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Abstract Harmful algal blooms likely occur in enclosed coastal regions and sometimes cause the toxification and/ 

or mortality of marine organisms such as fish and shellfish. To understand the bloom dynamics of harmful algae, it 

is important to clari今theeffects of light intensity on the algal growth.百iispaper reviews the techniques of photo-

irradiation and cultivation for analyses of algal growth and discusses the growth responces (light-responsive 

growth) of harmful algae to various light intensities. As natural light enters the water column, the red color and in-

frared range of the light are absorbed near the surface of oceanic waters; thus, blue light accounts for a large pro-

portion of PAR (photosynthesis available radiation) penetrating into water. High-brightness white LED (light-

emi抗ingdiode) is capable of simulating closely such light spectrum of natural PAR in oceanic water. I, along with 

co-workers, evaluated the light-responsive growth of the harmful species such as Ostreopsis sp. 1 by using a newly 

developed photoirradiation-culture system which has white LEDs as light source. Our results showed that these 

tested harmful algae are able to grow at low light intensities of 10°～101 μ mol photons m 2 s 1 and even under a 

strong light of 103 μ mol photons m 2 s 1.百ieoptimal light intensities for algal growth seem to be di佐rentamong 

the species.百iissuggests that harmful algae may have divergent growth strategies in response to light intensity. I 

think that high-brightness white LEDs and a photoirradiation culture system equipped with them can be powerful 

tools for the understanding of the bloom dynamics of harmful algae. 
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1. 背景・目的

沿岸海域では有害・有毒微細藻類の発生（有害・有毒

ブルーム）に伴い，ときに魚介類の大量舞死あるいは毒

化が引き起こされている．これらの現象は水産環境・公

衆衛生環境の保全を妨げる大きな問題であることから，

有害・有毒ブルーム全容の理解は喫緊の課題であり，と

りわけそのカギどなる光条件を明らかにすることが重要

度）の影響を精査するこどは重要である．

ここでは，微細藻の光照射培養に関する知見，特に方

法論を概観し，その上で著者らの新手法によって明らか

どなった微細藻種の光応答増殖について議論する．な

お，ここで述べる光応答増殖とは，光強度依存型の増殖

のことを指す．

である．有害・有毒フ。ルームの場どなる海域では，青色 2. 光源

光に富んだ自然光が水中を透過する過程で目まぐるしく 太陽光は幅広い波長の光から構成されている．このう

変動している（Kirk1992）.したがって，水中透過光に

近似な光を制御・照射可能なシステムを確立し，有害・

有毒微細藻の増殖と光どの関係を精査することが不可欠

である．しかしながら，一般光源（蛍光灯など）を用い

た従来システムには，後述する様々な問題がある．それ

らの問題を考慮あるいは解消し，有害・有毒微細藻類の

増殖に及ぼす光の影響，とりわけ光量子束密度（光強

ち光合成有効放射（photosynthesisavailable radiation: PAR; 

400～700 nm）の光量子束密度，いわゆる光強度は，晴

天時の沿岸表層において最大1000～2000μmol photons 

m-2 sーlに達し，天候・時間によって大きく左右される．

水中に入射した光は，次式にしたがい，水中を透過する

過程で減衰していく（阻rk1992). 
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ここで、Lz,L，ならびにkは，それぞれ各深度（z）におけ

る光強度，水面（z=O）の光強度ならびに光の減衰係数

（消光係数）を意味する．この式でも表されるように，

水中の光強度は，深度の増大どともに指数関数的に減少

していく．また，紫外線ならび、に赤色の光は水面でほと

んど吸収されるのに対し，青色の光は選択的に透過しや

すい（Kirk1992）.つまり，光の強度だけでなくスペク

トJレもまた深度に依存して変化する．このような光環境

における微細藻類の増殖生理・生態を明らかにするため

には，実環境中の水中透過光を可能な限り再現できる光

源が求められよう．

2-1. 蛍光灯

現在，微細藻類の培養に用いられている主な光源とそ

れらの特徴をTablelに示す．詳細はCarvalhoet al. 

