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１．はじめに

　太平洋赤道域の特徴の一つとして、西部域
には西太平洋暖水塊 （western Pacific warm pool: 
WPWP）、またその東側の中部域には赤道湧昇流
域 （equatorial upwelling region: EUR） の二つの異
なる水塊が存在する （図１）。西太平洋暖水塊は
28℃を超える海表面水温 （sea surface temperature: 
SST） を保ち１）、その高水温と地理分布は、エル
ニーニョ南方振動 （El Niño-Southern Oscillation: 
ENSO） の動向に深く関連があることが知られて
いる２）－４）。エルニーニョ期にはWPWP分布域は
東太平洋まで張りだし、ラニーニャ期には西太
平洋に縮小する （図２）。このエルニーニョ・ラ
ニーニャサイクルは、ほぼ４年ごとに訪れる５）。

　珪藻、およびレディラリア（放散虫）は珪酸塩 
（SiO2・nH2O） の殻を持ち、海洋におけるプラン
クトン群集の主要構成者である。珪藻は海洋にお
いて主要な基礎生産者であり、光合成を行うこと
で有機物を合成することから海洋表層より深海へ
の炭素の輸送という役割を担っている。またその
生産過程において、炭酸塩殻をもつプランクトン
と異なり炭酸ガスを放出しないため、大気中の炭

酸ガスを増加させることが無いのも特徴である。
一方、レディオラリアは海洋の主要な二次生産者
であり、その生産は水温・塩分などの物理化学的
要素に加え、珪藻などの基礎生産による影響を大
きく受けると考えられているが、生態については
未知の部分が多い。また、種によって様々な深度
域に生息することも特徴の一つである６）．

　本研究では、1999年から2002年に西・中部太
平洋赤道海域に設置されたセディメントトラッ
プより回収された試料を用いた。セディメント
トラップは海洋中の沈降粒子を捕集する装置であ
る。これまで、西部太平洋海域における沈降粒子
研究は、Gupta and Kawahata７） などによってその
化学組成が明らかになっており、Kawahata et al.８） 

では浮遊性有孔虫の生産について報告されてい
る。また、珪質プランクトン群集 （珪藻、レディ
オラリア） についても、高橋９） によってその分布
について紹介されている。しかしながら、ENSO
の変動によって実際の生物群集がどのように呼
応するのかについては、まだ十分に研究されて
いるとは言い難い。上記の通り、珪質プランクト
ン群集は水温や塩分など環境要因の変動によりそ
の群集組成が変化することが知られており、現在
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摘　　要
　海洋表層から深海底に向けて沈降する粒子中には様々な環境情報が含まれている。
特に粒子中の生物遺骸は、その生物が生産された当時の環境情報を記録している。
本研究では、中・西部太平洋赤道域で採取されたセディメントトラップ試料から、珪
酸塩の殻を持つ珪藻およびレディオラリアフラックスの東西分布、時系列変動を明ら
かにする事で、エルニーニョ南方振動（ENSO）サイクルが海洋環境に及ぼす変動と、
珪質プランクトン群集の間にどのような関係があるのかを探った。その結果、基礎生
産者である珪藻フラックスは赤道湧昇流域で高く、西太平洋暖水塊で低いという明瞭
な東西分布を示し、本研究海域の水塊特性をよく反映していた。また、海洋の代表的
な動物性プランクトンであるレディオラリアは珪藻と同様の変動をしており、その生
産は表層の基礎生産を即座に反映していた。さらに、珪藻およびレディオラリアはラ
ニーニャ期における降雨の変化や、西太平洋暖水塊の季節的な東西移動に対応したフ
ラックス変動を示した。加えてレディオラリアに関しては、エルニーニョ発達期にお
ける亜表層海流や水塊構造の変化がレディオラリア種の生産に大きく影響しているこ
とが明らかとなった。
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および過去における環境復元の指標としての応用
が期待できる。太平洋赤道域の珪藻およびレディ
オラリア群集の時系列フラックス変動に関する研
究は、エルニーニョ、ラニーニャ、モンスーンな
ど、ほぼ周期的に変動する環境変化に対する生物
レスポンスとしての生産力や種構成の変化を明ら
かにするもので、環境指標シグナルの把握として
も古環境学への応用などで大きな意義を持つ。本
研究では、珪質プランクトン群集を対象にしてそ
のフラックス変動を明らかにすることで、海洋生
物群集にENSOが及ぼす影響を明らかにすること
を目的とした。

