種も約 70窯に急増 している (FigI)｡ 優占

種 は上位よ り MelosiraitaHca､Cocconeisplacentuta､ Fra呂ilaria属の順で

あ る｡ これ らの種規は湖岸の ような止水の環境で一般に見 られる｡ 海産プランク

トン性の Pararjasulcataがこのソーンで再び出現す ることは海水が久種湖に

再び影響を及ぼすようになったと考えられる｡ 特徴 は以前に述べたように

MastogloiaeHipticaの出現である｡ この属の珪藻は曜海産種であ り日本では沖

縄で一般的に報告されてお り (高野 1962,1964)､ J()hn(1983)によりオース

トラリアの西海岸の Svan川で報告されている｡ 現在､ 久種湖や同辺に生息 して

いない畷海性のこの属の種が出現することから､ 当時対馬噴流の影響が現在 より

も強かったことが考え られる｡

FD2 ゾーン(-7.10- +1.94m)

油産種が 1岩以下のゾーンである｡ 硫黄量は 2.0mg/g以下に減少 している｡

FD2 ゾーンの砂層にはほとん ど珪藻がみ られなっかたが､ 硫黄の含有量か らみ

て Ⅰ‥rD2 ゾーンは淡水環境で あったと推測される｡ 優占種の速 いによ り3つのサ

ブゾーンを設定 した｡

FD2-サブゾーン a (-7.10- -4.10m,シル ト質粘土)

海産種が1%以下で汽水産種 は約 6%であるが､ 一方では淡水産種が 87.0窯に
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増加 している (Fig 1)｡ 65 % 以上の Melosira itarlca と 5%の Cocconeis

placentula が上位種である｡ 一方 Gyrosi糾a属のような汽水種が-4. 94mの

層 までみられた｡ 完全に淡水ではなく汽水の影響のある湖であったと思われる｡

FD2-サブゾーンb (一4.10- -1.48m)

掘産種は平均 0.3完で汽水種は約 9貰漆水産種は約 82 %となっており､ M

elosira itatica が約 20%で優占している｡ 同時に lotic で付着性の Fragi

raHa属と Cocconeis placentula がそれぞれ 20岩, 10岩と増加 している｡ 淡水産

プランク トン性種が減少 し､ 止水付着性の 2種が増加 していることか ら､ 古久種

湖が浅 くなったと考えられる｡

FD2-サブゾーン C (-1.44 - +1.94m,+i.27m 以上の層準は phraBmites

などの遺骸を含むピー ト)

約 6岩の汽水産種､ 約 86 2;の淡水産種が占める｡ 優占種は 30%の Eunotia

属が占める｡ この属は湿原の指標になる属である｡ 淡水湿原に変化 してきたと思

われる｡

砂州の形成による淡水化と対馬暖流の流人

次のように久種湖の古環境 を要約できる｡ -12.50m 以下の層では洩水環境であ

る｡ 約 8000-6000y.B.P には古久種湾の底にな り､一旦古久種潟 となったが､

また再び古久種湖湾になった｡ 6000y.B.P境か ら 5500y.臥.P頃には淡水化が

始 まり一旦古久種湖 となったが､ 5500-4500y.B.P頓には再び汽水湖となった｡

4500y.B.P境から本格的に淡水化が起 り､ 1000y.B.P頃 には湿原化したと考えら

れ る｡

北海道のオホーツク海沿岸の常呂で最初の完新世海進のピークが 6000y.B.P

であったことを梅津 (1983) が報告 している｡第 1海産珪藻帯 (M Dl)が最初の

完新世海進のピーク 6000年 と一致することは大阪湾 (熊野 ,宮原 1981,熊野 ,藤

本 1982,佐藤 ら 1983)､ 佐渡の加茂湖 (佐藤 ,熊野 1985,1986) ,常呂 (浜野 ら

1985) ,釧路湿原 (居平 ら 1985)などから報告されている｡
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この様に 6000年前ごろに最初の完新世海進のピークがあることをを示す報告

があるのにも拘 らず､ 6000年前の古クッチャロ湖はすでに淡水環境にな ってい

たことを熊野 (1984)は報告 している｡ 久種湖もクッチ ャロ湖 と同様に､ 最初の

完新世海退以前に古久種湾の湾口に砂州の形成が進み海 と隔てられた結果､淡水

化が始 まったと考えられる｡

大場 (1989)は 8000y.B.P 頃か ら対馬暖流が日本梅 に流人を開始 し､6300

y.B.P頃には流人の最盛期にな ったと報告 している｡ 久種湖の婚産珪藻帯 (MDl

- Cゾーン)と遷移帯 (Tr2 ゾーン) (7000-5000年前) での Mastogloia

eHiptica の出現 は､ 小泉 (1987)大場 (1989)が報告 した日本海への対馬噴

流の本格的流人を裏付けている｡
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図 の 説 明

地図 1｡ 北海道､稚内西方約 50 km の礼文島を示す｡

図 1｡ 第 1欄 :標高と層相､ 第 2欄 :年代測定値､ 第 3欄 :硫黄含量､ 第 4欄 :

珪藻すべ くとらむ､ 第 5 ･6欄 :珪藻帯をそれぞれ示す｡
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Holocene Sedimentary History of Xushu Lake in Hokkaido,Japan

S. Kumanol), M. Xuromil),Y. Maeda2),T. Nakamura3),

H. Sa t o 4),and i .Ma tsuda5 )

1)Dep. of Biology,Fac. of Science,Robe Univ. Xobe,657 Japan.
2)Dep. of Science Education, Fac. of Educaton, Yamagata Univ.

Yamagata,998.

3)Dating a Materials Res･ Center, Nagc!ya Univ･ Chikusa.Nagoya
464-01.

4)Public Enterprise Agency, Hyogo Prefecture, Funatsu-chO,
Himeji,679-21.

5)Shiretoko Museum,Shari-cho,899-41.

Diatom assemblages of sediments obtained from Xushu Lake

were analyzed to clarify the local Holocene sedimentary history.

The results are summarized in the following:

1) Before about 9qOO y.B.P., Ⅹushu Lake was originally a fresh-

water environment.

2) The first marine diatom zone( MDI zone) was deposited on the

bottom of the paleo- Eushu Bay between 85Ql伊 and 6Q)88 y.B.P.

3) This site changed to the bottom of the paleo-Ⅹushu Lagoon

around 6888 y.B.P.,as the result of the formation of a bay一mouth

bar across the paleoI Kushu Bay.

4) The first Holoce_∩.e regression resulted in a freshwater lake at

about 45QI疹 y.B.P.

5) The occurrence of '●Mastogloia elliptica'-between 7888 and 5888

y.B.P. suggested the inrflux of the Tsushima warm current into the

Japan Sea.
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