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“湖沼の水の華（いわゆる淡水赤潮）の発生に

関する諸問題”シンポジウム

主 催： 日本プランクトン学会

日本海洋学会

期 日： 昭和 54年10月8 日

場 所：愛媛大学 l理学部

コンビーナー： 岡市友利（香川大農）

畑 幸彦（高知大農）

遠藤拓郎（広島大生物生産〉

はじめに

瀬戸内海などの赤潮問題が解決されないままに，最 と思われるが，西日本でも多くの発生例が報告される

近では琵琶湖をはじめとして比較的人家の少ない山地 ようになり，この学会の機会にあえてこの問題をとり

のダム湖にも，水の華（最近では淡水赤潮と呼ばれて 上げ，調査方法や発生機構の考え方などについて討論

いる）が発生し，水産業や上水の供給に関連した公衆 し，今後の淡水赤潮の研究に資することができればと

衛生上の問題となっている。 考えた次第である。また，淡水赤潮について論ずるこ

今後，“淡水赤潮”は，海域の赤潮と同様，全国的な とは，ひいては海域の赤潮の解明にも役立つことで，

問題となる可能性は極めて大きい。琵琶湖などでは研 両者の資料をあわせて検討して行くととも必要であろ

究も次第に推進されつつあるが，多くはまだ調査段階 う。

にあるといってよい。発表の時期でない問題もあるか

1. 淡水プランクトンの特性について

根来健一郎（近畿大農）

との講演において，私は7事項について述べたが， 培養の方法を用いて補う必要がある。また生活史を調

ここには第（6）項以外はすべて要点のみ簡潔に記し， べる場合，現在は一般に休眠胞子の形成，休眠に要す

第（6）項についてのみ，やや詳しく述べることにした る期間，休眠胞子の発芽における条件などについての

いと思う。 知識が欠けていると思うから，この点の解明に特に努

(1）淡水フ。ランクトン研究に際しての心構え 力すべきである。

水界生態学（Hydrobiologie）や陸水学（Limnologie) (2）淡水プランクトンと海洋プランクトンとの相違

においてはー他の学問の分野においてもそうだが一， 点

先づある現象の主体を演ずる生物の種名を正確に査定 ここでは植物性プランクトンにのみ限って述べた

することが必要である。同定は主として形態的特徴に い。海洋の植物性プランクトンと湖沼の植物性プラン

基いて行われているが，それだけでは不充分であるか クトンとは，どのように異つでいるであろうか。これ

ら，更にそれに生理生態的特徴や生活史などの面も加 は難かしい問題てFある。われわれは現在それを組成上

味する必要がある。しかしこれらを明らかにするため の差異からのみ知っているに過ぎない。すなわち緑藻

には，現状観測からの帰納だげでは事足りないから， 類が海洋では殆んど皆無に近い状態であるのに，湖沼
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ではそれが豊富に参加しているという事実であるo し

かし，これとても近頃のように陸水も沿海も汚濁を増

してくると，混然一体となって区別は無くなろうとし

ている。海洋の植物性プランクトンと湖沼の植物性プ

ランクトンの聞には，外界（環境水）の塩分過度の差

異に基いて，細胞内の渉透圧や渉透圧を調整する機能

などの点で相違がある筈であるが，それは未だ充分に

判明していないようである。

この問題を解決するためには，汽水湖や献湖の植物

性プランクトンについて研究する必要がありそうだ。

(3）湖の富栄養化とプランクトンの季節遷移との関

係

湖の富栄養化，ひいては汚濁化が進むと，プランク

トンの季節遷移は乱れてしまい，従来そこに存在した

ものの優占種になり得なかった構成員が急に大増殖し

て優占種になったり，盛夏に出現する筈のものが厳冬

にも出現するような現象が起きてくる。

(4）湖沼標式（湖沼型）とプランクトン相との関係

湖沼標式（湖沼型）とプランクトン相の聞には密接

な関係がある。

不調和型湖沼群に属する腐植栄養型（Dystrophic

type）の湖泊は，欧米では一般に貧栄養型を基底にし

たものであるが，わが国には貧から富まで種々の段階

のものがある。また酸栄養型（Acidotrophictype）の

湖沼は，欧米では一般に高層湿原に存在するもので，

その酸性は有機酸に基くものであるが（酸性の起因に

関しては異説も多い），日本のような火山国では塩酸

や硫酸のような遊離の無機酸に由来したものが多く，

欧米で普通に言われている酸栄養型湖沼とは種々の点

で大いに異る。

このような次第で，湖沼型とプランクトン相との関

係については，わが国でもっと詳細に解析される必要

;Oiある。

(5）湖のナンノプランクトン

ナンノプランクトン（Nannoplankton）という語が

1911年に Kiel大学の H.Lohmannによって Mi.iller-

gaze Nr. 25の網布をも通過してしまうような極めて

微細な浮遊生物から成る群集に対して与えられて以

来，陸水では1922年に・・wisconsin大学の E.A. Birge 

と Ch.Judayによってメンドタ抑J(Lake Mendota) 

