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播磨灘における Chattonella耐久細胞の分布と発芽温度1〕＇2) 

今井一郎・伊藤克彦・安楽正照

（南西海区水産研究所）

Distribution of Dormant Cells of Chαttonella in Harima-Nada, 
Eastern Seto Inland Sea, and Temperature 

Characteristics of Germination!)・ 2) 

lCHIRO IMAI, KATSUHIKO !TOH AND MASATERU ANRAKU 

Nansei Regional Fisheries Research Laboratory, Ohno-cho, Saeki-gun, 

Hiroshima-ken 73~ト04

Abstract 

Chattonella antiqua (HADA) ONO and Chattonella marina (SUBRAI王MANYAN)HARA et CHIHARA, 

Raphidophyceae, are known to be the most noxious red tide organisms causing serious damages 

to the fish farming in Japanese coastal waters, especially to yellowtail culture in Seto Inland 

Sea in summer. Vegetative cells of C. antiqua and C. marina have recently been identified 

from the seawater incubated with sediment samples. This fact indicates that these organisms 

have a benthic dormant stage such as cyst during the course of their life cycles. However, the 

morphology and process of the formation of dormant cells have not been clarified yet. Since 

sediment incubation seems to be a useful tool to predict the appearance of Chattonella cells, 

experiments were made together with the analyses of environmental factors such as bottom water 

temperature as a possible trigger for the germination of dormant cells. Sediment samples were 

collected using a core sampler at 22 stations in Harima-Nada, eastern Seto Inland Sea in April, 

1983 (Fig. 1). Surface sediments, 3 cm in depth, were used for incubation. Number of vege-

tative cells appeared in the incubation media (filtered seawater) was counted to examine the size 

fractions of dormant cells, the change of percentage appearance during the course of experiments, 

and the influence of temperature and light conditions on germination. The enumerations were 

made on the assumption that the number of vegetative cells counted after the incubation period 
of several days represented the total number of dormant cells of Chattonella in sediments. Two 

species were enumerated together, since it is di伍cultto distinguish C. antiqua from C. marina 

in certam case. 

The greater part of vegetative cells appeared from the size fractions between 30 and 58 μm. 

The cells in the size fractions between 30 and 75 μm occupied more than 80% of the total (Fig. 

2). Vegetative cells were五rstobserved two days after the initiation of incubation. The number 

of vegetative cells appeared was abundant during the period from 4th to 6th day. More than 

90% of the cells was found within a week (Fig. 3). Temperature seems to be a principal factor 

to induce the germination of dormant cells. Germination was successful in the entire range of 

temperatures tested, 15°C-25°C. The number of cells appeared was extremely small at 15°C 

and 18°C. It increased at 20°C with a peak at 22°C, and then decreased abruptly at 25°C (Fig. 

4). Light seems to have no relation with germination, although it is essential for the survival 

and growth of vegetative cells (Table 1). 

The distribution of dormant cells in Harima-Nada which is obtained with the sediment incu-

bation technique is shown in Fig. 5. The results indicate clearly the accumulation of dormant 

cells in the restricted areas. High density areas are presumably important as the potential seed 
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beds of the Chattonella red tide. Field observations in Hiroshima Bay, from 1981 to 1983, indi-

cated that the appearance of vegetative cells of Chattonella in the surface water regularly occurs 

when bottom water temperature rises to about 20。C (Fig. 6). It is therefore essential to五nd

the seed beds :firstly, and then monitor the rise of bottom water temperature in predicting the 

appearance of cells in the early stage of Chattonella red tide. The validity of the present methods 

needs to be investigated in different localities. 

近年，瀬戸内海をはじめとする多くの内湾水域において赤潮が頻発し，漁業や養殖業に大きな被害を与えてい

る．なかでも Chattonella（ホノレネリアと呼ばれていた）による赤潮は1969年に広島湾で発生が確認（高山 1972)

されて以来，瀬戸内海を中心に各処で発生が繰り返されている．我が国沿岸に出現する Chattonella属について，

原・千原（1982, 1983）は大形の Chattonellaantiqua (HADA) ONO，小形の Chattonellamarina (SUB-

RAHMANYAN) HARA et CHIHARA，および未だ種名の確定していない Chattonellasp. （球形 Chattonellaと

呼ばれている〉の 3種に整理した．これらの中で，漁業や養殖業に重大な被害を与える種は C.antiqua と c.
marinaである.Chattonellaの生活史については，未解明の部分が多く残されている.SUBRAHMANY AN (1954) 

