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三方五湖における年縞の有無と水月湖に年縞を
形成した古環境の復元
－湖で採取したコアから探る－

篠塚良嗣 1・山田和芳 2・入澤汐菜 3・
瀬戸浩二 4・北川淳子 5
要旨 : 日向湖、久々子湖、菅湖、三方湖において、数 m 長さのピストンコアを採取し、年縞の
有無を観察した。また、久々子湖、水月湖、三方湖において塩分濃度の測定を行い水月湖との
関係を探った。その結果、日向湖は過去約 3300 年間、久々子湖は過去約 1800 年間、菅湖は過
去約 7000 年間、三方湖は過去約 1300 年間に関して、水月湖のような長期にわたる連続的に堆
積した年縞堆積物は認められなかった。しかし、日向湖と菅湖に関しては、寛文地震以降短期
間であるが規則的且つ明瞭な縞模様をもつ層が認められた。これは日向運河の開削、寛文地震
に起因する浦見川の開削と嵯峨隧道の開削により、三方五湖に海水が浸入しやすい環境に急変
した事によるものと推測できる。現在の水月湖は、若狭湾からの海水の流入と、はす川からの
淡水の流入のバランスにより、水月湖内に塩分躍層が形成され、それが一つの要因となって年
縞が形成されている。しかし、寛文地震以前の地形変化を起こす前は、水月湖への若狭湾から
の海水の浸入を気山川との菅湖 ( 最大水深 15m) で制限し、はす川からの淡水の流入は三方湖を
経由することで、水深の深い水月湖（最大水深 38m）へと静かに流入していたと推測できる。寛
文地震以前は、このようなバランスの上に水月湖の年縞が形成されていたと推測できる。
キーワード：コア堆積物、三方五湖、年縞、塩分濃度、古環境変化

Ⅰ

はじめに

流れがないこと）が必要である。水月湖はす

三方五湖（水月湖、三方湖、日向湖、菅湖、

り鉢状の湖であり、最大水深が約 34m と深く、

久々子湖）の一つである水月湖には、｢ 年縞

直接流入する大きな河川がないためこのよう

｣ といわれる明暗の縞模様（ラミナ）を一セッ

な環境が作り出されたと推測できる。また、

トとして一年間に堆積した堆積物が、7 万年

これら以外に重要なのが季節変化による湖底

間以上連続して堆積している事がすでに報告

に堆積する物質の違いである。日本では四季

されている（中川 2015）。また、この水月湖

の変化があり、プランクトンの死骸などの有

の年縞が過去 5 万年以内に起きた地震や噴火

機物や珪藻、周辺地域からの砕屑物などの量

などの年代を決定する世界標準の物差しに

比が季節によって異なることで、明暗の縞模

なったことも記憶に新しい。この年縞の生成

様が形成されることになる。また、この季

には、湖底に堆積した堆積物が乱されない環

節変化以外に、地震や津波などの災害が起こ

境（湖底に生息する生物がいないこと、水の

り、湖内に流入する物質の量比がこれまでと

1: 立命館大学立命館グローバル・イノベーション研究機構 2: ふじのくに地球環境史ミュー
ジアム 3: 島根大学総合理工学部 4: 島根大学・汽水センター 5: 福井県里山里海湖研究所
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する事が可能となり、水月湖の年縞の年代の
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精度、確度が増す事は言うまでもない。特に

若狭湾

ること、②直接流入する河川が存在しない
こと、③すり鉢状の湖と、水月湖と同じ環境
を有している。このためこの環境が過去も安
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1982、竹村 1994））、この三方湖を含めた日
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ではコアリング調査がされているが（安田

気山
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ても不思議ではない。そこで、すでに三方湖

向湖、久々子湖、菅湖の 4 つの湖においてコ
アリング調査を行い、コア堆積表面の肉眼観
察と顕微鏡観察を併用し、各湖の年縞の有無

1.8

と堆積環境の変遷を明らかにした。さらに、
はす川→三方湖→水月湖→久々子湖→若狭湾
はす川

までの塩分濃度の測定を行うことで、水月湖
と三方湖・日向湖・菅湖・久々子湖との関係
を探った。

図1

三方五湖の地形図とコア採取地点
Ⅱ

三方五湖周辺の地形

異なる場合は、
堆積物に記録される事になる。
そのため、年縞堆積物を分析することで過去

三方五湖の地形図を図 1 に示した。三方五

の環境変化、気候変化や災害履歴を年単位な

湖は福井県の南部の日本海沿岸に位置し、そ

どの高時間分解能で復元することが可能とな

れぞれのおおよその周囲、最大水深、面積は

る。すでに水月湖では様々な研究が行われて

以下のとおりである。水月湖（周囲 9.9km、

いる（Kitagawa and van der Plichit1998、

最大水深約 34m、面積 4.1 ㎢）
、三方湖（周

Nakagawa et al 2011 な ど ）
。 ま た、 近 年、

囲 9.6km、 最 大 水 深 約 2.5m、 面 積 3.5 ㎢ ）、

東日本大震災などの大規模災害が頻繁におこ

菅 湖（ 周 囲 4.2km、 最 大 水 深 約 15m、 面 積

り、社会に大きなインパクト与えており、過

1.0 ㎢）
、久々子湖（周囲 7.0km、最大水深

去の災害史を復元することは、非常に重要と

約 3.0m、面積 1.3 ㎢）、日向湖（周囲 3.6km、

なってきている。このように、水月湖は特別

最大水深約 38m、面積 0.9 ㎢）
。現在、大き

なバランスの上に成り立っている、世界的に

な流入河川ははす川のみで、はす川から流れ

見ても非常に重要な湖である。

込んだ淡水は、三方湖に流入し、ついで水月

この水月湖と隣接しているのが、三方湖、

湖に流入し、現在水月湖の副湖盆となってい

日向湖、久々子湖、菅湖である。これらの湖

る菅湖にも流入する事になる。そして、水月

に水月湖と同様な数万年間にわたる連続的な

湖から浦見川（浦見運河）を通って久々子湖

年縞が存在するならば、水月湖の年縞と対比

に流れ込み若狭湾へと排水している。日向湖
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は日向運河により若狭湾と繋がっている以外

う浦見川の開削、嵯峨隧道の開削により、水

に、現在は常時閉門しているが、嵯峨隧道に

月湖は淡水環境から、海水が侵入する汽水環

より水月湖と繋がっている。しかし、三方断

境になった事が知られており（福澤 1995）、

層が活動した 1662 年の寛文地震（小松原ほ

三方五湖の湖内の環境に大きな変化をもたら

か 1999、石村ほか 2010）以前は、はす川→

している。

三方湖→水月湖→菅湖→（気山川：今は存在
しない川）→久々子湖→若狭湾へと排水して

Ⅲ

コア採取地点と採取方法と水質調査

おり、日向湖だけは他の四湖と完全に独立し
ていた。寛文地震の影響で、気山川近辺が隆

三方五湖のうち水月湖を除く三方湖、日向

起し、菅湖から気山川を通って久々子湖への

湖、菅湖、久々子湖においてコア試料（数

排水が不可能となり水害が発生したと言われ

m 長さの柱状湖底堆積物）を採取した ( 図

ている。これを解消するため、1664 年に浦

1 の ● 印 )。 三 方 湖（ 最 大 水 深 約 2.5m） と

見川を人為的に開削し、水月湖から久々子湖

久々子湖（最大水深約 3m）は、水深が比較

へと排水したことで、現在のような水の流れ

的浅い湖であるため、押し込み式ピストンコ

になっている。また、浦見川以外に、大雨に

アラー（図 2）1) を用いてコア試料を採取し

よる排水の対策として、水月湖と日向湖をつ

た。水深が深い日向湖（最大水深約 38m）と

なぐ、嵯峨隧道が 1763 年に完成するも崩落・

菅湖（最大水深約 15m）は、マッケラス型空

再建を繰り返し、最終的に 1934 年に完成し

気圧入式ピストンコアラー（図 3）2) を使用

た。現在は水月湖側に水門をつけて、常時閉

し、さらに日向湖のみリミノス型重力式採泥

じた状態となっているが、昔は小船が通行可

3)
器（写真 1）
での採取も行った。水質調査（塩

能な運河としての役割も果たしていたと報告

分濃度の測定）は、多項目水質計（AAQ127:JFE

されている（門井 2008）
。この寛文地震に伴

アドバンテック製）を用いた。
船

船
ピストン

ホース

水中

湖底
堆積物

ロープ
水中

ピストン
塩ビのパイプ

湖底
堆積物

図 2 押し込み式ピ
ストンコアラー

図3

マッケラス型空気圧入式ピストン
コアラーの模式図
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Ⅳ

コア採取調査の結果と考察

0
日向湖
久々子湖

年代測定

湖底からの深さ

1

日向湖、久々子湖、菅湖、三方湖で採取し
たコアの年代と深度のグラフを図 4 に示し
た。炭素年代の測定誤差（2 σ）は± 50 年
前後である。図 4 のグラフを外挿することで

