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13.噴火湾における微小動物フ。ランクトン群集の摂食量の見積

小達恒夫（北大水産）

14.希釈法による微小動物プランクトン摂食量の測定
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谷 口 旭（東北大農）閉会挨拶 コンビーナー

微小動物プランクトン研究のきっかけが，前

世紀末に V.HENSEN教授がプランクトンの定

量研究を開始したことにあることは，今では良

く知られている．しかし現在のような興味と

手法によって微小動物群が研究されるようになっ

たのは， 1960年代後半からのことであり， 日

本でのスタートはそれより更に 10年遅かった．

しかしそれでもすでに 10年を経ており，得

られた成果を総覧して今後の研究計画立案に資

すべき時期に至ったように思われる．

微小動物フ。ランクトンに関するシンポジウム

は我国としては初めてであり，従って話題の範

囲はかなり広くならざるを得なかった．シンポ

ジウムとしては異例だったかも知れないが，ス

コープを広く浅く取り，休憩時間も設けずに強

行した．討論時間も十分には取れなかったけれ

ども，最近の発見や多くの知見を幅広く総合的

にお話しいただいたので，海の微小動物プラン

クトン群集とその栄養生態等について，参加し

た人々の頭の中には，かなり具体的なイメージ

が刻まれたのではないだろうか．

幅広いレビューを準備されたスピーカの方々，

事実上の討論者の役も引受けられた座長の方々，

また会場設営に当って下さった海洋研究所プラ

ンクトン部門の方々に，厚くお礼を申し上げる．

このシンポジウムの成果が，参加された多勢の

方々の研究や考察に役立つことがあれば，企画

に当った者には幸運の極みである．

（谷口旭）

1従属栄養鞭毛虫類

原成光

微小動物フ。ランクトン群集内における従属栄

養鞭毛虫の重要度は，餌料となるバクテリアの

濃度が低い（例えば＜106cells ・ml-1）ときに，

大きくなる．鞭毛虫は低密度のバクテリア群集

からも，選択的な食餌行動により，効率良くエ

ネルギーを得ることができるらしい．演者は鞭

毛虫対繊毛虫現存量比の地理学的変化の実例を

示し，また中緯度海域における複雑な微生物食

物網（microbialfood wed）と対比して，南極

海では鞭毛虫から高次消費者へつながる短絡的

な食物連鎖系ができているらしいことを示した．

2.現場における細菌と鞭毛虫の量的関係

今井一郎

従属栄養鞭毛虫は主に細菌を摂食し，一方で

は超微植物プランクトンや溶存有機物をも利用

している．鞭毛虫の捕食者である繊毛虫は細菌

を摂食することもあり，捕食者と競争者との両

面を持っている．このように微生物食物網の中

で、の鞭毛虫の位置や役割については，まだ整理

されうるほどの知見は得られていない．演者は

瀬戸内海の広島県沿岸での実測値を基に，細菌

と鞭毛虫の定量的関係を示し，細菌の現存量と

生産量とを対比しながら，鞭毛虫の現存量や摂

食量の重要度を論議した．

3.無殻繊毛虫の生態と微生物

前回目調

微小動物プランクトン群集中には，多種多様
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な無殻の繊毛虫類が出現し，食性や食物網中の