２．試料と方法

　海洋科学技術センターが所有する海洋地球研究

船「みらい」のMR98-K02、MR99-K07、MR00K08、
MR02K01、MR02-K06、計５回の航海によって、
測点MT1からMT7までの各測点でShallow trap （水
深約1,000 m） とDeep trap （水深約2,000 m、または
3,000 m）の二層式セディメントトラップが設置お
よび回収された （表１）。各セディメントトラッ
プは開口面積0.5 m2 で、22本のサンプル瓶を約15
日周期で交換することにより沈降粒子を捕集す
る装置で、1999年１月から2003年１月までの約
４年間の試料が得られている。現在までに、珪藻
は1999年および2000年、レディオラリアは1999
年から2001年までの試料について解析が行われ
ている。回収された試料は 1 mmメッシュのふる
いにかけ、1 mm以下の粒子に関して回転式スプ
リッターで顕微鏡観察に適した任意の濃度（1/16～
1/1,024）まで分割した。珪藻に関しては 1 mm以下の

図１　時系列セディメントトラップ設置測点および西太平洋暖水塊
（WPWP）と赤道湧昇流域（EUR）の分布.

図２　CTDおよびオンライン粒度分布測定機（EPCS）を用いて得られたSSTとSSSの
分布（JAMSTEC） 28）．

　　　（a） ラニーニャ状況: 2001年１月 （R/V Mirai Cruise Report, MR00-K08），
　　　（b）エルニーニョ状況: 2002年１月 （R/V Mirai Cruise Report, MR02-K01）.
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粒子、レディオラリアに関してはさらに63μmのふ
るいにかけ、63μm以上の粒子をフィルター （直
径25 mm、孔径0.45μm） 上に濾過し、その濾紙の
濾過部分の全てをカナダバルサムとキシレンを用
いて封入した。完成したスライド標本を光学顕微
鏡下で観察した。スライド上で同定された珪藻、
レディオラリアの個体数を計数し、開口面積およ
び捕集期間を考慮に入れ1日1 m2 当りに沈降する
粒子数、フラックスを算出した。

珪藻：Flux（valves m－2 day－1 ）＝（N/A/D）×C×（S1 /S2 ）

レディオラリア：Flux  （she l l s  m －2 day －1  ）＝

（N/A/D）×C×1 （スライド全面計数のため）

N：珪藻およびレディオラリアの計数値、A：セ
ディメントトラップの開口面積、D：サンプル採
取期間、C：分割濃度 （16～1,024）、S1：スライド
上フィルターの全面積、S2 : 計数を行った面積

３．海洋環境

3.1　海流
　西部及び中部太平洋赤道域には大きく分けて、
北赤道海流 （NEC）、南赤道海流 （SEC）、北赤道
反流 （NECC） の３つの表層海流が存在しており、
測点MT3からMT7までは南赤道海流と北赤道反
流の間に位置している（図３）。北赤道海流は北緯
13°付近でフィリピン諸島にぶつかり南北に分か
れる。南方向の流れとしてミンダナオ海流 （MC） 
となり、その一部は北赤道反流に合流する。一
方、南半球ではニューギニア北岸の表層をニュー
ギニア沿岸海流 （NGCC） が流れている。ニューギ
ニア沿岸海流はその駆動力を表層付近で吹く海上
風に頼っており、例年夏には北西、冬には南東方
向に流れている10）。

