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プランクトンシンポジウム

プランクトンの生産をめぐる諸問題

Problems in the Study of Production in Planktonic Organisms 

主催：日本プランクトン学会・日本海洋学会

日時：昭和62年4月5日（日） 09:30～16:55 

場所：東京水産大学講義棟34番教室

コンビーナー：小池勲夫（東大海洋研）・石丸隆（東大

海洋研）・池田勉（日本海区水研）

フ。ロク事ラム：

開会挨拶：安楽正照（日本プランクトン学会長）

小池勲夫（東大海洋研）

座長石丸隆（東大海洋研）

1. 海洋における植物プランクトンの生長速度

古谷研（東大海洋研）

2. 植物プランクトン生産に関係する他感作用につい

て 本城凡夫（養殖研）

座長小池勲夫（東大海洋研）

3. 水界における従属栄養細菌群集の生産速度

木暮ー啓（東大海洋研）

4. バクテリアと微細藻類の生産における相互作用

田中信彦（養殖研）

座長池田勉（日本海区水研）

5. 微小プランクトン（無色鞭毛虫）

今井一郎・伊藤克彦（南西水研）

6. 微小プランクトン（繊毛虫）

谷口 旭（東北大農）

川上玲子（鹿児島大理）

7. 動物プランクトン（カイアシ類）

上真一（広大生物生産）

8. 動物プランクトン（混合個体群）

池田 勉（日本海区水研）

9. 稚魚 大関芳沖（東大農）

閉会挨拶・小池勲夫（東大海洋研〉

シンポジウムの目的

小池勲夫（東大海洋研）

海洋生態系におけるプランクトンの生産の問題はプ

ランクトン研究の中心課題のーっとして常に位置づけ

られて来たが，近年盛んになって来た開放的な海域で

の増養殖漁業においてもこの問題は極めて重要であ

る．今回のシンポジウムでは海域での食物連鎖を構成

する各栄養段階の生物群集ごとに，生産速度を推定す

る方法やその問題点，あるいは生産を規定する他の生

物群集との相互作用などの諸因子について現在までに

得られている知見をまとめた．各生物群集の特性や，

研究の歴史によりその問題の所在はさまざまであるが，

ここでまとめられた知見が，今後のプランクトンの生

産に関する基礎ならびに応用の研究において役立てば

幸いである．

講演要旨

1. 海洋における植物プランクトンの生長速度

古谷研（東大海洋研〉

海洋の一次生産の特徴は，現存量あたりの生産量が

非常に高いことであるが，その回転率，すなわち生産

を担う植物プランクトン群集の生長速度についての情

報は大変少なく，また従来報告された値も他の状況証

拠からみて低すぎると考えられている。これは，主と

して植物プランクトンと微小動物プランクトンとを分

離して測定することが困難であるために起こる．現時

点では，大型動物プランクトンをネットで除き，ろ過

海水によって現場群集を希釈して微小動物プランクト

ンによる捕食効果を抑えたうえで 14cの取り込みによ

って生産を測定し，また蛍光顕微鏡下でクロロフィノレ

蛍光を発する細胞の体積をもとめ，そこから炭素量に

換算する方法で現存量を求める方法が良いと考えられ

る．また， 14cで標識されたクロロフィノレ aの割合か

ら生長速度を推定する方法によれば，植物のみの現存

量をベースに生産速度を測ることができる．しかし，

両者を同時に行った場合にもファクター 3程度のバラ

ツキがあり，更に，方法の改良が必要である．

現場における種毎の光合成速度を求めるために， 14c

を加えてインキュベートした試水から顕微鏡下で細胞

を拾い測定する方法がある．東京湾においてこの方法
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で求めた，種毎の光合成量の総和は現場海水当りの光

合成量とよく一致した．細胞当り炭素量を細胞体積か

ら求めることにより，現場における個体群生長速度を

種毎に求めることが出来，種の消長等を予測する有力

な方法となりうる．

2. 植物プランクトン生産に関係する他感作用

について

本城凡夫（養殖研）

植物や微生物が生産し分泌もしくは排せつした有機

化合物により微生物や植物の増殖が抑制されたり促進

される作用を他感作用（allelopathy）と言う．この様

な作用の存在は古くから知られており， Chlorellaの

自己増殖抑制物質や， Chlamydomonasが Haemato-

coccusの増殖を抑制する物質などの抽出が行われた．

野外調査による SkeletonemaとHeterosigmaの交互

優占現象や， Heterosigmaが増殖した培地では Skele-

tonemaの増殖が抑制されることなどが PRATT(1966) 