位置・役割も様々である．多くの種は生体ある

いは非生体の粒状物を摂食するが，溶存有機物

を直接利用したり，体内共生藻類の生産に依存

する種もある．また繊毛虫は，より大型のネッ

ト動物プランクトンに捕食されるので，自然海

域ではネット動物と微小動物現存量には逆相関

が見られるという．繊毛虫が細菌を摂食すると

きには種選択性を示すので，繊毛虫の摂食活動

は周囲の細菌相の遷移の要因になる．演者は，

その作用のしかたは，摂食による間引効果によっ

て餌料細菌種の増殖を促し，その種を優占種に

するように働くことを示した．

4.現場における細菌と繊毛虫の定量的関係

山本啓之

海水中の細菌群を摂食する原生動物は多く知

られており，その摂食活動は海水を殺菌する役

割を担っていると，演者は考えて研究に当った．

繊毛虫はグラム陰性菌ならば選択性を示さずに

摂食し，安定した培養系における繊毛虫／細菌

細胞数比は 1/100になり，自然海洋では 103-

1Q4・ml1以上の生菌数（いずれも平板法による

数）がないと繊毛虫群集の維持が果されないこ

となどが示された．また，摂食された細菌の一

部は消化されずに，生きたまま排出されること

があることも指摘された．

5.有鐘繊毛虫類の増殖特性と餌料

神山孝史・会沢安志

有鐘繊毛虫類の研究は分類と分布，現存量そ

して最近では室内飼育実験による代謝の研究へ

と発展してきている．有鐘類群集の繁殖を高め

る要因は第一に充分な餌料の存在であるが，ナ

ノプランクトンサイズの植物プランクトンや従

属栄養鞭毛虫類が主な餌料だと考えられている．

餌料濃度が 100-300μgC・liter-1あるいは微

細藻類の場合には 104cells・mlIまたは 2-4

μgChl・liter1程度のときに，有鐘類の増殖率

が高くなる．もう’つの繁殖促進要因として，

演者等はシストに注目した．瀬戸内海の広島県

沿岸域での研究によれば， この海域の有鐘類の

ほとんどがシス卜を形成すること，そのサイズ

が20-125μ,mの範囲にあること，餌料プラン

クトン現存量とシスト発芽率とに正の相関を示

す種と，反対に負の相関を示す種のあることが

示された．

6.植物プランクトンの増殖に及ぼすAmphorella

sp.及びNoctilucaの影響

土屋晴彦・宮本淳司

三河湾の赤潮は周年見られるといってもよい

が， 3月と 11-12月には赤潮発生件数は少な

い. 1986年 10--12月は特に赤潮発生が少なかっ

た．その要因として気象や海水成層度が平年と

は異なっていたと考えられたが，それらに加え

て，有鐘繊毛虫Amphorellasp.の現存量が異

常に高い(1伊cells・liter1の桁で最大9×1σ）こ

とも要因と考えられた. Amphorellα個体群密

度と植物プランクトン群密度との聞に見られた

明瞭な逆相関関係は， Amphorellαの摂食圧に

よる赤潮抑制効果を暗示しているように見える．

7.シオミズツポワムシの生態系飼育における

窒素及びエネルギー収支

山崎繁久・平田八郎・荒牧雄 A

演者等が開発したシオミズツボワムシの生態

系飼育法（フィードパック飼育法）の系内におけ

る窒素循環の模式が示された. 180literの水槽

内で餌料としてナノクロロプシスと酵母を与え

てワムシを飼育し，固型老廃物の無機化を促進

する付属装置を備えて，通気しながら 60日間

以上の実験を行った．増殖したワムシはほぼ毎

日収穫して，系内での密度を 100indi v ・ ml -i 

に保った．その結果から 1日当りの窒素収支を

計算すると，少なからぬ量が脱窒により逸散す
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るが， 39%のものが毎日の収穫となり，系内の