は C.marinaが接合過程を経て球形の接合子（zygote）を形成すると報告しているが，その後の探索の努力に

もかかわらず天然水域におけるシストの存在は確認されていない．

一方，最近になって，冷暗所で保存した播磨灘の底泥を培養液中に懸濁して培養すると， Chattonella の栄養

細胞が出現することが明らかにされた（秋月ほか 1981）.著者らも，周防灘および広島湾の底泥を同様に処理す

ると Chattonellaが出現することを確認した（今井・伊藤未発表）．これらのことから， Chattonellaが底泥中

にシストあるいは耐久性のある細胞（以後耐久細胞と仮称する）の状態で存在していることは，疑いのないとこ

ろであろう．したがって，底泥中に存在する耐久細胞の確認とその分布量，ならびに発芽に関与する環境条件を

明らかにすることは， Chattonella赤潮の発生予知にとってきわめて重要であり，かつ急務であると考えられる．

著者らは一定の条件下で底泥を培養し，出現した Chattonellaの栄養細胞数を計数すれば，底泥中の耐久細胞の

おおよその存在量を推定することが可能であり，さらに Chattonella栄養細胞が出現する底泥試料を用いて実験

すれば，その発芽に必要な環境条件を究明することができると考えた．本報では，播磨灘底泥からの Chattonella

栄養細胞の出現に必要な温度条件，ならびに耐久細胞の地理的分布について述べ，あわせて Chattonella赤潮の

発生予知について考察した．

材料および方法

1983年4月25臼から27日の 3日間，南西海区水産研究所調査船しらふじ丸によって，播磨灘の22定点において，

KK式コアーサンプラー（木俣ほか 1960）を用いて海底泥を採集した（Fig.1）.採泥試料は表面から 3cm深ま

でをプラスチック容器に入れ，さらにこれらをビ、ニーノレ袋で包み，海面下2mの海水を流している容器に収容し，

温度を約 12-15°Cに保って実験室に持ち帰った．調査時の播磨灘底層水温は 10-12.s0cであったので，試料は

以後 11.5°Cの低温恒温槽中に暗所保存した．予備試験において， Chattonellaの栄養細胞が最も多く出現した

のは St.12の試料であったので，これを発芽条件を調べる実験に用いた．一連の培養実験には，研究所地先の

海水をワットマン GF/C グラスファイパーフィ jレターによって伊過したものを用いた． これは， Chattonella 

の栄養細胞が分裂増殖するのを抑えるとともに，他の珪藻類や鞭毛藻類の増殖を抑制するためである．また， c.
anti quaの小形細胞と C.marinaの大形細胞はサイズが近似し区別が困難であるので，以下の培養実験におい

ては，全て両種をあわせて計数した．

1. 底泥の粒径分画 湿重量 1.5gの底泥試料を炉過海水中に懸濁し，超音波処理後，目合い 100,75, 58, 

30および 20μmのナイロン網地をはった簡を用いて，順次伊過海水で洗浄伊別した．各箭上の試料を共栓試験

管に入れ，伊過海水で 5mlに定容した．培養は 22°C，照度約 3,500Ix，明暗周期 14L-10Dで行ない， 5日

後に出現した全ての栄養細胞を計数した．他の実験においても，基本的な試料の処理方法および培養条件は同様

である．
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Fig. 1. Location of the sampling stations in Harima-Nada, 

eastern Seto Inland Sea. 
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2. 栄養細胞の出現量の経日変化 粒径画分 20-100μmの底泥を 3本の共栓試験管に分注し（処理前の泥の

湿重量に換算して 0.4gずつ），伊過海水で 6mlに定容して培養した．培養は9日間行ない，毎日 1回各々の

試験管の表層から海水 4mlずつを採り，出現した栄養細胞を計数した．検鏡に使用した海水は，同温度の伊過

海水でその都度補充した．

3. 栄養細胞の出現量に及ぼす温度と光の影響 粒径画分 30-75μmの底泥を共栓試験管に分注し（処理前の

泥の湿重量に換算して lgずつ〉，伊過海水で lOmlに定容した．実験温度は 15,18, 20, 22および 25°Cの

5段階とし，各温度について 2本ずつで培養を行なった. 7日後に各々の試験管の表層から 4mlを取り出し，

その中に見られる栄養細胞を計数した．

7日経過後， 15°Cで培養したもののうち 1本を同一条件で，他の 1本を 22°Cに移して，さらに7日間培養

を続け，温度変化による影響を比較検討した．光の影響については，同様の泥試料を含む2本の試験管を，アノレ

ミホイノレで包み暗黒下で 22°Cに保ち，そのうち 1本は 7日後に，他の 1本については14日後に計数し，その後

両試験管を 14L-10D下に移してさらにそれぞれ7日間培養し，再度栄養細胞を計数して比較した．

4. 耐久細胞の分布 各定点の底泥試料 1-1.4gを箭処理して粒径20-75μmの画分を得た．それを共栓試験

管に収容し，処理前の湿重量に換算して 0.1g・ml-1の濃度になるように各々伊過海水で 10-14mlに定容した．

8-9日間培養した後，表層から 4mlをとり，その中に出現した栄養細胞数を調べ，その値を底泥中に存在する

耐久細胞数と見なした．

結果

1. 底泥の粒径画分別の Chattonella栄養細胞の出現割合

Fig. 2に示すように，栄養細胞は lOOμm以下の画分から出現し，とくに 30-58ρmの画分で全出現数の約
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70%を， 30-75μmの画分を合わせると 80%以上を占めた．なお，以下の一連の底泥試料の培養実験および当