により指摘されたが，その物質的裏付けは今日までに

成されていない．筆者らはこの抑制作用が活性炭処理

によって失われること， Heterosigmaの赤潮水や藻体

自体から抽出した多糖物質がSkeletonemaの増殖を抑

制すること，さらに藻体から抽出した物質が細胞表層

のグリコカリックスとおなじ化学的性質をもっ多糖タ

ンパク複合体であることを明らかにした.Hetero-

sigma細胞表層のグリコカリックスが海水中に溶存

し， Skeletoenmaの増殖を抑制することが考えられる．

他感作用が植物プランクトン相互の栄養塩摂取に対す

る競合等とともに群集組成の決定や変化等を通じて生

産に関与している可能性が大きい．

3. 水界における従属栄養細菌群集の生産速度

木暮一啓（東大海洋研）

細菌群集の天然水界中における主要な機能は，溶存

態有機物を菌体，つまり捕食されるのが可能な懸濁態

有機物へと転換し，一つの食物連鎖の起点となること

である．細菌群集の現存量，生産速度，同化効率の 3

つの数値が求まれば，彼らの水界中有機物代謝に果す

貢献が明らかになるはずである．これが細菌群集の生

産速度を求める主要な目的である．

その方法に必要なのは， 1）細菌群集にのみ選択的に

用いうること， 2）天然の状態を大きく変えることなく

測定しうること， 3）十分な感度を持つこと，である．

実際，多くの方法が開発されてきたが，感度を満足さ

せるために， RIを使用するのが普通である． 1980年

代になってから〔aH〕チミジンの取り込みによる方法

が開発され，これを軸にその方法論的検討，実際の様

々な水界での適用が試みられてきた．この方法を含め，

いずれもが完壁とは言えないものの，近年の知見を総

合すると，一次生産の30～50%程度に相当する有機物

が従属栄養細菌群集を経由しているものと考えられる．

4. バクテリアと微細藻類の生産におげる相互

作用

田中信彦（養殖研）

水界生物群の中で細菌群と微細藻群は相互に作用を

及ぼしながら，水界における食物連鎖の底辺を形成し

ているが，これらの相互作用を以下の具体例を通じて

論じた．

(1）琵琶湖沖帯における緑藻や珪藻によるグリコーノレ

酸の生成とグリコーノレ酸利用細菌の選択的増殖．

(2）琵琶湖沖帯における植物プランクトン細胞内の細

菌増殖阻害及び促進物質の，動物プランクトンによる

摂食作用を通じての水中への放出とそれらによる細菌

増殖の制御．

(3）琵琶湖における淡水赤潮 （Uroglenaamericana) 

が栄養的に光合成摂食性であり，明条件下で細菌を摂

食することの現場と実験室における解析．

(4）海産クロレラ （Nannochloro1うsis）の大量培養時に

おけるクロレラの生理状態の悪化及び藻体数の急速減

少と，クロレラの増殖阻害能を持つ細菌群集の急増と

の関係．

5. 微小プランクトン（無色鞭毛虫〉

今井一郎・伊藤克彦（南西水研）

無色鞭毛虫類（従属栄養性微小鞭毛虫類： HMF）は，

近年，海洋細菌捕食者としての食物連鎖における重要

性が認識されるようになった．現在， HMFの計数に

は蛍光染料による染色と，落射蛍光顕微鏡を用いた直

接検鏡法が主に用いられている．

周防灘における HMFの存在量は， 1983年5月で

0.5-3.5×103・ml-1(2-14mgC・m-3), 7月で 0.9-4.5

×103・ml-1(2-9mgC・m一つであった．細菌は数におい

て約 103倍，現存量で約2-3倍である.HMFのサイ

ズは球形換算の直径で 2-4μmのものが多かった．南

西水研桟橋 （広島湾）の 2m層における HMFの季
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節変動は 1-9×103・ml-1(2-20mgC・m りの範囲で，夏