で，その詳細な研究が行われたが，それ以外は近年ま

で関心があまり払われなかった。ところが近年になっ

て，それが海洋でも湖沼でも，水域の生産を考える

上，極めて大切なものであるとしτ重要視されるに至

った。

十数年前に，私は宍道湖において 3～4年聞にわた

ってナンノプランクトンについて研究を行い，続いて

琵琶湖においても同じ研究を行った。自然沈殿量で較

べると，ナンノプランクトンはネットプランクトンの

数十倍ないし百数十倍（宍道湖の場合），十数倍ない

し数十倍（琵琶の場合）も多く，その構成種は両湖と

もにネットで得られるものとは甚だしく異ったもので

あることが判明したo

(6）湖泊における水の華（植物変色），特に淡水赤

制jについて

海洋におげる赤潮（Redtide, Red water, Discolored 

water; Rote Tide）に相当する現象は，陸水ではふつ

う水の華（Water-bloom, Water-flower; Wasser-

bli.ite）と呼ばれている。しかし「Planktonkunde(1911）」

および「Leitfadender Planktonkunde (19日）」の著

者として有名なオーストリア国の Innsbruck大学の

Adolf Steuer教授は，海洋の赤潮の場合にも Wasser-

bli.ite という語を用いている。例えば Wasserbliite

von Trichodesmium erythraeumなどと記している。

ドイツ語の RoteTide (pl. Rote Tiden）は，英語の

Red tideから転化して，最近使われるようになった

ものに過ぎない。

Steuer教授の時代とは逆に，最近わが国では琵琶

湖に出現した赤い水の華に端を発して「淡水赤潮」な

る言葉：が使われるようになったが，もともと「赤潮」

は Redtideの意味で，日本語では Redwaterとか

Discolored waterの意味には受け取れないから，「淡

水赤潮」なる言葉はそれ自身矛盾を含んでいて，学術

上からはあまり歓迎され得ないような言葉である。し

かし一般に与える言葉の印象は， 「赤い水の華」より

も「赤潮」の方が一段と強い。従って通俗的には「淡

水赤潮」なる言葉があっても許されるのではないであ

ろうか。

ドイツ語には， また別に植物変色（Vegetations-

farbung), 植物j園濁（Vegetationstriibung）という言

葉があり，水の華という現象は植物酒濁と植物変化と

を併せたものであるとしている学者もある（G.Huber 

-Pestalozzi, 1938）。しかし水の華と植物変色とは，多

少用い方が異っている。植物変色なる語は，渓流など

の河床が着生藻類の大繁殖によって変色した場合など

にも使用される。
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水の華は，もともと浮遊性藻類が大増殖して，水域

の表層を蔽い v 水の色を変える現象を指す。水域の表

層を蔽うということに，かなり重点が置かれているの

であるが，しかしこれも実際の状況には厚薄種々の段

階がある。

水の華の最も代表的なものは，藍藻 Microcystis

aeruginosa Klitzingによるものであろう。この藍藻

は宮栄養湖や養魚池などに夏期に移しく繁殖して，水

面の lOcm前後の水層に粥状に集まり，いわゆる水の

華を形成する。通常青緑色を呈するが，時に黄褐色や

赤褐色を呈することもある。霞ヶ浦や北浦の漁師は，

これを「青粉」と呼んでいる。汚濁の特に著しい諏訪

湖では，夏期を待たず，既に四月頃から，この藻によ

る水の華が形成される。

Microり1stis属の藍藻で，水の華を形成するものと

しては， この｛也に robusta, viridis, ichthyoblase, 

elabens, scr争taなどが知られているが， aeruginosa

ほど普遍的なものではない。 M.flos-aquae (Wittr.) 