再生産等を考慮するとワムシの生産効率（収穫

／餌料生産比）は 44%となった．

8.シオミズツポワムシによる微生物捕食とそ

の意義

字城正和・日野明徳

大量飼育系内では，ワムシは与えられた植物

プランクトンや酵母のみならず，系内で増殖す

る細菌をも摂食していることは明らかである．

このときフロックを形成している細菌が摂食さ

れるから，フロックの大きさが細菌摂食量を支

配している可能性がある．演者らの実験による

と，ナノクロロプシスが摂食されて減少してく

ると，それまで増加してきた細菌フロックが減

少しはじめ，その変化は約20μm以下のフロッ

クに限って見られた． このことはワムシが，最

初は植物を選択的に摂食し，それが不足すると

細菌フロックを摂食することを示している．こ

のような摂食転換は自然海洋でも起っていると

予想された．

9.三河湾におけるナノ植物プランクトンの生

産

田中庸央・佐野方昂・大沼淳一

植物プランクトン群集の中でナノプランクト

ンが占める割合は，富栄養内湾海域では小さい

と言われており，殊に我国では熱心に研究され

ているとは言い難い．本講演は数少ない例の一

つである．春あるいは秋の鉛直混合の起りやす

い時期には大型の珪藻が優占し，その問の成層

期には小型珪藻や微小鞭毛藻が卓越する現象は，

他の海域と同様に三河湾でも見られた．後者の

ような成層期には沈降フラックスは小さいのが

一般的だが，三河湾ではそれが大きく，何らか

の小型粒子沈降加速過程のあることが示唆され

た．その時のセジメントトラップの中に有鐘繊

毛虫類が多量に捕捉されていたことが示された．

10.外洋域におけるピコ・ナノプランクトン生

物量

古谷研

ナノプランクトンサイズの植物プランクトン

は，いずれの海域にも多産するが，特に外洋域

における優占度は極めて大きく，近年益々強く

認識されるに至った．一方，ナノプランクトン

の細胞当りクロロフィルおよび有機炭素の含量

が細胞体積と逆相関を示し，かっ有機炭素／ク

ロロフィル比（C/Chl)が細胞体積とほぼ正の

相関を示すことが，一般的に見られることなど

が指摘された．すなわち，ナノプランクトン生

物量を細胞数，体積，クロロフィル量，炭素量

のいずれによって測定するかによって，結果が

幾分異なることがあることも指摘された．

11.九州沿岸域における微小動物プランクトン

群集

中嶋純子

稚仔魚の餌料生物群として微小動物プランク

トンをながめると，生物量の点ではコペポーダ

の幼生が重要である．ノープリウスならびにコ

ペポダイト幼生は，他の微小動物群に比較して

体サイズが大きいので，個体数が少なくても生

体量は大きくなり，多くの場合に最優占群とな

る．ただし奥深い湾の湾奥部では傾向は逆にな

り，富栄養化した大阪湾や東京湾の奥部では繊

毛虫プランクトンの生体量の方が圧倒的に大き

い．これに比べ，九州の有明海は奥深い大湾で

あるが，コペポーダ幼生と繊毛虫の生体量は，

大差はないものの，前者の方が大きく，大阪湾

や東京湾とは性格を異にしていることが示され

た．

12.日本海沿岸域における微小動物プランクト

ン生物量

広田祐一

日本海における微小動物プランクトンの研究



微小動物プランクトンの群集と栄養 73 

例は少ない．演者は富山湾での研究結果を一例

として示し，他の多くの海域と同様にコペポー

ダノープリウス幼生が最優占するけれども有鐘

類の優占度もかなり大きいことを明らかにした．

前者は冬と夏により多く，後者は春に多かった．

それらの微小動物群全体に占める体積比は，湾

奥部と湾口部で，それぞれ42%と41%（ノープ

リウス）および31%と36%（有鐘類）であり，全

微小動物プランクトン体積とネット動物プラン

クトン体積の総和のうちで微小動物が占める割

合は，湾奥と湾口部で平均 38%および 36%で

あった．さらに，微小動物フ。ランクトンの季節

的消長や鉛直分布等の分布生態が，河川｜から流

出する陸水の拡がりによって影響を受けている

ことも明らかにされた．

13，噴火湾における微小動物プランクトン群集

の摂食量の見積

小達恒夫

亜寒帯水域では春期に植物プランクトンのブ

ルームが起り，それは間もなく急速に終息する．

その理由の一つに，ブルームに遅れてピークを

示すネット動物プランクトンの摂食圧が数え上

げられる一方，その摂食圧がブルームを終息さ

せるには弱すぎることも，従来から指摘されて

きた．演者は微小動物プランクトンの摂食圧が

これを補う説明になり得る可能性を検討した．

微小動物プランクトンの食物消費量を見積る際

に，環境水温と動物の体重および個体群密度か

ら計算すると (Ikedaand Motodaの式），春期

のブルーム終息の説明は相変らずできない． し

かし，食物消費量が食物濃度に依存するという

観点を加味すると，ブルーム終息はもとより，

周年に亘って植物フ。ランクトン現存量の変動を，

微小動物プランクトンを含めた動物群集の摂食

圧によって説明できることが示された．

14.希釈法による微小動物プランクトン摂食量

の測定

津田敦

微小動物プランクトンの摂食量を見積る方法

はいくつかあるが，本講演では希釈法を採用し

て測定した結果が報告された．海域は亜寒帯外

洋域で，時期は春期ブルーミング期であった．

得られた結果は， 20μm以下の微小動物の摂食

率は低かったが， lOOμm以下のそれはかなり

高かった． これは微小動物プランクトン群集中

に占める 20μm以下の動物現存量が非常に少な

かったことと一致する．摂食量を基礎生産量に

対する割合で示すと， lOOμm以下の微小動物

群は 1日当り 28-37%を摂食し， 20μm以下の

群は同 3-15%を摂食した．亜寒帯の低水温期

には， Ikedaand Motodaの式によって見積ら

れる摂食量が過少評価になる傾向を，小達と同

様に指摘した．

15.榛脚類による微小動物プラントンの捕食

大塚攻

榛脚類プランクトンが微小動物フ。ランクトン

を捕食することを示す断片的なデータは数多く

報告されているが，榛脚類の時空間分布や口器

形態の特性との関連が検討された例は少ない．

演者は瀬戸内海に出現するカラヌス日榛脚類多

種について，これを検討した．その結果全調査

種類の 55%に相当する 60種が有鐘類を捕食し

ており，その大部分は懸濁物摂食榛脚類であっ

た．肉食性梶脚類はノープリウス幼生を捕食す

るが，有鐘類をめったに摂食していない．また

近底層に分布する榛脚類は無殻繊毛虫を重要な

餌料としていることも明らかにされた．外洋性

の槙脚類が尾虫類のハウスを摂食していること

も明らかになり， これらの事実から，ノてクテリ

アやナノプランクトンと榛脚類との聞に微小動

物プランクトンが介在することが示された．



74 日本プランクトン学会報第36巻第1号（1989)

16.イワシ類シラスによる微小動物プランクト

ンの捕食

魚谷逸朗

カタクチイワシのシラスについて，その形態

的特徴と消化管内容物あるいはシラスの成長と

食餌との関係が検討された．調査された約2000

尾のシラスのうち 8%弱のものの消化管内に食

餌が認められた． シラスの 90%以上が空胃で

あることは珍らしいことではない．餌料生物で

優占したものは沿岸性の榛脚類コベポダイトと

ノープリウス幼生，多毛類などであった．シラ

スが小さなとき（体長 lOmm以下）， ノープリ

ウスは最も重要な餌料となっているが，その重

要度はシラスの成長に伴って低下して，コペポ

ダイトが最重要群になることが明らかにされた．

カタクチイワシシラスは鞭毛藻だけでは生残で

きないことが知られているが，自然海中でもノー

プリウスを主要な餌料にしていることが示され

た．
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