に多く冬に少なく，細菌との存在比は周防灘と類似し

た．現時点では HMFの生産量測定法は確立されてい

ないが，その推定例を示した．また，HMFによる細菌

捕食速度についての既往の知見を紹介し，海洋の低次

生物生産過程における HMFの役割について論じた．

6. 微小プランク卜ン（繊毛虫〉

谷口 旭（東北大・農〉

川上玲子（鹿児島大・理）

繊毛虫プランクトンの摂食，呼吸，増殖の潜在能力は

極めて大きいが，それらの変動も激しい。例えば，餌

料生物の種類や濃度によって，摂食率が当然変化する

ということのほかに，飼育実験時間の長さや Pre-

historyによって実験結果が偏る程度も甚だしい．こ

の性質は，体が小さく，世代時聞が短かい繊毛虫とし

ては当然なことで，自然の海で餌料生物のパッチに出

会ったときに，素早くそれを利用するのに役立つてい

ると考えられよう．しかし，この性質によって，我々

はまだ繊毛虫の生産能力に関する代表値というものを

知ることができていない．良く計画された実験を続け

ることの大切さはいうまでもないが，当面はある幅

( 1桁）を与えた数値で，生産能力を表現しておくのが

現実的だと考えられる．例えば，現在までに測定され

た呼吸率のデータを応用して， IKEDA& MOTODAの

式による生産能力の計算をしたところ，高い報告例に

基づいた場合の生産は，飼育群の対数増加期の成長に

一致し，低い報告例に基づく計算結果は増加期末期の

成長と一致した．

7. 動物プランクトン（力イアシ類〉

上真一（広大・生物生産）

幾つかある動物プランクトン生産量測定法の中で，

所調累積法は世代時聞が短く，再生産が連続的に行わ

れる動物プランクトン個体群の生産量を推定するのに

最も精度の高い方法である．本法に必要なパラメータ

を得る上での問題点を論じ，本法を使用した生産量推

定の過程を瀬戸内海中央部に出現するカイアシ類

Pseudodiaptomus marinusを例に述べた．また最大の

問題点である室内飼育実験より得たデータの天然個体

群への適用に関して，最近得た知見から瀬戸内海の植

食性カイアシ類の生産と餌料供給量との関係について

言及した．

8. 動物プランクトン（混合個体詳〉

池田勉（日水研）

海洋に出現する動物プランクトンはその分類学的多

様性と同時に広大な体サイズスペクトラムで特長づけ

られる．このような混合個体群全体の生産速度の近似

値を得る実用的方法として， 1）動物の RNA（リボ核

酸）含量に基づく方法（BAMSTEDT& SKJOLDAL 

1980), 2）酸素消費度に基づく方法（IKEDA& MOTO-

DA 1978), 3) ff5水速度に基づく方法（HUNTLEY& 

BOYD 1984）を紹介した．

今後，これらの方法による推定値の精度をあげるに

は 1）では動物の成長速度の変化に敏感な mRNAの

分離定量， 2), 3）では従来用いられていた動物体の体

積に基づくサイズ分析から，炭素，ちっ素に基づくサ

イズ分析に変えることが考えられる．後者では近年開

発が進んでいる画像解析の利用が適切であろう．

9. 稚魚

大関芳沖（東大・農）

仔稚魚の生産過程の理解にはその生理・生態学的な

情報が不可欠であるが，これらの知見は仔稚魚の飼育

技術の向上にもかかわらず，不十分な現状にある．

キス・マダイ・イシガレイ等沿岸魚類の仔稚魚期に

おける生理特性は，器官形成過程に応じて，大きく変

化していた．消化器官が一応の完成をみるまでの聞の

仔魚は，水温に対する適応能力は大きいが，塩分に対

する適応能力および飢餓耐性は小さく，連続的な摂餌

によって必要とするエネノレギーを得ているものと考え

られた．さらに鯉弁，骨格，鰭条等の形成が始まると，

遊泳力の増加や鯨の機能化が進み，飢餓耐性にも増大

が認められた．その後，骨格，鰭条等が完成に近づく

ことにより遊泳力が増大し，機械的な衝撃，塩分変化

等の物理化学的環境に対する抵抗力も増すものと考え

られた．

以上のように仔稚魚の生理特性は各々の魚種や成長

段階により異なるため，今後仔稚魚期の生産を論じる

には，その器官形成過程を考慮にいれて生理・生態学

的な特性の変化を把握することが重要であろう．
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