菅湖

100

三方湖
200

(cm)

各々のコアのおおよその堆積年代を計算する

300

と、日向湖は約 2.5m 長さのコアで約 3300 年
間、久々子湖は約 1.4m 長さのコアで約 1800
400
2000
0
(cal AD)

年間、菅湖は約 3.5m 長さのコアで約 7000 年
間、三方湖は約 1.5m 長さのコアで約 1300 年

-2000

年代（西暦）

-4000

(cal BC)

間の堆積環境を保存していると計算できる。
2

図 4 日向湖、久々子湖、菅湖、三方湖
で採取したコアの深度と年代の関係

柱状図とコア写真
日向湖、久々子湖、菅湖、三方湖で採取し

た各々のピストンコア堆積物の柱状図と代表

て、深さ 68cm まではラミナはなくなり粘土

的なコア堆積物の表面写真を図 5（日向湖）
、

層のみが確認できた。その後、再度深さ 68

図 6（久々子湖）
、図 7（菅湖）
、図 8（三方湖）

～ 52cm まで不明瞭なラミナを伴う粘土層が

に示した。

確認でき、さらに深さ 52 ～ 28cm（図 5 写真
左上）および深さ 20 ～ 5cm に明瞭なラミナ

2. 1

日向湖

を伴う粘土層（水月湖の年縞堆積物のような

まず、北に位置し、現在は他の 4 つの湖と

規則正しい明瞭な縞模様を伴う粘土層）が、

は常時繋がっていない独立している日向湖か

深さ 28 ～ 20cm および 5 ～ 0cm には粘土層も

ら説明する。日向湖のコアをコア下部から見

しくは、ラミナを伴う粘土層が確認できた。
深さ 175cm（A.D.270）と 146cm（A.D.580）

ていくと、湖底から深さ 175 ～ 173cm（図 5
右下写真）と 146 ～ 145cm（図 5 左下写真）

に認められた層厚 1 ～ 2cm の層は、前後の層

の粘土層
（前後の層よりも白っぽい色を示す）

と比較して白っぽい色の粘土層であった。こ

を除くと、湖底から深さ 240 ～ 142cm までは

れは、有機物が少なく、短時間で堆積したも

不明瞭なラミナを伴う粘土層（肉眼でかすか

のと推測できるため、洪水などによって土砂

に確認できる縞模様を伴う粘土層：図 5 中央

交じりの水が湖内に流入したことによる堆積

下写真）が続いている。その後、深さ 142 ～

物と考えた。このような突発的な環境変化を

深さ 83cm まで、数 cm から数十 cm の厚さを

除くとすると、深さ 240 ～ 142cm（B.C.1050

もつ、ラミナを伴う粘土層（肉眼で確認でき

～ A.D.630）までは比較的安定した堆積環境

る縞模様を伴う粘土層であるが、水月湖のよ

が続いていたと推測できる。その後、ラミナ

うに縞模様が規則的に繰り返す年縞とは明ら

を伴う粘土層が繰り返し出現している（深

かに異なる：図 5 右上写真）と不明瞭なラミ

さ 142 ～ 138cm：A.D.630 ～ A.D. 690；深さ

ナを伴う粘土層が繰り返し確認できる。そし

120 ～ 115cm：A.D.920 ～ A.D.980；深さ 105
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0

日向湖

50
湖底からの深さ

100

0

0

70-80cm

0

5

5

5

10

10

10

0

150

35-45cm

140-150cm

0

155-165cm

0

135-145cm

170-180cm

(cm)

粘土層

5

200

250

粘土層

10

5

5

10

10

明瞭なラミナを伴う粘土

シルト

ラミナを伴う粘土

粘土

不明瞭なラミナを伴う粘土

図5

日向湖の柱状図とコア写真

～ 90cm：A.D.1100 ～ A.D.1300）
。このラミ

形成されるようになったと推測できる。さら

ナの形成は、若狭湾に面していることを考え

に、断続的な明瞭なラミナの生成（深さ 52

ると、淡水より比重の重い海水が断続的に

～ 28cm：A.D.1800 ～ A.D.1925； 深 さ 20 ～

日向湖内に流入し、湖底に海水が溜まるこ

5cm：A.D.1950 ～ A.D.2000） は、 水 月 湖 と

4）

が形成されるなどして、湖

日向湖とを結ぶ嵯峨隧道の形成と崩壊が関係

底が撹拌されにくい環境が形成されたため

していると推測できる。史実によると（門

と推測できる（現在コア堆積物の詳細な化

井 2008）
、日向湖と水月湖を結ぶ嵯峨隧道は

学分析を行っており、これにより詳細が明

1763 年に完成するも崩落、再建を何度も繰

らかになると考えている）
。その後、再び深

り返しており、現在閉門していると記載され

さ 68cm（A.D.1600）から不明瞭なラミナの

ている。嵯峨隧道により、海水が常時流入す

形成が認められる。これは、日向湖を船だま

る日向湖と、三方湖から淡水が流入する水月

りにするために、日向湖と若狭湾とを結ぶ日

湖が通じたことで、水月湖の淡水が優勢な表

向運河を 1635 年に開削（門井 2008）してい

層水が、日向湖に大量に流入することで、日

る。そのため、若狭湾から日向運河を通り日

向湖の湖底付近には海水が溜まり、表層には

向湖湖底に常時海水が進入する環境になり、

淡水が溜まるような、強い塩分躍層が形成さ

弱い塩分躍層が形成され、不明瞭なラミナが

れたことで、鉛直循環が妨げられたことで、

とで塩分躍層
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湖底付近は撹拌されなくなり、明瞭な規則正
しいラミナが形成されたと推測できる。
逆に、

2. 2

久々子湖

水月湖には海水が流入するので、水月湖も塩

久々子湖のコア下部から見ていくと、深

分躍層が強化されたと推測できる。このよう

さ約 115cm（A.D.600）までは粘土層（図６

な水質変化に伴う生態系へ影響等により嵯峨

左下写真）が続き、その後 90cm（A.D.900）

隧道は、現在水月湖側で閉門されている。こ

までは不明瞭なラミナを伴う粘土層（図６

の対策により、水月湖からの淡水優勢の表層

右中央写真）が続いている。その後は 79cm

水が日向湖に流入しなくなったため、今回採

（A.D.1700）から層厚 3cm 程度のシルト層（図

取したコアの表層堆積物は、明瞭な規則正し

6 左上写真）が挟在するものの、湖底表層ま

いラミナを伴う粘土層から最表層の堆積物は

で粘土層が続いている。
久々子湖は早瀬川を通して若狭湾と繋がっ

ラミナを伴う粘土層へと変化していると推測

ているため、海水が逆流しやすい環境である。

できる。
日向湖は、最大水深が 38m と水月湖と同程

逆流した海水は淡水より比重が重く淡水の下

度に深く、また水月湖のように直接流入する

にもぐりこもうとするため、湖底に流れが生

河川もなく、すり鉢状の湖であるため、連続

まれると推測できる。また、久々子湖は最大

的な年縞がある事が期待されたが、過去約

水深が 3m と浅いため、風や波によっても湖

3300 年間に関しては、長期間にわたる連続

底付近は撹拌されると推測できるため、堆積

的な年縞は確認できなかっ
た（ ち な み に、 秋 田 県 一

0

の目潟（面積 0.26 ㎢）は
最 大 水 深 42m と 深 く、 流

0

入 河 川 が な い 淡水湖であ

湖 底 が 撹 拌 さ れる環境で

湖底からの深さ

り、年縞堆積物の存在が知

あったと推測でき、若狭湾

(cm)

られている（Okuno et al
2011）
）
。水深が深いのにも
関わらず、何らかの原因で

70-80cm

久々子湖

シルト層

5

0

100-110cm

50
10

100

0

130-140cm

5

に面しているため、断続的
に海水が流入する環境が原

150

5

因の一つかもしれない。一

10

方で、日向運河の開削、嵯
峨隧道の開削・崩落・再建

10

による大量な海水の浸入が
起 因 す る と 推 測できる層

不明瞭なラミナを伴う粘土

厚 10 ～ 20cm 程度と短期間

粘土

の明瞭なラミナを確認でき
た。

シルト

図6

久々子湖の柱状図とコア写真
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物に縞模様は形成されず粘土層が堆積してい