実験において，いわゆる「球形 Chattonella（球形ホルネリア）」は確認できず，出現した Chattonellaは c.
anti quaと C.marinaであった．

2. 栄養細胞の出現量の経日変化

9日目までに出現した栄養細胞の総数（198細胞・g-1）に対する毎日の出現数の割合と，その累積頻度を Fig.3 

に示す．すなわち，栄養細胞は2日目から出現し始めるが，その量は 4-6日目の 3日間で最も多く合計で全体の

74%を占め， 7日目の累積数は全体の 91%に達した．
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Fig. 2. Percentage appearance of vegetative cells of Chattonella 

from different size fractions of sediment incubated. 
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Fig. 3. Daily appearance of vegetative cells of Chattonella 

from the sediment. Closed circle: cumulative percentage; 

histogram: daily percentage. 

3. 栄養細胞の出現量に及ぼす温度と光の影響

栄養細胞の出現数と温度の関係をみると Fig.4のとおりになる. 15 25°Cの聞の全ての温度条件で栄養細胞

の出現がみられた. 15°Cと 18°Cではその数は少なかったが， 20°cから増大し， 22°Cで最大となり， 25°Cで

は再び減少した．この結果から， Chattonella栄養細胞が底泥から出現するための好適な温度は， 20-22°C付近

にあると考えられる．

底泥からの栄養細胞の出現に与える光と温度の影響を検討した結果を Table1に示す. 15°C，明条件の場合，

栄養細胞は 7日後に 1-2細胞が出現したにとどまったが，さらに同条件で7日間培養を続けても出現数の増加は

ほとんどみられなかった．それに対し， 7日後に 15°Cから 22°C，明条件に移してさらに 7日間培養した結果，

92細胞の栄養細胞が出現した．一方， 22°C，暗条件下で7日および 14日間培養した場合にはいずれも栄養細胞

はほとんど確認できなかった．その後，明条件に移してそれぞれ7日間培養した結果，最初から 22°C，明条件

下に置いた場合（Fig.4）よりもいずれも出現数は少なかった．これは，晴条件下で早期に発芽した栄養細胞が

死滅し，遅れて発芽したもののみが明条件下で生存していた結果であると推察される．これらのことから，耐久
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TABLE 1. EFFECTS OF THE CHANGE OF TEMPERATURE AND LIGHT CONDITIONS 

ON THE APPEARANCE OF Chattonella FROM THE BOTTOM SEDIMENTS. 

Initial Period No. of cells Shifted Period 
,condition (days) (g ：~di：~~~）一1 condition (days) 

15°C 
7 1 

15°C 
7 

Light Light 

15°C 
7 2 tr；~t1 7 Light 

22°C 
7 。 22°C 

7 Dark Light 

22°C 
14 1 

22°C 
7 Dark Light 

細胞からの栄養細胞の発芽には，温度が重要な要因となっていると考えられる．

4. 底泥中に存在する耐久細胞の分布密度

No. of cells 

(g ~~~i:ir：~t）一1. 

5 

92 

9 

3 

39 

Fig. 5に示すように，耐久細胞の分布密度は水域によって大きく変動し，湿泥 lgあたり最小は O，最大は

'65細胞・g-1であった.20細胞・g-1以上の高密度域は中央部の東西の帯状域と，南部の香川県境に近い徳島県沿

岸域にみられた．一方， 10細胞・g-1以下の低密度域は鳴門海峡から小豆島東南端を結ぶ帯状域に認められた．

灘全域における耐久細胞の分布密度の単純平均値は約 14細胞・g-1であった．底泥の見かけの密度を 1.3 g・cm-3

と仮定すると， 3cm深までの耐久細胞の平均分布密度は， 1m2あたり約 5.5×105細胞と試算される．

考察

Chattonellaの栄養細胞が最も多く出現したのは，底泥粒径 30-58μmの画分からであった．このことは，

・Chattonellaの耐久細胞が栄養細胞の大きさに近いことを示唆している． また， 底泥からの Chattonella栄養

細胞の出現の経日変化から， 22。C においては耐久細胞の大部分が 7日以内に発芽するものと推察される．

Chattonellaの発芽に好適な温度は 20-22°C前後にあり， Gonyaulaxexcavataのシストの場合（ANDER-

SON & WALL 1978）と同様に，発芽には温度が最も重要な要素であり，光はその後の栄養細胞の生存に必要で

あるにすぎないことが判明した．播磨灘の底層水温は 7月には水深 30m 以上の場所でも 20°c以上に達するこ
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、ぬF。

134.30’E 

Fig. 5. Distribution of dormant cells of Chattonella in Harim会 Nada,

eastern Seto Inland Sea, estimated by the incubation of sediment. 