　なお、水深100 m以深の亜表層海流としては、
赤道上を水深200 m付近を東へ向かう赤道潜流 

（EUC） が存在している。この流れは、西部太平
洋海域の亜表層流が集まったものであり、代表
的なものとしてニューギニア北東部沖の水深
100 mにニューギニア沿岸潜流 （NGCUC） が流れ
ており、東経140°付近で赤道潜流に合流するこ
とが知られている （図３）。
3.2　水塊構造と陸からの影響
　赤道上に位置する測点MT3からMT7までの海
域は主に西太平洋暖水塊、赤道湧昇流域の二つの
水塊により特徴づけられる。通常、中部太平洋赤
道域に位置する測点MT7では強い西向きの貿易
風により赤道湧昇の効果が大きく、一年を通じて
表層水温の低い海域である。この測点から順次、
西の測点ほど西太平洋暖水塊により赤道湧昇が抑
制され、ラニーニャ期においては西太平洋暖水塊
と赤道湧昇流域の境界は測点MT4付近に位置し
ていた （図２）。この中部及び東部赤道海域は、
高栄養塩－低クロロフィル （HNLC: High Nutrient 
Low Chlorophyll） 海域とも呼ばれ、その栄養塩濃
度と日照量から見積もられる値よりも実際の生物
生産量が低いことが知られている11）。これは鉄な
ど生命活動に必須な微量元素の枯渇によるものと
考えられており12）、実際に太平洋赤道域の海水に
鉄を付加する実験でプランクトンの増殖速度が有
意に速くなることが報告されている13）。

　また、測点MT3は西太平洋暖水塊の中央付近
に位置し、その表層は他の測点に比べてもっとも
貧栄養な海域であるため一次生産の低い海域であ
るが14）、最も近い陸域としてパプアニューギニア
があり、その北東側に河口をもつセピク川からの
陸源性物質がニューギニア沿岸潜流など亜表層海
流を通じてこの付近に供給されていることが報告
されている15）。

　本研究における測点のうち、MT1及びMT2は
赤道上から約 5°ほど北の西太平洋暖水塊西端に
位置しており、周囲をインドネシア諸島など陸地
に囲まれている。この地域特有のスコールによる
大量の降雨は月平均にして500 mm以上、パプア

This study No sample

Cruise ID

MR98-K02

MR99-K07

MR00-K08

MR02K-01

MR02-K06

MT7
0°

160°W
1000
3000

Jan-01
Jan-02
Jan-02
Jan-03

MT6
0°

170°W
1000
3000

Dec-99
Jan-01

Feb-02
Jan-03

MT5
0°
175°E
1000
3000
Jan-99
Dec-99
Dec-99
Jan-01
Jan-01
Jan-02
Feb-02
Jan-03

MT4
0°
160°E
1000
2000

Dec-99
Jan-01
Jan-01
Feb-02
Feb-02
Jan-03

MT3
0°
145°E
1000
2000
Jan-99
Nov-99
Dec-99
Jan-01
Feb-01
Feb-02
Mar-02
Dec-02

MT2
5°N
140°E
1000
3000
Jan-99
Nov-99

MT1
4°N
135°E
1000
3000
Jan-99
Nov-99
Nov-99
Oct-00

Lat.
Long.
Shallow
Deep
Deploy.
Recov.
Deploy.
Recov.
Deploy.
Recov.
Deploy.
Recov.

Site No.

Trap Location

Trap Depth (m)

Trap year1

Trap year2

Trap year3

Trap year4

表１　時系列セディメントトラップの設置定点，水深，および試料捕集期間（1999年～2002年）．
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ニューギニアの一部地域などでは年間10,000 mm
にも達する16）。このため、陸域から大量の河川水
が海洋に流れ込む。さらに、ミンダナオドーム
と呼ばれる湧昇域の存在から17）、この海域では栄
養塩供給が多いため、西太平洋暖水塊海域であ
りながら比較的生物生産が高い。ミンダナオドー
ムは、東経130°、北緯 7°付近を中心に北赤道海
流、ミンダナオ海流、北赤道反流の三つの海流で
囲まれた領域に存在する冷水の湧昇を伴う低気圧
性の循環である18）。

3.3　ENSOと環境変動
　3.2 で述べた水塊構造や大気はENSOにともな
い変化する。ENSOを判断する指数として南方振
動指数 （Southern Oscillation Index: SOI） がよく用
いられる。このSOIから判断すると、本研究期
間のうち1999年から2001年前半はラニーニャ傾
向、2001年7月以降はエルニーニョ傾向であった 
（図 ４（a））。
　ラニーニャ期において、SOIやSSTは季節的か
つ周期的な変動をしていた （図４（a）、図４（b））。
これは、ENSOに対応して西太平洋暖水塊が東西
に移動し、水塊構造が大きく変化したためであ
る。ラニーニャ期には西太平洋暖水塊は西縮し
て厚い暖水塊を形成する （図２（a）、図４（c））。