ことで、湖内に有機物が少ない砂や泥混じり

ると考えた。深さ約 115cm（A.D.600）から

の水が流入したことによると推測できる。
久々子湖では、過去約 1800 年間に関して、

90cm（A.D.900）に認められる不明瞭なラミ

年縞の生成は確認できなかった。

ナを伴う粘土層は、一時的に鉛直循環が弱く
なったのかもしれないが、現在詳細な化学分

2. 3

析を行いその原因を探っている。ちなみに、

菅湖

挟在した前後の層と比較して白っぽいシルト

菅湖のコア下部から見ていくと、コアに挟

層は、洪水堆積物であると推測できる。シル

在する深さ 186cm の火山灰層（図 7 右下写

トは粘土よりも大きな粒子であるため、粘土

真）と、深さ 47cm のシルト層（図 7 左下写

よりも沈降速度が速くなる。そのため、いつ

真）を除くとコア下部の 350 ～ 10cm まで粘

もと違う場所から流されてきたと推測でき、

土層が堆積している（図 7 左下、右上写真）。

白っぽいことから有機物が少ないと推測でき

その後、突然深さ 10cm からラミナを伴う粘

る。近辺で、洪水やがけ崩れなどが起こった

土層が確認でき、深さ 5cm から最表層まで明

0

菅湖

0

0-10cm

0

25-35cm

瞭なラミナを伴う粘土層（図
7 左上写真）が確認できた。
写真では明瞭ではないが、日
向湖の表層堆積物と同様に、

50

5

5

水月湖の年縞堆積物のよう
に規則正しい縞模様が肉眼
では確認できている。

100
湖底からの深さ
(cm)

10

10

挟在していたシルト層は
洪水や土砂崩れなどによる

150

ものと推測できる。このよ
三瓶大平山
火山灰

0

40-50cm

0

180-190cm
三瓶大平山
火山灰層

200
5

250

シルト層

うな環境変化と火山灰層を
除 く と、 コ ア 下 部 の 深 さ
330cm（B.C.4500） か ら 深 さ
10cm（A.D.1600） ま で は 粘

5

土層がずっと続いているた
め、鉛直循環が活発な非常

10

300

に安定した堆積環境をして

10

いたと推測できる。しかし、
それ以後急に環境が変化し、
ラミナが生成する湖内環境

350

へと変化し、さらに深さ 5cm
明瞭なラミナを伴う粘土

シルト

ラミナを伴う粘土

粘土

図7

（A.D.1800）からは水月湖に
見られるような明瞭なラミ
ナが生成するような環境へ

菅湖の柱状図とコア写真
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直循環が弱くなったことを示しており、1662

2. 5

日向湖・久々子湖・菅湖・三方湖と、

年の寛文地震に伴う 1664 年の浦見川開削と

水月湖との関係について
塩分濃度の垂直分布（2015 年 3 月測定）

大きく関係していると推測できる。もともと
は、はす川→三方湖→水月湖→菅湖→（気山

の図を図 9 に示す。この図は、はす川→三方

川）
→久々子湖→若狭湾に排水していたのが、

湖→水月湖→浦見川→久々子湖→早瀬川→若

寛文地震による隆起により気山川がせき止め

狭湾までの 2015 年 3 月の塩分濃度の垂直分

られる状況に陥った。これにより水害が発生

布の図である。若狭湾から海水が早瀬川を逆

し、排水のために浦見川が開削され、水月湖

流して久々子湖に流入し、海水は淡水より比

→浦見川→久々子湖→若狭湾へと排水される

重が重いため湖底に溜まっていることがわか

ようになった（この時、菅湖は水月湖の副湖

る。また、久々子湖は最大水深が 3m と浅い

盆という形になったと推測できる）
。この地

湖で、浦見川も水深が深くても 2m 程度であ

形変化によって、これまで淡水湖だった水月

るため、湖底つたいに水月湖へと流入しいて

湖に久々子湖から海水が流入し、それに伴い

いることがわかる。このようにして水月湖へ

水月湖から塩分濃度の高い水が徐々に菅湖に

と海水が流入することにより、現在水月湖は

流入することで、菅湖にも塩分躍層が形成さ

水深数 m の所に塩分躍層（図 9）を持つ汽水

れるようになり、現在のような明瞭なラミナ

湖となっている。この水月湖への海水の流入

が形成される環境になったと推測できる。

量次第では、三方湖が一時的に汽水環境とな

過去約 6500 年間において、水月湖のよう

ることも不思議ではない。この図には記載し

な長期間にわたる連続的な年縞は確認できな

ていないが、水月湖と繋がっている菅湖（水

かった。これは、鉛直循環を起こしやすい環

月湖の副湖盆）も水月湖から汽水・海水が流

境であったからと推測できる。一方で、寛文

入することで、現在塩分躍層が存在する湖と

地震の影響による浦見川開削による海水の流

になっている（沢田ほか 1981）。日向湖は、

入に起因すると推測できる層厚 5cm 程度の短

日向運河の開削により常時海水が流入するこ

期間の明瞭なラミナは確認できた。

とから、現在は海水湖となっている。

２. 4

三方湖

0

三方湖のコアをコア下部から見ていく
で粘土層が堆積している（図 8 右写真）
。
これは、三方湖にははす川が流入してい
ること、また三方湖の最大水深が 2.5m
と浅いため、風などによっても湖底がよ
くかき混ぜられた結果であると推測でき

湖底からの深さ

と、コア下部の深さ 150cm から最表層ま

(cm)

三方湖
0

100-110cm

50
5

100

る。
三方湖では、
過去 1300 年間においては、

150

年縞は確認できなかった。

10
粘土

図8
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はす川
0

▼

三方湖

▼

浦見川

水月湖

▼ ▼

久々子湖

早瀬川
▼▼ 若狭湾

1
2
深度

地中

水中

3
0

10

1km

20

水月湖
0

30

10

20

30
(psu)
0

2

40

図9

若狭湾

（ｍ）

(km)

はす川

はす川→三方湖→水月湖→久々子湖→若狭湾までの塩分濃度の垂直分布

現在、明瞭なラミナが形成されているのは

違って水月湖は淡水湖であったことが知られ

水月湖と、（水月湖の副湖盆である）菅湖で

ている（福澤 1995）。また、菅湖も過去 6500

ある。それは久々子湖から大量の海水が水月

年前から寛文地震までは、多少の海水の逆流

湖に流入し、それが菅湖へも流れ込み、淡水

はあったかもしれないが、大量の海水が気山

より比重が重い海水は湖底に溜まる事にな

川を逆流して菅湖に流入した形跡は菅湖のコ

る。一方、はす川から砕屑物を含む淡水が三

ア堆積物には残っていない。そのため、この

方湖を通じて水月湖へと流入することにな

当時の水月湖は、若狭湾からの海水の浸入を、

り、水月湖と菅湖で強い塩分躍層が形成され

気山川と最大水深 15m の菅湖の二段階で制限

ることになる。そのため、水月湖と菅湖の湖

していたと推測できる。一方、はす川からの

底付近は撹拌されにくい酸素の乏しい環境と

砕屑物を含む水が三方湖に流入することで、

なっているため年縞が形成されると推測でき

穏やかな流れとなって静かに水月湖へと流入

る。そのため、現在の水月湖の年縞は、湖へ

することになる。また、水月湖は最大水深が

の海水の流入量と、はす川からの淡水の流入

38m と深いため、淡水でも年縞が形成された

量とのバランスによって成り立っているとい

と推測できる（ちなみに、淡水湖である秋田

える。

県一の目潟でも年縞堆積物の存在が知られて

しかし、地形変化をもたらした寛文地震以

おり、最大水深は 42m である）
。寛文地震以

前は、はす川から流れ込んだ淡水は、三方湖

前の水月湖の年縞は、三方湖、菅湖、久々子

→水月湖→菅湖→気山川→久々子湖を経由し

湖のバランスの上に成り立っていたと推測で

て若狭湾に排水していた。そのため、現在と

きる。
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最後に、日向湖であるが、元々は他の四湖
とは独立していたが、寛文地震以後に嵯峨隧
道開削により水月湖と繋がっている。
しかし、