The number of vegetative cells enumerated after 8-9 days of incu-

bation was presumed as the number of dormant cells. Numerals 

indicate the number of dormant cells per gram wet sediment. 

と（秋月ほか 1982),C. antiquaは光が弱いほど浮上性が大きくなる傾向のあること（吉田・河口 1983）を考

えあわせると，底泥表面に存在する Chattonellaの耐久細胞は，水温上昇期に底泥表面温度が適温になると発芽

し，底層から浮上して栄養細胞として表層水中に出現するものと推測される．なお，海水の流動などによる海底

泥の擾乱があれば，底泥の表面下に埋まり発芽できない状態にある Chattonellaの耐久細胞が，発芽可能な底泥

表面あるいは底層水中に巻き上げられて発芽・浮上し，その結果表層の栄養細胞の増加をもたらす可能性も考え

られる．

Chattonella赤潮の発生には，耐久細胞から発芽・浮上した初期個体群の出現が第 l段階として重要であるう．

したがって，耐久細胞の発芽温度を考慮し，現場における水温の鉛直分布，とくに底層水温の推移と表層の栄養

細胞の出現との関連を把握すれば，少なくとも初期個体群の出現時期の予知が可能であると考えられる．そこで，

広島湾西部に位置する阿多田島の 1定点（ハマチとカキの養殖漁場）で 1981-83年に観測した表層および底層水

温の推移と，表層で Chattonellaが初めて確認された時期との関係について検討した（Fig.6). Chattonella出

現時期の表層水温は 22.7-27. 5°Cの範囲にあり，両者の聞にはとくに明瞭な関係は認められなかったが，その

時の底層水温は常に約 20。C付近にあった．また，播磨灘南部海域における秋月ほか（1980,1981, 1982）の報

告から推定すると，底層水温が 20°c前後に達した時に Chattonellaが表層で確認されている．

播磨灘における Chattonellaの耐久細胞の分布密度は，一様でなく場所により変動が大きかった．このような

分布の特徴は，潮流などの流況に影響されるものと推察される．灘中央部の高密度域は海水の停滞しやすい傾向

を持つ水域である可能性がある．また，徳島県沿岸の高密度域は，海水の収束する傾向のある水域にあたる（深

瀬ほか 1981）ので，耐久細胞は両水域に集積されたものと推測される．鳴門海峡から小豆島東南端を結ぶ帯状の
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Bay, from April to October, 1981-1983. Arrows indicate the date on 

which vegetative cells of Chattonella were五rstdetected. 
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低密度域は，時折紀伊水道系水が強く流入する経路にあたると言われている（深瀬ほか 1981）.耐久細胞が高密

度に存在する海域は，初期個体群のたね場として赤潮の発生に関係が深いと考えられる．また，播磨灘のほぼ全

域に耐久細胞が少量ではあるが分布していることも注目に値する．高密度域の Sts.は泥分（メッシュ 250以下の

粒子〉含量が 90%以上の海域内（水産庁 1980）に位置していた．一方，低密度域の Sts.は，泥分含量 50%前

後の場合もあったが， 90%以上を示す場合もあり（水産庁 1980），耐久細胞の分布密度と泥分合量との聞の関

連性は明瞭でなくこの点に関しては今後検討が必要であろう．

本研究に用いた底泥中の耐久細胞数の推定方法は，出現した栄養細胞数を基礎にしている．栄養細胞の出現量

の経日変化を調べた実験における総出現数と，分布密度の推定値の聞にはかなりの差が見られた．前者の場合，

海水を毎日交換したので試験管中の底泥が撹持され殆んどの耐久細胞が発芽する機会が得られたのに対し，後者

の場合は計数まで静置されたため底泥に埋没した耐久細胞が発芽できなかった可能性がある．したがって，ここ

に示された播磨灘の耐久細胞の分布推定値は過少評価されている可能性があるが，相対的には分布の特徴を示し

ていると考えられる．

現時点において Chattonellaの耐久細胞の形態は不明であり，その確認同定が緊急の課題であることは言うま

でもない．しかし，本研究で述べた培養技法を用いることにより， Chattonella赤潮の発生する海域で，そのた

ね場を推定することは可能であろう．さらに，各海域において春から夏にいたる水温上昇期に，底層水温の推移

を監視し，必要に応じて栄養細胞を計数することによって，赤潮発生の第 1段階である初期個体群の出現を確認

することは，赤潮発生予知の手段の 1つとして有効であると思われる．
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