このため、西部太平洋域において表層水温は高
く水温躍層は深くなり、大気に多量の熱が放出さ
れる。この放熱によって赤道太平洋上に東西に横
たわる熱帯収束帯 （ITCZ: Intertropical Convergence 
Zone） の勢力が強められ、陸域に多量の雨をもた
らす。本研究期間は大部分がラニーニャ傾向で
あったが、その中でSOIやSSTは季節的かつ周期
的な変動をしていた （図４（a）、図４（b））。これ
に対して2001年７月以降、ラニーニャからエル
ニーニョへの移行に伴い、西太平洋暖水塊が東進
して暖水塊が薄く引き延ばされることで海洋表層
は東部赤道域まで高水温になり、逆に西部では暖
水塊が浅くなっていた （図２（b）、図４（c））。

４．珪質プランクトン群集とENSO

4.1　これまでの研究
　これまで、1999年１月、11月における珪藻・
レディオラリアの現存量 （Standing Stock） に関し
て表層・亜表層の海水濾過試料とプランクトン
ネット試料の解析が行われており、ラニーニャ期
における珪藻とレディオラリアの東西分布および
深度分布が明らかになっている19）,20）。これらの研
究によると、珪藻とレディオラリアの現存量は共

図３　西・中部赤道太平洋における主な海流．
　　　（a）表層流; （b）セピク川と潜流（Fine et al. 10）を改変）. 
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に西太平洋暖水塊に属している西の測点で低く、
赤道湧昇流域に属している東の測点で高かった。
また種により明瞭な東西分布が現れ、特に珪藻
に関して西太平洋暖水塊ではNitzschia bicapitata、
Thalassionema nitzschioidesなどが卓越するのに
対し、赤道湧昇流域ではRhizosolenia bergonii、
Fragilariopsis doliolusなどが頻繁に出現し、両水塊
で明確に種の棲み分けがなされていた19）。さら
に、レディオラリアに関しては種によって様々な
深度分布域に生息していることが分かった20）。以
下にその深度域を三つに区分した中で代表的な種
を記す。
１．表層種 （Surface dwellers: 0～120 m）: Pseudocubus 

obeliscus, Didymocyrtis tetrathalamus tetrathlamus. 
２．亜表層種 （Subsurface dwellers: 120～200 m）: 

Pseudodictyophimus gracil ipes, Clathrocorys 
murrayi.

３．中層種 （Intermediate water dwellers: 200～1,000 m）: 
Litharachnium tentorium, Borgertella caudata.

4.2　珪質プランクトン群集フラックス
　全珪藻および全レディオラリアフラックスは東
の測点ほど高くなる傾向にあった （図５、図６）。
ただし、珪藻では測点MT1、レディオラリアで
は測点MT1およびMT2において測点MT5と同程
度の高いフラックスを示した。この結果は、4.1
で示した珪質プランクトンの現存量の東西分布
と同様なものであった。測点MT1、MT2および

MT3は西太平洋暖水塊の西端に位置する半外洋
域であり、栄養塩はミンダナオドームの湧昇や河
川からの陸源性物質から供給される。それに対し
て測点MT4、MT5、MT6およびMT7では主に赤
道湧昇による栄養塩供給の効果が大きい。そのた
め西太平洋暖水塊と赤道湧昇流域の間に位置して
いる測点MT3とMT4では、栄養塩供給が最も低
くなり、他の測点に比べて珪藻およびレディオラ
リアの生産が低くなったと考えられる。
　全珪藻および全レディオラリアフラックスは顕
著な季節変動を示した （図５）。また、全珪藻フ
ラックスと全レディオラリアフラックスは似た変
動を示した。海洋における主な基礎生産者である
珪藻と二次生産者であるレディオラリアのフラッ
クス変動が類似していたことは、レディオラリ
アが表層における基礎生産の影響を強く受け、ま
たその変動を即座に反映していることを示してい
る。ただし、測点MT1では珪藻の方がレディオ
ラリアよりも顕著な季節変動を示した。すなわち
1999年、測点MT1における全珪藻フラックスは
高フラックス期と低フラックス期がはっきりと分
かれているのに対して、同時期における全レディ
オラリアフラックスはその変動が明瞭ではない 
（図５）。3.2で述べたとおり、測点MT1付近には
ミンダナオドームと呼ばれる湧昇域が存在する。
Masumoto and Yamagata21）によるとミンダナオ
ドームには季節性があり、晩秋から春にかけて発

図４　エルニーニョ南方振動に伴う環境変動．
　　　（a） 南方振動 （Garret）29），（b） SST （Ji et al.）30）， （c） 20℃等温深度 （McPhaden）31）.