謝辞
コアリング調査の実施にあたり、三方五湖の漁
業組合の皆さんにはひとかたならぬお世話になり
ました。記して感謝申し上げます。

現在は水門によって常時閉じられている。こ
れは、水月湖には日向湖の海水優勢な水が流
入し、逆に日向湖には水月湖の淡水が優勢な
水が流入したことで、漁業と農業に大きな被
害が出たためである（門井 2008）
。
Ⅴ

結論
日向湖は過去約 3300 年間、久々子湖は過

去約 1800 年間、菅湖は過去約 7000 年間、三
方湖は過去約 1300 年間の間、水月湖のよう
な長期間にわたる連続的な年縞の堆積は認め
られなかった。しかし、日向湖と菅湖に関し
ては、寛文地震以降 10 ～ 20cm の層厚の規則
正しい明瞭なラミナが認められ、菅湖に関し
ては現在も確認できる。これは日向運河の開
削、寛文地震に起因する浦見川の開削と嵯峨
隧道の開削によって、三方五湖の水環境が急
変したことによるものと推測できる。
現在の水月湖は、若狭湾からの流入する海
水と、はす川から流入する淡水の流入量との
バランスによって、水月湖内に塩分躍層が形
成され、それが一つの要因となって年縞が形
成されている。しかし、寛文地震以前の地形
変化を起こす前は、若狭湾からの海水の浸入
を気山川と菅湖の二段階で制限し、はす川か
らの流れを三方湖で穏やかにし、水深が深い
水月湖へと静かに流入する事で年縞が形成さ
れていたと推測できる。水月湖の年縞は、こ
のようなバランスの上に成り立っていたと推
測できる。

注
1）押し込み式（夏原式）ピストンコアラーは、
湖底から約 2m 長さの円柱状（直径約 7cm）の
連続した堆積物を人力で採取することができ
る。こちらも②と同じように船上からコアラー
を湖底に突き刺すが、2m の長さのサンプラー
の先端にピストンがついており、このピストン
が湖底面の直上で停止するように設定してあ
る。しかし、コアラーはそのまま湖底に突き刺
さっていくので、ピストンはパイプの下部から
上部へひきあげられる状態になり、吸引圧が働
くため、堆積物を吸い込みながらサンプラーが
押し込まれていく。
2）押し込み式ピストンコアラー（注 1）と原理
は同じだが、人力でサンプラーを湖底に押し込
むのではなく、圧縮空気を使って湖底にサンプ
ラーを押し込む。そのため、水深 40m くらいと
深い湖でも堆積物の採取が可能である。図３左
上写真のような 6 人乗りのゴムボートに、コア
サンプラーと発電機、排水ポンプ、コンプレッ
サーと、人が 2 ～ 3 名乗り込み船上で作業を行
う。
3）湖底から数十 cm 長さのコアを採取する場合に
用いるのが、リミノス型重力式採泥器（コア
ラー）である。湖底最表層の堆積物は、水分を
沢山含んだ層であるため、少しの衝撃ですぐに
乱れてしまうデリケートな層である。この湖底
最表層の堆積物を採取するのに適しているの
が、リミノスコアラーだ。写真 1 のように、ゴ
ムボートに乗って、紐をつけたサンプラーを湖
に落として堆積物を採取するという、シンプル
な装置となっている。
4）湖底付近の高塩分層と上層部の淡水層との間
に存在する、塩分が急激に変化する層のことで
ある。
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The reconstruction of paleoenvironmental change using the core
sediments of Lakes Hyuga, Kugushi, Suga, and Mikata
SHINOZUKA Yoshitsugu1, YAMADA Kazuyoshi2, IRISAWA Sena3,
SETO Koji4, KITAGAWA Junko5.
Abstract: Several piston cores were collected from Lakes Hyuga, Kugushi, Suga, and
Mikata to confirm the presence of varve sediments. In addition, the salinity of Lakes
Kugushi, Suigetsu, and Mikata was measured to investigate an association between
each lake and Lake Suigetsu. Continuous varve sediments have not been found in Lake
Hyuga for the past 3,300 years, in Lake Kugushi for the past 1,800 years, in Lake
Suga for the past 7,000 years, and in Lake Mikata for the past 1,300 years. However,
after the Kanbun earthquake, the presence of short-term lamina (thickness: 10-20
cm) in Lakes Hyuga and Suga can be confirmed with the naked eye. We propose that the
aquatic environment of “Mikata-goko” (an area comprising Lakes Suigetsu, Mikata,
Suga, Kugushi, and Hyuga) experienced a drastic change due to the excavation of the
Hyuga Canal, Urami River, and Saga Tunnel. At present, halocline is being formed by
the inflow of seawater and freshwater to Lake Suigetsu, which is a factor leading
to varve sediment deposits. However, before the Kanbun earthquake, the invasion
of seawater from Wakasa Bay into Lake Suigetsu was limited by its flow through the
Kiyama River and Lake Suga. In addition, the freshwater from the river slowly flowed
into Lake Suigetsu because of its flow through Lake Mikata. We propose that such a
balance was formed by the Lake Suigetsu varve sediment.

Keywords: core sediment, Mikata-goko (five lakes of Mikata), varve sediment;
salinity, paleoenvironment change

1: Ritsumeikan Global Innovation Research Organization, Ritsumeikan University
2: Museum of Natural and Environmental History, Shizuoka
3: Interdisciplinary Faculty of Science and Engineering, Shimane University
4: Research Center for Coastal Lagoon Environments, Shimane University
5: Fukui Prefectural Satoyama-Satoumi Research Institute
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特集 1
論文②

「世界標準時計」となった水月湖の年縞と気候変動②

気候変動メカニズム解明の鍵となる
水月湖年縞堆積物の高精度な環境変動記録
北川 淳子

KITAGAWA Junko

福井県 里山里海湖研究所 研究員

水月湖の年縞堆積物は、 更新世から完新世への移行期の気候復元で世界の研究者の注目を集め、
また 2013 年には炭素 14 年代測定法の較正年代曲線に水月湖のデータが加わり、 炭素 14 年代測
定の精度を飛躍的に向上させた。このことにより、 水月湖周辺の詳細な環境変化の研究のみならず、
他湖沼の堆積物に詳細な年代を与え、 地域間で正確に比較することができるようになり、 古環境の
研究のさらなる発展が期待できる。ここでは、水月湖の湖底堆積物の正確な年代と環境変動の指標
となる花粉記録が地球規模での気候変動メカニズムの解明に一躍買っていることを紹介する。