Kirchnerは aeruginosaと同じものである。

北ドイツやデンマークの湖沼で，最も普遍的で且つ

顕著な水の華は， 8～9月の候に，藍藻 Gloeotrichia

echinulata (J. E. Smith) P. Richterによって形成

されるものである。との藍藻の群休は，海の Tricho-

desmiumに似た毛束密（Gloeotrichia--K ugel)をな

す。

スイスやドイツの湖沼では，冬期中凍結していた氷

が春になって融けるとともに藍藻 Oscillatoriarube-

scens D. C.による桃色の水の華が出現する。藍藻の

水の華は通常盛夏の候に出現するものであって，この

ような融氷水の中に形成される水の華はまととに珍ら

しい。

藍藻の水の華は， Aphanizomenonflos-aquae (L.) 

Ralf s, Nodularia spumigena Mert. Anabaena flos・

aquae(Lyngb.) Breb., Anabaena macrospora Kleb., 

Coeloゆhaeriumnaegelianum Ung.などによっても

形成される。

熱帯下のジャワ，フィリッピンの湖沼や，アフリカ

中央地溝帯の諸湖では Anabaenopsis属藍藻の水の華

が顕著である。わが国でも Anabaenopsisraciborskii 

Wolosz.が茨城県の神ノ池（ごうのいげ）をはじめ，

あちこちの富栄養湖に出現して，赤褐色の水の華を形

成する。

緑虫類 Euglena属の赤色種（細胞中に Haemato-

chromeを含む）は世界で約10種知られているが，そ

の中で E. sanguinea Ehr., E. rubra Hardy, E. 

haematodes (Ehr.) Lemm.などが普通なものである

が，とれらは日本の水田（苗代田）にも出現して，赤

褐色の水の華を形成する。

緑藻の Haematococcuspluvialis Flotowは，墓石の

阿伽受けの水中にしばしば出現する Chlamydomonas

様の赤い藻であるが，ヨーロッパのアルフ。ス諸湖に犬

繁殖して，いわゆる blutseen（血の湖）を形成するこ

とがある。

緑色の水の華は，しばしば池沼で緑藻類の Chlamy-

domonas, Pandorina, Eudorina, Gonium, Volvox; 

Scenedesmusなどによって形成されるが，琵琶湖で

1958-1963年の聞に，緑藻類（鼓藻類）の Closterium

aciculare Tuffen West var. subpronum ¥V. et G. S. 

Westと Staurastrumdorsidentiferum W. et G. S. 

West var. ornatum Gronblによって交互に湖全体に

わたって形成された緑色の水の華はまことに壮観なも

のであった。

褐色の水の華は，緑虫類の Trachelomonas[T. 

volvocina Ehr.が最も普通なものである］や渦鞭毛藻

類の Peridinium[P. polonicum Wol., P. africanum 

P. Richt, P. elpatiewskyi (Ostenf.) Lemm.］が池

沼やダム湖にしばしば大繁殖して形成される。

渦鞭毛藻類の Glenodiniumsanguineum Marche-

soni は， ~tイタリヤのトベソレ湖（Lago di Tove！）に

野しく繁殖して，湖水全体を赤色ならしめることが知

られている（G.Huber・Pestalozzi,1950）。

1977年の 5月下旬に突如として琵琶湖全域に出現

し，現在まで毎年出現を繰返している所謂「琵琶湖赤

潮」は，黄藻類の Uroglenopsisamericana (Calkins) 

Lemmermannの野産によるもので， 「赤潮」の色は

赤褐色ないし黄褐色である。

水の華のうちで，水域表層の藻の集りが極端にうす

いものは，藻が水面に 1層に並ぶだけのものである。こ

の場合は表面膜の群集と言う意味で，特別にNeuston

（ニューストンまたはノイストン）と称する。貴藻類の

Chromulina rosanoffii (Voran.) Biitschliヒカリモ，

緑藻類の Ankyraancora (G. M. Smith) Fott, Nauto-

coccus emersus Geitlなどが Neustonとしての水の

華を形成する。

(7）湖沼における藻類の大発生と飲料水との関係

器類の著しい繁殖（水の華）が，湖水を着色したり，



BULL. PLANKTON SOC. JAPAN VOL 26,. NO. 2 (1979) 113 

臭気を発生せしめたり，毒成分を含有せしめたりする で， F水を不可能ならしめることもある。京都市水道

と，上水道の浄水操作に大きい影響が及ぶことにな 周の場合を例にあげて，この聞の事情を具体的に話し

る。また藻体が浄水場の伊過池の砂層の細孔をふさい た。
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