（b）および（c）の時間軸の赤色，青色はそれぞれエルニーニョおよびラニーニャの期
間を示す.
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達し、春から夏にかけて東方からの暖水の侵入に
よって急速に弱まることを報告している。このミ
ンダナオドームの発達時期と測点MT1における
全珪藻の高フラックス期とはよく一致しており、
ラニーニャ期の西太平洋暖水塊海域において海
洋表層での基礎生産に季節的な変動があったこと
を示すものである。そのため、MT1ではレディ
オラリアよりも珪藻のフラックスの方により大
きな季節変動が現れたものと考えられる。なお、
ラニーニャ期における西部太平洋赤道域の珪藻フ

ラックスについては Ono et al.22）に詳しい。
　珪藻およびレディオラリアフラックスの東西
分布を比較すると、赤道湧昇流域で増加する種
と西太平洋暖水塊で増加する種の固有のパター
ンがあることが明らかである。珪藻のRhizosolenia 
bergonii、レディオラリアのPseudocubus obeliscus
は明らかに西太平洋暖水塊よりも赤道湧昇流域
に多く産出する（図７）。一方、珪藻のNitzschia 
bicapitataとレディオラリアのAcanthocorys  cf. 
Variabil isは逆に赤道湧昇流域よりも西太平洋暖
水塊に多い （図７）。Treppke et  a l . 23）によると
珪藻のN. bicapitataはサイズが小さく（Mean＝
8.8μm: 3-38μm, N=152: Kobayashi and Takahashi, 
2002）19）、非常に脆弱な殻を持つことから、栄養
塩供給の少ない海域でも比較的多く出現する種
であるとされている。それに対して赤道湧昇流域
種であるR. bergoniiは頑強で溶解しにくい殻を持
つとされる。一方、レディオラリアについては、
西太平洋暖水塊種 （A. cf. variabilis、Didymocyrtis 
tetrathalamus tetrathlamus） に比べて、赤道湧昇流
域種 （P. obeliscus、Lithomelissa setosa） の方が一般
的にサイズは小さく、珪藻で赤道湧昇流域海域の
方がサイズの大きい種（>10μm）が多産したのと
は逆の関係である。またその東西分布を見ると、
珪藻の方がレディオラリアに比べてより明瞭で
あることが分かる （図７）。これらの特徴は、水

図５　西・中部赤道太平洋７カ所のセディメントトラップ測点における1999年１月から2002年
１月までの全珪藻および全レディオラリアフラックスの時系列プロット．

図６　セディメントトラップ測点MT1よりMT7まで
の年平均フラックス．

　　　（a） 全珪藻（1999年および 2000年），（b） 全レディ
オラリア（1999年, 2000年, および 2001年）．
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温・塩分・栄養塩および光量などの影響を受ける
珪藻と、二次生産者であるレディオラリアの違い
であると考えられる。
4.3　ラニーニャ期における珪質プランクトン
　　　フラックスの季節変動
　1999年および2000年における測点MT3での全
珪藻および全レディオラリアフラックスは、年
の前半に高く、後半に低いという周期的な変動パ
ターンを示した（図５）。測点MT3は年間を通じ
て西太平洋暖水塊に覆われており温度躍層が深い
ため、深層から表層への湧昇による栄養塩供給が
小さい海域である。3.2でも述べたとおり、本海
域における珪質プランクトンのフラックスの増減
に関わる有力な要因としては、陸域からの河川水
を通じて供給される陸源性物質の影響が挙げられ
る。この陸源性物質は、主にパプアニューギニア
北東沿岸を流れる亜表層流 （ニューギニア沿岸潜
流） を通じて西部太平洋赤道域にまで運ばれてい
る15）。ニューギニア島などに代表される赤道付近
の東南アジア地域は11月から４月に雨期を迎え
ることが知られており16）、この降雨により大量の
陸源性物質が海洋に供給され、亜表層流を通じて
測点MT3付近にまで運ばれることにより、1999
年から2001年前半のラニーニャ期において、こ
のような周期的なフラックス変動を示したものと