づいて過去の植生を復元するために考案された手法の

はじめに

一つである8）。花粉は種子植物によって生産される雄

湖の底には、川で運ばれてきた粒子や、風によって

性配偶体で、多量に生産される。外壁はスポロポレニ

飛ばされてきた砂粒や花粉粒子、湖で発生したプランク

ンと呼ばれる炭素、水素、酸素からなる高分子物質で

トンの遺骸や、湖で結晶化した物質など、堆積した時

できていて、酸やアルカリに対し比較的強い性質を持つ

代の環境を示す多種多様な粒子が含まれ、湖や周辺

ため、外壁は分解されにくく、地中に長く保存される8）。

の過去の環境を調べることができる。その中でも年縞堆

それらの性質を利用して、湿原や湖底の堆積物から抽

積物は世界的にみても珍しい堆積物で、ある一定の条

出した花粉を顕微鏡下で同定、計数することにより、過

件下で年輪のように1 年ごとの縞をつくり、それ自体に高

去の植生を復元できるのである。

精度の時計を持っている。また、攪乱されることなく残っ

花粉が生産される時期は主に春から秋にかけてであ

ているため、高分解での分析が可能で、その周辺の

る。それらの花粉は雌蕊に到達するものもあれば、地面

過去の環境変化を、原理的には年ごと、あるいは季節

に落ちたり、川に流されたり、湖面にも落下する。どのよ

ごとに復元が可能となる。

うな経路であれ、湖に到達した花粉はやがて湖底に沈

めしべ

水月湖年縞堆積物の大きな成果は二つある。一つ目

（図 1、写真 1）
み堆積物となるのである
。水月湖の年縞堆

は、1993 年の調査で炭素 14 年代測定の基準をつくる

積物は湖底が攪乱されないため、春から秋にかけての

最初の試みを踏まえ 、2006 年採取のコアの分析で、

層に多くの花粉が堆積しているはずである。原理的には

2013 年に炭素 14 年代測定の較正曲線を大幅に延長し、

1 年ごと、あるいは季節ごとの分析を行い、各年の植物

データが IntCal13に組込まれ

、他湖沼の堆積物

の花粉の生産量を測ることが可能かもしれない。しかし

や考古学遺物に精度の高い年代を与えられるようになっ

ながら、花粉は空からやってくる以外に、川からや、地

たことである。もう一つは、堆積物自体に詳細な環境変

面を雨の降ったときに流されてくるものがあり、これらの花

1）

2）
、3）

化が記録されていることを利用し、花粉分析による気候

粉が湖に到達する時間は不明であり、1 年ごとの分析が

の高精度復元を行い 4）、5）、6）、第四紀を構成する地質

その年の植物の生産量や気候を示すとは限らない。ま

時代の更新世と完新世の境界（およそ1 万 1,700 年前）の副

た、1 年の層が細かいため（平均約 0. 7mm）分離することは

模式地に指定されたことである7）。ここでは、水月湖の

難しい。通常 1cmごとにサンプルを分け、十数年の堆

堆積物が正確に周辺環境変化を記録しているという例

（写真 2）
積物を分析することとなる
。この意味では、多く

と、花粉分析結果で復元できる気候変動が世界の気

の他湖沼の堆積物の分析と大きな差はないのであるが、

候変動システムの解明の鍵になっていることを紹介する。

年代を与えるという点では大きな差が存在する。攪乱が
ないため、堆積したあとに上下が混ざることなく、1cmあ

1．水月湖の年層にある花粉
花粉分析は堆積物中の花粉や胞子化石の組成に基
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たりに含まれる年数が少ない。また、他湖沼では炭素
14 年代測定を利用して間接的に年代を決めなければな
らないが、水月湖では、縞を数えることで分析した試料

特集
1

図 1 ／花粉の動きと花粉分析概念図
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写真 1 ／水月湖の堆積物の中にみられる花粉（1：ニヨウマツ類 2：スギ属 3：コナラ亜属 4：ケヤキ属 5：ハンノキ属 6：
アカガシ亜属 7：シイ属 8：イネ科）

027

特集 1
論文②

「世界標準時計」となった水月湖の年縞と気候変動②

気候変動メカニズム解明の鍵となる水月湖年縞堆積物の高精度な環境変動記録

図 2 ／水月湖のマツ花粉の年間堆積量変化

写真 2 ／センチスライサー。堆積物コアを細長いLLチャンネルに小分け
したあと、花粉などの分析のためにさらに分けるための道具。年縞の季
節の途中で切れて分析結果に季節差が現れないように、斜めに切る。

標の詳細な研究が進行中である。炭素 14 年代の基準
となる水月湖の年縞堆積物の花粉分析による気候変動

に正確な年代が与えることが可能なのである。

の解明は、海洋・湖沼堆積物、アイスコアなどによる多
くの環境復元の結果との比較を容易にする。

2．水月湖の正確な環境変化の記録
水月湖の年縞堆積物を利用して、分析するものによっ
ては季節ごとの環境変化の復元が可能であるが、花粉

028

3．完新世と更新世の境界の副模式地としての
水月湖

分析においてはそこまでの精度が出せないことは前述し

日本は太平洋に発生する高気圧と大陸で発生する高

た。しかしながら、数年程度であるならば、花粉分析の

気圧の間にあり、モンスーン前線の形成される特異な位

結果が実際の植物の増減を明確に示している例をあげる。

置にあり、この前線は寒冷化で南下し、温暖化で北上

図 2は水月湖の過去 100 年のマツ花粉（写真 1）の湖へ

する。そのため、水月湖での気温はどちらの高気圧が

の堆積量の変化である。ここでは、水月湖の年縞堆積

強かったかによって大きく変化してくる。さらに、現在は

物の年代決定が容易であることを利用して、分析した1

暖温帯の植生であるが、冷温帯との境界も近く、少し

サンプル当たりの年数を割り出し、1 年に一定面積当た

寒冷になるだけで冷温帯の植生になると考えられ、植生

りどれだけの花粉が堆積するかを計算した。つまりおお

自体も敏感に反応するのである。つまり、花粉によって

よそではあるが、花粉の生産量の変化を定量的にみる

気候による植生の変化をとらえるには最適地である。

ことが可能で、実際の植物の量が推測できるのである。

過去の気候は、グリーンランドのアイスコアや海洋堆

この時期のマツの木の増減は松くい虫の拡大に大きく

積物、石筍（鍾乳石）などで研究され、気候変動のメカニ

影響される。松くい虫は明治期に日本に材木について入

ズムを解き明かすために比較検討されてきた。その中で、

り、戦時中と1950～1960 年代に被害が拡大し、1980

氷河期が終わり地球規模での温暖化が起こった時代

年代に大被害を受け現在に至っていると言われている。

（更新世と完新世の境界付近）
は、気候変動のメカニズムを解

水月湖の花粉分析の結果はこれをきれいに表している。

き明かす重要な時代の一つである。中川ら4）、5）、6）は、

このように水月湖は非常に正確に周辺植生の変動をと

水月湖の年縞堆積物の花粉分析を行ってモダンアナロ

らえており、近年だけでなく、年縞が連続してある7 万

グ法 9）という手法によりこの時期の日本での気候変動を

年前の間も同様であると考えられる。花粉ばかりでなく、

定量的に復元し、世界の研究結果と比較した。

水月湖の堆積物を利用した季節風の強弱や方向、地

この結果によると、従来、日本では現在の気候になっ

球磁場の経年変化などの気候変動に関連する環境指

てきたのは1 万 2,000 年前ぐらいといわれていたが 10）、三
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図 3 ／水月湖のモダンアナログ法を利用した気候復元結果とカリアコ海盆とグリーンランドアイスコアのデータの比較
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5）
（出典：Nakagawa et al.（2005）
の図 5を改変）

前ごろ で、温暖化は8,000年前ごろまで続くことがわかっ
11）

てきた。また、水月湖の1 万 5,701 年前から1 万 217 年前
まで（水月湖の年縞の年代）の花粉分析による気候復元と、グ
リーンランドのアイスコアの分析やベネズエラのカリアコ海
盆のコアの分析結果との比較で、氷河期から間氷期へ
の移行は北大西洋より日本で早く始まり、そして、急激な
温暖化による反動で一時的に寒冷化するヤンガードリアス
イベントという時期が世界的に確認されているが、このイ
ベントは日本で遅く、寒冷化の程度は北大西洋ほどでな
（図 3）
かったという結果が示されている5）、6）
。

つまり、間氷期への移行は低緯度地域の変化に関係
し、ヤンガードリアスの寒冷化は従来考えられていたよう
に、北大西洋の気候システムに関係していたことがわ
かってきたのである。この研究はIntCal13に水月湖の
炭素 14 年代のデータが組み込まれる前の研究で、今
後花粉だけでなく、他の環境変動の指標のデータが加
わり、さらに詳細に比較されることが期待される。
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Effects of sulphide on anoxia-driven
mortality and anaerobic metabolism in the
ark shell Anadara kagoshimensis
yasushi miyamoto and chitose iwanaga
Environmental Sanitation Research Center, Tottori Prefecture, 526-1, Minamidani, Yurihama-cho, Tottori 682-0704, Japan

Reduction in survival under hypoxic conditions in the presence of sulphide has been repeatedly demonstrated in various
benthic invertebrates. However, the reason for this reduction has not yet been clearly elucidated. In this study, the effects
of sulphide accumulation on anoxic survival and anaerobic metabolism were investigated in the ark shell Anadara kagoshimensis. Ark shells from western Japan were experimentally exposed to 3 sulphide-accumulation levels under sustained anoxic
conditions: accumulated H2S treatment (static incubation), decreased H2S treatment (semi-static incubation with daily
replacement of incubation media), and inhibited H2S treatment (static incubation with the addition of antibiotics).
Moreover, the effect of antibiotics on anoxic survival was examined under sulphide exposure. The decreased H2S and inhibited H2S treatments resulted in 1.5- and 3-fold increase in the anoxic survival time, respectively, when compared with the
accumulated H2S treatment. Under anoxic sulphide exposure, the antibiotics addition did not affect survival time, suggesting
the shorter survival time in the accumulated H2S incubation was probably due to sulphide toxicity. Glycogen consumption
and propionate accumulation, which indicate activation of anaerobic metabolism, were observed in both accumulated and
inhibited H2S treatments. However, glycogen consumption was signiﬁcantly higher in the accumulated H2S treatment after a
signiﬁcant sulphide accumulation was detected in the incubation media. In addition, survival in the accumulated H2S treatment decreased rapidly, whereas no signiﬁcant mortality was observed in the inhibited H2S throughout the experiment. These
results likely suggest that the accelerated anoxic-driven mortality in sulphide-rich environments was partly due to the faster
breakdown of glycogen.
Keywords: Anadara kagoshimensis, anaerobic metabolism, glycogen, hypoxia, mortality, sulphide
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INTRODUCTION

In coastal areas, hypoxia has increased in frequency, duration
and severity during recent decades (Diaz & Rosenberg, 2008),
and is emerging as a major threat to marine biodiversity
(Vaquer-Sunyer & Duarte, 2008). The onset of hypoxia is followed by a number of changes in the ecosystem that signiﬁcantly affect conditions determining future survival (Conley
et al., 2009). In particular, as hypoxia progresses, benthic
microbial communities shift to sulphate reduction, and thus,
sulphide concentrations increase in the environment
(Conley et al., 2009). As a consequence, benthic macrofauna
are exposed to sulphide, which may result in benthic mass
mortality and diversity loss.
Since in situ sulphide accumulation and oxygen deﬁciency
generally occur together, and both are stressors for marine
organisms, it is likely that they have an additive negative
effect on survival (Diaz & Rosenberg, 1995). In fact, a stronger
decrease in the survival of various benthic invertebrates
(including bivalves, echinoderms, crustaceans and polychaetes) has been observed during hypoxic/anoxic periods
in the presence of sulphide (e.g. Theede et al., 1969;
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Shumway et al., 1983; Levitt & Arp, 1991; Marcus et al.,
1997; Laudien et al., 2002). A meta-analysis of published
experimental data revealed that combination of oxygen deﬁciency and exposure to sulphide reduced the survival times
of several benthic invertebrates by 30% (Vaquer-Sunyer &
Duarte, 2010).
Sulphide is a highly toxic substance for aerobic organisms.
Nanomolar concentrations of sulphide reversibly bind to cytochrome c oxidase, inhibiting the respiratory chain (Nicolls &
Kim, 1982; Powell & Somero, 1983, 1986; Grieshaber &
Völkel, 1998). Exposure to sulphide induces adaptive mechanisms to avoid toxicity. Some of these mechanisms include
sulphide oxidation by mitochondria and blood compounds, sulphide immobilization by precipitation with metal compounds,
presence of sulphide-insensitive cytochrome c oxidase, and
exclusion of sulphide at the body wall (Vetter et al., 1991;
Vismann, 1993; Diaz & Rosenberg, 1995; Grieshaber & Völkel,
1998; Windoffer et al., 1999; Hildebrandt & Grieshaber, 2008).
These mechanisms are thought to be linked to energy consumption (Arp et al., 1987; Vetter et al., 1987; Levitt & Arp, 1991).
Therefore, up-regulation in anaerobic metabolism in order to
compensate for the additional energy expenditure and subsequent faster glycogen consumption are likely to occur, resulting
in an acceleration of hypoxia-driven mortality. Moreover, anaerobic metabolism results in the accumulation of protons and
metabolic end-products (Hochachka & Somero, 2002), and
therefore, acid-base disturbance may also lead to the accelerated
329
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mortality. The fact that acceleration of anoxia-driven mortality and intensiﬁcation of anaerobic metabolism in the presence of sulphide have been reported for some marine
invertebrates, such as the surf clam Donax serra and the polychaete worms Arenicola marina, Nephtys hombergii and
Marenzelleria wireni (Völkel et al., 1995; Arndt & Schiedek,
1997; Schiedek et al., 1997; Laudien et al., 2002), supports
this reasoning.
To test the hypothesis, we examined ark shell Anadara
kagoshimensis (Tokunaga, 1906), a hypoxia-tolerant bivalve
whose blood contains haemoglobin. The ark shell is indigenous to the Indo-Paciﬁc region, inhabiting the sediments of
intertidal and subtidal zones along the coasts of central and
southern Japan, Korea and China (Yurimoto et al., 2008).
The clam used to be a dominant benthic species and a
major target for ﬁsheries in the brackish lagoon Lake
Nakaumi in western Japan (Moriwaki & Michine, 2007).
However, from the 1920s to the early 1930s, mass mortality
of the clams was frequently observed during summer,
whereas no such decline had been reported earlier (Ishii,
1931; Shimane Prefecture, 1934). Moreover, sulphide
build-up in bottom waters in summer was ﬁrst recorded
during this period (Kitamura, 1935), suggesting that the
lagoon became increasingly exposed to severe hypoxia. In
the 1950s, the stagnant portions covering nearly half the
area of the lagoon became ‘dead zones’ (Shimane Prefecture,
1958; Kikuchi, 1964), and ﬁshery harvest of the clams eventually ended in the early 1960s (Moriwaki & Michine, 2007). The
stagnant bottom water became anoxic, accumulating
.3 mmol L21 sulphide (Sakai et al., 2013); hence, a recent
study has speculated that the occurrence of sulphidic anoxia
is a factor inhibiting the survival of the ark shell (Suzuki
et al., 2011).
In the present study, we examined whether sulphide exposure enhances anaerobic metabolism at summer temperatures,
using the ark shell A. kagoshimensis, formerly misidentiﬁed in
the Adriatic Sea as Scapharca inaequivalvis (Lipej et al., 2012).
In this species, accelerated anoxic mortality under sulphide
exposure has been observed in the Northern Adriatic Sea population (De Zwaan et al., 1993), however; the combined effect of
sulphide and oxygen deﬁciency on anaerobic metabolic activity
has not been elucidated. To this end, we compared anoxic survival time at different sulphide-accumulation levels, and also
assessed whether anaerobic metabolism was more pronounced
under sulphidic anoxia than under anoxia incubation alone by
conducting a series of anoxic incubations and biochemical analyses. The proliferation of anaerobic bacteria is known to occur
under anoxic incubation, often resulting in sulphide accumulation even in frequently renewed incubation media (De
Zwaan et al., 2001b, 2002; Babarro & De Zwaan, 2008).
Such exogenous sulphide accumulation will be an obstacle
for comparisons between sulphide addition and no-addition
(control) treatments; hence, we used antibiotic chloramphenicol (CA) to prevent this uncontrolled sulphide accumulation.

MATERIALS AND METHODS

Individuals
Cultured A. kagoshimensis individuals were used in this study,
since the natural population in the lagoon Lake Nakaumi
(35827′ 59′′ N 33811′ 29′′ E) is endangered. The ark shell was

cultured in pearl nets at a depth of 1.0 – 1.5 m (temperature
4.9 – 28.48C, salinity 17.3– 24.6) (Uye et al., 2000) in the
lagoon, for a period of 1.5 years after larval settlement.
Mean shell length and wet weight of the clams were 19.3 +
0.09 mm and 2.3 + 0.04 g (mean + SE), respectively. After
collection in May 2010, individuals were immediately transported to the laboratory, placed in an aquarium containing
well-aerated seawater (60 L) and acclimated to experimental
conditions simulating the natural habitat of the clam during
summer (temperature 288C, salinity 30) over a period of
7 days. The salinity is known not to affect long-term survivorship, when compared with the salinity in the environment
from which the test animals are collected, described above
(Nakamura et al., 1997). Seawater was obtained from the
shore nearby the laboratory. During the acclimation period,
dissolved oxygen (DO) was maintained at 100% by bubbling
with air-stones, and animals were fed the diatom
Chaetoceros ceratosporus. About 40% of the water was
replaced daily to prevent ammonia accumulation.

Effect of sulphide accumulation on anoxic
survival (Experiment 1)
The survival of A. kagoshimensis was investigated under
anoxic conditions in three treatments: (i) a sulphide accumulation inhibition treatment, (ii) a low sulphide accumulation
treatment and (iii) a high sulphide accumulation treatment.
Filtered seawater was made anoxic in a 20-L reservoir by bubbling for 2 h with nitrogen gas. The salinity and pH of the
anoxic seawater were 30 and 8.2, respectively. Anoxic seawater was then transferred into nine 2-L incubation bottles
under a continuous nitrogen ﬂow. The sulphide inhibition
(inhibited H2S) treatment was prepared by adding the antibiotic chloramphenicol (5 mg L21) (CA) to the incubation
media every 5 days. These media were not exchanged until
the incubation was completed (i.e. static systems). CA has
often been used to inhibit sulphide accumulation in anoxic/
hypoxic bivalve incubations, by preventing the growth of facultative anaerobic bacteria such as Desulfobacteria and
Desulfobulbus spp. (De Zwaan et al., 2001a, b; Babarro & De
Zwaan, 2008). The treatment of low sulphide accumulation
(decreased H2S) was obtained by replacing 75% of the incubation media daily with freshly prepared anoxic seawater. The
high sulphide accumulation (accumulated H2S) treatment
was carried out as a static system using anoxic seawater
without adding antibiotic CA throughout the experiment. In
total, 90 animals were tested, 10 under the inhibited H2S, 10
under the decreased H2S and 10 under the accumulated H2S
treatments each, with three replicates. The incubation
bottles were sealed with rubber stoppers and incubated at
288C mimicking summer anoxic conditions in the clam’s
natural habitat. No food was provided during the experiment.
In all treatments, the bottles were only opened shortly once
a day to measure water variables (concentrations of oxygen
and sulphide) and monitor the number of surviving individuals. Oxygen concentrations were recorded using a
Hydrolab DS5 multiparameter sonde (calibrated by Winkler
method), and DO never exceeded 0.3 mg O2 L21. A 10-mL
water sample was collected from each bottle with a syringe,
in order to determine the sulphide concentration in incubation media. This was done using a modiﬁcation of the methylene blue method (Cline, 1969), aimed to avoid volatilization
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of hydrogen sulphide and simplify the sampling procedure
(Sakai et al., 2004). Mortality was assessed by the failure of
constriction after the mantle edges of gaping bivalves were
touched. Dead animals were removed from the incubation
bottles.