考えられる。
　測点MT4はラニーニャ期において、西太平洋
暖水塊と赤道湧昇流域の境界付近に位置していた 
（図２（a））。この測点の2000年における全珪藻お
よび全レディオラリアフラックスは、 ３月、９月
付近に高く７月、12月付近で低いという変動で
あり （図５）、また３月と９月のピークを比較す
ると、特に珪藻において３月のピークの方が高フ
ラックスであった。このような季節変動は、西太
平洋暖水塊の東西移動の影響を受けた結果である
と考えられる。測点MT4におけるSSTは、2000年
の４月が最も低く、28℃付近まで低下したのに
対して （図４（b））、全珪藻および全レディオラリ
アフラックスは高い値を示した。SSTの低下は西
太平洋暖水塊が西縮したためであり、赤道湧昇の
強化に伴い一次生産が増加し、その結果、珪藻お
よびレディオラリアの生産が高まった。これに対
して2000年９月には、SSTは高く （図４（b））、西
太平洋暖水塊が東進し赤道湧昇の効果が弱まった
ため、フラックスは2000年３月のピークよりも
低い値を示したと考えられる。
　全珪藻および全レディオラリアフラックスは、
測点MT3, 4に比べて、より赤道湧昇流域に位置
する測点MT5において高い値を示した （図６）。
1999年はラニーニャ最盛期であり、フラックス

図７　西太平洋暖水塊指標種の時系列プロット．
　　　珪藻：（a） Nitzschia bicapitata，レディオラリア，（b） Rhizososolenia bergonii，レディオラリア，
　　　珪藻：（c） Acanthocorys  cf. variabilisおよび赤道湧昇流指標種の時系列プロット，
　　　　　　（d） Pseudocubus obeliscus.
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変動は特徴的なものであった。2000年と2001年
のレディオラリアフラックス変動は、MT5、 MT7
において年のはじめに高く、後半に向かい徐々
に低下していくという変動をともに示した （図
５）。この変動は測点MT5ではSSTの変動と関係
し、SSTの低い時期にフラックスは高く、SSTの
高い時期にフラックスは低い値を示した。SSTの
低下は、赤道湧昇の強化を意味しており、測点
MT5における珪藻およびレディオラリアフラッ
クスは赤道湧昇の影響を強く受けることが示唆さ
れる。
4.4　2001年エルニーニョ発達期におけるレディ
　　　オラリアフラックスの特徴
　2001年７月以降はエルニーニョの発達に伴い 
（図４（a））、測点MT3およびMT4における全レ
ディオラリアフラックスはラニーニャ期に見られ
た周期的な変動とは異なる変動を示した（図５）。
　測点MT3における全レディオラリアフラック
スは1999年および2000年では、4.3 で示したよう
に周期的な変動であったのに対し、2001年では
その７月以降のフラックスが過去2年間の変動と
は異なり高い値を示した （図５）。測点MT3付近
では、エルニーニョ期には西太平洋暖水塊が東
進するため熱帯収束域が東側にずれ、一般的に
降雨量は減少する。NCEP/NOAAによる東西方向
の風応力データによって、測点MT3付近におい
て2001年７月の始めから９月の終わりまで南東
貿易風 （北西向きの風） が卓越したことが分かっ
ている24）。ニューギニア沿岸海流は、主に海上風
によって駆動される。よって、2001年７月から
９月に南東風の卓越によって西太平洋への陸源
性物質の供給量が増大した可能性がある。また
近年、陸起源の物質の中で生物活動に必須な元
素として鉄が注目されている。西部太平洋海域
では、Mackey et al.25）によって鉄濃度の鉛直分布
が報告されている。それによると測点MT3付近
において、エルニーニョ発達期 （1997年８月） の
方がラニーニャ全盛期 （2000年１月） よりも、亜
表層海水中の鉄濃度が高いことを報告している。
またその原因として、ニューギニア沿岸海流の強
化にともない陸域からの影響が強まったことを挙
げている。また黒田・植木26）によると、エルニー
ニョ発達期において、ニューギニア沿岸海流お
よびニューギニア沿岸潜流 が強化されることを
報告しており、その原因として西太平洋暖水塊の
東進による西部太平洋域の海面高度の低下を挙げ
ている。研究期間が異なるため一概には言えない
が、2001年７月以降、エルニーニョ発達期にお
いてレディオラリアの生産が高くなったことは、