Effect of CA on survival under sulphidic anoxia
(Experiment 2)
The survivorship of A. kagoshimensis was compared under
anoxic conditions for (i) sulphide addition and (ii) sulphide
addition with the addition of CA, with three replicates consisting of 10 clams per 2-L incubation bottle. Incubation media
were prepared by adding washed crystals of Na2S × 9H2O
to the anoxic seawater and dissolving by stirring to give an
initial total sulphide concentration (sum of H2S, HS2 and
S22) of 2 mmol L21. CA (5 mg L21) was added to the
latter treatment at the onset of the experiment. The incubation
bottles were maintained at 288C, and DO never exceeded
0.3 mg O2 L21. Other details were as described in experiment 1.

Effects of sulphide accumulation on energy
metabolism (Experiment 3)
Changes in the anaerobic substrate glycogen and the metabolic end-product propionate in the tissues of ark shells under
anoxia were quantiﬁed in inhibited and accumulated H2S
treatments, after 0.5 –7 days incubations. Three replicates,
consisting of four clams, were kept in the inhibited and accumulated H2S treatments during ﬁve different periods (0.5, 1, 2,
4 and 7 days). In total, 30 groups of animals (three
replicates × 2 H2S treatments × 5 time periods) were investigated. In this experiment, 1-L incubation bottles were used.
Mortality was assessed once a day, as described in experiment
1, and dead animals were immediately removed from the
incubation bottles. After 0.5, 1, 2, 4 and 7 days, 3 bottles
from each treatment were randomly selected (e.g. three out
of 15 bottles were chosen at the ﬁrst sampling event while at
the last sampling event the 3 remaining bottles were
sampled), and animals were collected for further analysis
after measuring water variables (DO, pH and sulphide) in
the incubation media. Nine individuals from the acclimation
aquarium were sampled at the beginning of the experiment
and considered as the 0-day individuals, and water variables
from the prepared anoxic seawater were considered as the
0-day data. DO and pH were recorded using a Hydrolab
DS5 multiparameter sonde. DO never exceeded 0.3 mg
O2 L21. Sampling and quantiﬁcation of sulphide were conducted as described above.
The sampled clams were rapidly dissected by excising the
posterior adductor muscle. If ≥3 animals per bottle survived
at the end of the incubation, 3 individuals were pooled as a
replicate. If fewer than 3 individuals survived, the animals
were pooled. The nine 0-day animals were treated the same
way. The adductor muscle samples were stored and frozen
at 2408C until further analysis. The samples from the
7-days accumulated H2S incubation were not used for the following metabolite analyses due to insufﬁcient sample size
(only 1 animal of the three replicate treatments survived).

Extraction and analysis of metabolites
Frozen samples from experiment 2 were homogenized
(1 g mL21) in ice-cold 5% trichloro-acetic acid (TCA) using
a Polytron homogenizer (PT 10 –35; Polytron, Ltd). The homogenate was centrifuged (10 min, 10,000 g) at 48C. The resulting pellet was re-homogenized in four volumes of 5% TCA
and centrifuged again. The ﬁrst and second supernatants
were then combined and neutralized with KOH for metabolite
analysis. Propionate was determined by High Performance
Liquid Chromatography (HPLC), according to Miyamoto &
Iwanaga (2012), on a Shimadzu LC10. Glycogen was quantiﬁed as glucose by the anthrone-sulphuric acid method
(Carroll et al., 1955) after precipitation of glycogen with
100% ethanol. Standard propionate and glucose were purchased from Wako Pure Chemical Industries, Ltd.

Statistical analysis
One-way analysis of variance (ANOVA) was performed to
determine whether antibiotic CA affects survival of ark shell
and sulphide concentration in incubation media at each day
in experiment 2. Prior to the analyses, survival data was
arcsine transformed in order to achieve normality and homoscedasticity. To determine whether sulphide accumulation
affects survival, anaerobic metabolites in ark shell tissues
(glycogen (G), propionate (P), and P:G ratio), and water variables (sulphide concentration and pH) in incubation media at
each sampling event in experiment 3, one-way ANOVA was
conducted. For the survival analyses, 0.5 – 7 days data were
used, while for analysis of water variables and metabolites,
the 7-days data were excluded as explained above. Survival
and sulphide concentration data were, respectively, arcsine
and log transformed, and glycogen and propionate data
were square-root transformed. All statistical analyses were
conducted using the statistical package R 2.13.1 (R
Development Core Team, 2011).

RESULTS

Effect of sulphide accumulation on anoxic
survival (Experiment 1)
In the accumulated H2S treatment, sulphide accumulation was
ﬁrst detected on the ﬁfth day and eventually attained a concentration of 3.2 + 0.32 mmol l21 at day-11 (mean + SE)
(Figure 1A). In the decreased H2S treatment, similar to the
accumulated one, sulphide levels began increasing on the
ﬁfth day but this increase was lower (1.0+ 0.36 mmol L21 at
day-15) (Figure 1A). In the inhibited H2S treatment, in contrast, sulphide accumulation was below detection limit
throughout the experiment (Figure 1A).
The sulphide treatment also affected the anoxic survival
time of A. kagoshimensis (Figure 1B). The mean survival
time (LT50) in the accumulated H2S treatment was 8.9 +
1.88 days (mean + 95% bootstrapped CI). On the other
hand, the LT50 in the decreased and inhibited H2S treatments
were 13.1 + 0.74 days (1.5 times higher than the accumulated
H2S treatment) and 24.3 + 1.88 days (2.7 times higher than
the accumulated one), respectively (Figure 1B). The lack of
overlap between CIs indicates that both the decreased and
the inhibited H2S treatments signiﬁcantly increased the
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Fig. 1. Changes in the concentration of sulphide in incubation media (A) and
survival of Anadara kagoshimensis (B) under accumulated-H2S (B),
decreased-H2S (△), and inhibited-H2S (×) incubation treatments in
experiment 1 (Mean + SE). In the inhibited-H2S incubation, sulphide
accumulation remained undetected throughout the experiment and is thus
not apparent in Figure 1A.

Fig. 2. Changes in the concentration of sulphide in incubation media (A) and
survival of Anadara kagoshimensis (B) under H2S addition (B) and H2S
addition with the addition of CA (A) incubation treatments in experiment 2
(Mean + SE). ANOVAs did not detect signiﬁcant difference (P , 0.05)
between the treatments at each day for the sulphide concentration and the
survivorship.

anoxic survival time of this species, when compared with the
accumulated H2S treatment.

entire experimental period (7 days) (Figure 3A). This signiﬁcant difference in survival between the two treatments
was detected only at the ﬁnal sampling event (Figure 3A).
An increase in sulphide level was detected in the accumulated H2S treatment from day-2, before mortality was
observed. However, no signiﬁcant sulphide accumulation
was detected in the inhibited H2S treatment throughout
the experiment (Figure 3B). Signiﬁcant effects of H2S accumulation were detected after day 2 (Figure 3B). Mean pH
decreased from 8.4 to 6.8 in both the accumulated and
the inhibited H2S treatments, whereby no signiﬁcant difference was detected between treatments at all sampling events
(Figure 3C).
Glycogen concentration in the ark shell decreased during
the anoxic period in both the accumulated and the inhibited
H2S treatments. However, signiﬁcantly larger glycogen consumption occurred in the accumulated H2S treatment on
day 4, after the signiﬁcant increase in sulphide was detected
(Figures 3B & 4A). Tissue glycogen content in survivors
from the accumulated H2S treatment after 4 days of incubation was about 0.7 times that in the inhibited H2S treatment.
In contrast, propionate concentrations gradually increased in
both treatments (Figure 4B), and no signiﬁcant treatment
effects were detected. The P:G ratio, i.e. the relative propionate
concentration per unit of glycogen, showed almost identical
temporal changes to propionate, but a signiﬁcantly larger
value was observed at day 4 in the accumulated H2S treatment
(Figure 4C). The P:G ratio in live bivalves from the

Effect of CA on survival under sulphidic anoxia
(Experiment 2)
The initial concentration of 2 mmol L21 sulphide decreased
during the 4-days incubation; however, it never decreased
below 1.8 mmol L21. When the bivalves were dying, there
was an increase in sulphide concentration, especially in the
absence of CA (Figure 2A). The sulphide level on each day
did not differ signiﬁcantly between the treatments
(Figure 2A).
A decrease in survival was observed from day 2 to day 4 for
both treatments, and the survivorship on each day did not
differ signiﬁcantly between the treatments (Figure 2B). The
mean survival time (LT50) in the absence and presence of
CA did not differ signiﬁcantly (LT50 (2CA): 2.7 + 0.18 days
(mean + SE); LT50(+CA): 2.6 + 0.43 days, 1-way ANOVA:
F ¼ 0.20, P ¼ 0.68).

Effects of sulphide accumulation on energy
metabolism (Experiment 3)
A rapid decrease in survival was observed from day 4 to day
7 in the accumulated H2S treatment, whereas, in the inhibited H2S one, most individuals (.90%) survived during the
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Fig. 3. Survival of Anadara kagoshimensis (A), changes in concentration of
sulphide (B), and pH (C) in incubation media under accumulated-H2S (B)
and inhibited-H2S (A) incubation treatments in experiment 3 (Mean + SE).
ANOVA results: ∗∗ : signiﬁcant difference between H2S treatments at P ,
0.01; ∗∗∗ : signiﬁcant difference at P , 0.001.

accumulated H2S treatment after 4 days of incubation was
about 2.4 times that in the inhibited H2S treatment
(Figure 4C).

DISCUSSION

Both media replacement and the addition of the antibiotic CA
successfully decreased and inhibited sulphide accumulation in
incubation media, when compared with control (accumulated
H2S) incubation (Figure 1A). Moreover, both the decreased
and inhibited H2S incubations prolonged the anoxic survival
times of A. kagoshimensis; the decreased and inhibited H2S

Fig. 4. Changes in the concentration of anaerobic metabolites in the adductor
muscle of Anadara kagoshimensis under accumulated-H2S (B) and
inhibited-H2S (A) incubation treatments. (A) glycogen, (B) propionate, (C)
propionate relative to a unit of glycogen (P:G ratio) in experiment 3
(Mean + SE). ANOVA results: ∗ : signiﬁcant difference between H2S
treatments at P , 0.05.

resulted in 1.5- and 3-fold increases in LT50, respectively,
over the LT50 of the accumulated H2S treatment
(Figure 1B). Similar results in the CA-added anoxic incubation were observed for the Northern Adriatic Sea population;
CA addition resulted in delayed sulphide accumulation and
increased anoxic LT50 (De Zwaan et al., 2001b, 2002). These
results, including those of this study, appear to suggest that
the increased anoxic survival time is due to the suppressed
accumulation of the exogenous sulphide. However, de
Zwaan et al. (2001b, 2002) concluded that the suppressed sulphide accumulation had less effect on the positive CA effect
on anoxic survival than did the inhibition of the proliferation
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of pathogenic bacteria by the antibiotic. Indeed, de Zwaan
et al. (2001b) found that the anoxic LT50 of the clam increased
as a result of CA addition, despite adding sulphide to the incubation media.
In contrast, we did not detect this beneﬁcial effect of CA
addition on LT50 under sulphidic anoxia in the second experiment (Figure 2B), which simulated the sulphide concentration
when the clams started dying in the accumulated H2S incubation in the ﬁrst experiment (Figure 1A, B). Hence, our results
suggest that the increased survival times in the decreased and
inhibited H2S incubations were mediated not by the pathogenic bacteria, but by sulphide toxicity. The absence of the
CA effect implies that the deleterious effect of sulphide is
much greater than the beneﬁcial effect of the antibiotic (i.e.
that of the inhibition of pathogenic bacterial proliferation)
on the clam’s survival. This is probably due to the greater toxicity of the sulphide in our incubations, owing to the addition
of higher concentrations of sulphide (2 mmol21) at higher
incubation temperatures (288C), when compared with the
incubations in the study by de Zwaan et al. (2001b) (who
added 0.4 mmol21 sulphide and incubated at 188C).
During sustained anoxia, the ark shell is known to consume
glycogen and accumulate volatile fatty acids (propionate and
acetate) in tissue cells owing to anaerobic respiration,
whereas aspartate consumption and the accumulation of succinate, malate, and alanine occur only in the early stage of
anaerobiosis (De Zwaan et al., 1995; Miyamoto & Iwanaga,
2012). In prolonged anaerobiosis, a larger (three times
more) amount of propionate accumulates than of acetate
(De Zwaan et al., 1995), suggesting that propionate is a
major product of the fermentation. In this study, the progressive accumulation of propionate and depletion of glycogen in
the adductor muscle of the ark shell were detected in the
inhibited and the accumulated H2S treatments (Figures 4A,
B), indicating that anaerobic metabolism was activated
under both anoxic conditions (with sulphide-accumulation
and without). This is not surprising because anaerobic
energy metabolism can be triggered by either environmental
oxygen deﬁciency or by inhibition of the respiratory chain
due to exposure to sulphide (De Zwaan et al., 1993;
Grieshaber & Völkel, 1998).
However, the pattern of glycogen depletion differed
between the two treatments. After the detection of signiﬁcant
amounts of sulphide in the accumulated H2S treatment
(Figure 3B), on day-4, a greater amount of glycogen consumption was observed in this incubation than in the inhibited H2S
one (Figure 4A). In addition, a higher P:G ratio was also
observed in the accumulated H2S treatment on the same day
(Figure 4C), suggesting that the anaerobiosis was more pronounced in the presence of sulphide under anoxia.
Anaerobic metabolism in the ark shell is also known to be
enhanced under sulphide exposure even in the presence of
oxygen. De Zwaan et al. (1993) reported that the anaerobic
pathways clearly operated at higher rates in the presence of
sulphide under oxic conditions than under anoxic condition
alone. Therefore, it is likely that the presence of sulphide accelerates anaerobic metabolism in the clam. However, it is not
evident whether the anaerobic metabolism is more accelerated
by sulphide under anoxia than a normoxic environment.
A similar reduction in anoxic survival and more pronounced anaerobic metabolism in the presence of sulphide
has also been reported in other marine invertebrates, including the surf clam D. serra and the polychaete worms

Arenicola marina, Nephtys hombergii and Marenzelleria
wireni (Völkel et al., 1995; Arndt & Schiedek, 1997;
Schiedek et al., 1997; Laudien et al., 2002). However, a different metabolic response to exposure to sulphide under anoxia
has been reported in some bivalve species. For instance, anoxic
conditions in the presence of sulphide did not affect the utilization of glucose, glycogen and aspartate reserves in M. secta,
while sulphide tolerant M. nasta displayed higher contents of
these energy reserves under sulphidic anoxia than in anoxia
alone (Levitt & Arp, 1991). Despite the different anaerobic
metabolism responses to sulphide exposure (e.g. increase,
equilibrium and decrease in metabolic rates), the survival
times of these species decreased after exposure to anoxia in
the presence of sulphide than to anoxia alone (VaquerSunyer & Duarte, 2010). This may suggest that the way the
presence of sulphide affects anaerobic metabolism is speciesdependent, while survival time is generally shortened under
oxygen-depletion.
In summary, our study illustrated that sulphide accumulation in the environment accelerates anoxia-driven mortality
and leads to more pronounced anaerobic metabolism in the
ark shell A. kagoshimensis. It seems possible that the enhanced
anaerobic metabolism results in a more rapid breakdown
of glycogen, consequently leading to the observed accelerated
mortality in the presence of sulphide accumulation. However,
we could not ﬁnd evidence that the more pronounced anaerobiosis was a cause of the accelerated mortality. Further experiments are required to establish the link between energy
metabolism and anaerobic survival under sulphide exposure.
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