ニューギニア沿岸潜流の強化によって鉄、窒素、
リンおよび珪素など陸起源の栄養塩供給が増大し
たことを示唆している。
　測点MT4における全レディオラリアフラック
スは、2000年、2001年の両年ともに、３月、９
月付近に高く７月、12月付近で低いという周期的
なものだった。そのうち、2000年における全レ
ディオラリアフラックスでは３月のピークが９月
よりも低かった。それに対して、2001年では３
月のピークと９月のピークの高さは同程度であっ
た （図５）。SSTと比較すると、2000年および2001
年３月はSSTが29℃付近まで下がっており （図４
（b））、全レディオラリアフラックスにはピーク
が現れた（図５）。これは赤道湧昇の強化に伴い一
次生産が増加し、レディオラリアの生産が高まる
というラニーニャ期に特徴的な変動であった。一
方、2001年６月以降では、1999年から2000年に
は190 m程度あった20℃等温深度が150 m程度に急
激に浅くなっている （図４（c））。これはエルニー
ニョ化に伴い、西太平洋暖水塊が東進することで
暖水塊の厚みが薄くなったことを示している。こ
のため2001年6月以降において、生息深度が120
～200 m付近の亜表層種の生産に大きな影響を与
えたであろう。実際、Kling27）により北太平洋中
央部において富栄養水塊での亜表層種とされて
いるPseudodictyophimus gracilipesについては、そ
のフラックスが2001年前半のピークよりも年後
半のピークの方が高い値を示した （図８（a））。加
えて、Tetraplecta pinigeraなど、他の亜表層種のフ
ラックスも、P. gracilipesと同様の変動をした。こ
の時、表層種であるP. obeliscus, D. t. tetrathalamus
のフラックス変動が上記の亜表層種とは逆に、年
後半に低い値を示した （図８（b））。このような表
層種と亜表層種の異なるフラックス変動は、エル
ニーニョ化に伴う鉛直方向での水塊構造の変化を
レディオラリアがよく反映している事を示すもの
である。

５．まとめ

　中部及び西部太平洋赤道域における全珪藻、及
び全レディオラリアフラックスの1999年～2001
年時系列変動が明らかになった。また、これら
珪質プランクトン群集とラニーニャ及びエルニー
ニョ発達期における環境変動との関係について
考察を行った。ラニーニャ期には、ミンダナオ
ドームからの栄養塩供給による影響が大きい測
点MT1で珪藻、レディオラリアともにEUR海域と
同程度のフラックスであった。特に珪藻はミンダ
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ナオドームの発達時期に呼応して、その生産が変
化していた。また、赤道上の測点 （MT3、MT4、
MT5、MT6、MT7） ではラニーニャ期には珪藻、
レディオラリアともに降雨量の変化と西太平洋
暖水塊の季節的な東西移動による赤道湧昇の強弱
によって支配されていた。レディオラリアに関し
ては、2001年後半のエルニーニョ発達期には測
点MT3、MT4で亜表層海流や水塊構造が変動す
る事によって、その生産に影響を与えることが示
唆された。以上のことから、本研究でラニーニャ
期における海洋環境変動と珪質プランクトン群集 
（珪藻・レディオラリア） フラックスとの関係が
明らかとなったが、エルニーニョ期については未
知の部分が多い。そのため、さらに詳細かつ継続
的な調査・分析が必要である。今後の課題は、本
格的なエルニーニョ期である2002年の珪藻およ
びレディオラリアフラックスを解析することで、
ENSOと珪質プランクトン群集との関係性を明ら
かにしていくことである。
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