(2011）を参照されたい．このうち白色蛍光灯は，放電

により発生した紫外線を，複数の蛍光体により白色光へ

ど変換している．そのため，照射光には変換しきれない

紫外線が含まれている．一方向から照射される光は，最

大400μmol photons m 2 s 1程度（あくまでも試料面の照

度，培養器内で適切に光源をセットアップした場合）で

あり，海洋表層でみられる強烈な光には及ばない．強い

光を再現するには，複数方向からの光照射が不可欠であ

る．また，安定器を介した交流による電気供給のため，

通常は100/120Hz，場合によっては240Hzで、光が点滅し

ている点も自然光どは大きく異なる．さらに，白色蛍光

灯の光の主組成は，その三原色である青，緑および赤の

輝線から構成されており，青色に富んだ、水中透過光どは

大きく異なる．このように，白色蛍光灯の光は，強度・

スペクトJレの両面でフk中透過光どは大きくちがう．どは

いえ，その発光効率のよさから，一般照明機材として，

また植物・微細藻類の培養光源どして優れており，現在

まで広く普及している．

2-2. タングステン・ハロゲンランプ

これらのランプからの光は，抵抗体への通電加熱に

よって放射される．発光部が小さく輝度が高いため，当

該ランプであれば，一方向からの照射でも IOOOμmol

photons m -z s l以上の光強度を試料面で確保することが

できる．そのため，強烈な光の照射下にある微細藻類の

光合成活性などの測定に多用されてきた．問題になるの

は波長組成ど熱である．タングステン・ハロゲンランプ

いずれにおいても，その光の組成はほとんど赤色ならび

に赤外糠であり，熱の発生は避けられない．熱線カット

フィルターの導入（古谷ら 2000）など，培養庫内に設

置するには工夫を要する．

2-3. キセノンランプ

アーク放電を介した発光により，太陽光の波長組成に

近似な，かつ極めて強い光を照射可能である．直流点灯

が可能で連続光も照射できるが，培養光源において問題

になるのは，上述の光源と同じく熱である．そのため強

力な冷却システムが不可欠であり， トータJレでー考える

と，光照射培養のエネJレギー効率は高いとはいえない．

また，装置が大がかりであるため，大きな培養室であれ

ばともかく，培養庫内への設置は困難であろう．タング

ステン・ハロゲンランプど同様，キセノンランプを培養

光源に用いる場合，ランプそのものが高額な点，比較的

短い時間で光の強さが低下してしまう 寿命が短いーと

いう点を考慮する必要がある．

2・4. 発光ダイオード（LED:light-emitting diode) 

ノーベル物理学賞の受賞にもつながった青色発光ダイ

オードにより，従来までの光源のいくつかの欠点は解消

されるのではないかとも思える．白色LEDの照射光は，

青色の光に富んだPARで構成されており，他の光源に

みられる紫外線・赤外線が含まれていない．言いかえる

なら，青色光に富む，清浄な海水の水中透過光のPAR

によく似ている．さらに， LEDの種類・配置にもよる

が，高輝度タイプの白色LEDであれば，一方向からで

も（試料面で） 1000 μmol photons m 2 s I以上の光を照

射可能である．それに伴う発熱量は，従来光源のそれと

は比較にならないほど低い．点灯装置の小型化が可能で、

あり，低温下でも劣化しない点も特徴である．また，交

Table 1. Characteristics oflight sources for cultivation of algae. 

Source M司orcolor in PAR*2 UV Heat 
Maximum photon flux density料

いmo!photons m -z s -I) 

Cool-white fluorescent tube Blue, Green, Red Presence Moderate 400 

Halogen lamp Red Slight Strong >2000 

Xenon lamp Blue to Red Slight/Moderate Strong >2000 
Light-emitting diode*1 Blue None Weak >2000 

*'High-brightness white type, *2 PAR: photosynthesis available radiation, *3 Maxmum photon自国density(one way direction) at an irradi-

ated surface of a culture vessel 
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涜点灯の蛍光灯どは異なり， LEDは基本的に直流点灯で

あることから， LED照射光は自然光と同じく連続的であ

る．一方で，応答性の高さから，断続的に光を照射する

ことも可能である．

これらを踏まえると，水中透過光を近似に再現可能な

培養光源として，白色LEDは適当ど言えよう．あわせ

て，その構造特性から比較的長期にわたって光の強さが

低下しにくい 長寿命である一こども光源としての長所

といえる．波長の異なる LEDを組み合わせることで，

実環境でみられる光組成（Shikataet al. 2009）をより正

確に再現することが可能かもしれない．

3. 光照射培養システム

3-1. 方法の概要

微細藻類の光応答増殖を解析するには，厳密に制御し

た光を照射可能な培養試験が不可欠である．現在流通し

ている，光照射装置を備えた培養機器として，グロース

チャンパー（パナソニックヘルスケア社製や日本医化器

械製作所製など）あるいは恒温室内の照明棚が挙げられ

よう．これらにおいて，培養容器を黒いメッシュで覆う

等により，供試藻には様々な強度の光が照射される．続

いて，培養試料を経時的に採取し，細胞カウントを実施

することによって，供試藻の増殖と光強度どの定量関係

が浮き彫りになる．もし増殖に最低限必要な光強度の

“闇値（L。）”等を正確に算出するのであれば，外部から

の光の入射を避けるために，暗黒下での試料採取もしく

は可視光に依存しない細胞カウントが求められる．

この一連の操作においては，照射する光の強度を正確

に測定・制御することが重要で、ある．上述の光照射培養

機器では，フラスコなどの培養容器に対して全方位

(360°）から光が照射されることから，光強度の測定に

は全方位型の4π センサー（受光器）が求められる（古

谷ら 2000）.しかし一方で，当該センサーと測定器をつ

なぐケーブルが，構造上，センサーの受光を妨げる点に

ついては考慮すべきであろう．このことを踏まえると，

微細藻の増殖ど光強度どの関係を高精度に解析するにあ

たっては，一方向から光を照射し，その照射光の強さを

2π センサーで正確に測定することが適当な方法の一つ

ではないかど著者らは考えている．

3-2. LEDの導入

現在，高輝度タイプの白色LEDは一般流通しており，

2000年の初期に比べると，安価に入手できる．研究分

野でも LEDの普及は進みつつあり，すでにLED光源の

グロースチャンパー（例えばLPH-411PFD-SP（日本医化

器械製作所）など）が販売されている．電気工学のごく

初歩的な知識さえあれば， LED光源構築のための工作は

容易であり，最近著者らは，白色LEDを培養光源どし，

その一方向からの照射光路にND(neutral density）フィ

ノレターを配置，あるいは二枚重ね合わせた偏光板どあわ

せて配置するという光照射培養システムを独自に構築し

た（Yamaguchiet al. 2014）.透過率の異なる NDフィ lレ

ターを用いることで，あるいはシステムの偏光板の透過

軸を直交あるいは開放させることで，照射光の強さにつ

いては容易に調節可能である．これにより，一方向から

の光照射であっても，初期段階のシステムは（試料面に

て）光強度0～460μmolphotonsm 2 s Iの範囲で（Yama-

guchi et al. 2014），現在の高輝度LEDを用いたそれは0～

1.20×103メimolphotons m 2 s lの範囲で（谷本2013)'

様々な強さの“白色連続光”を照射可能である．このシ

ステムは極めてコンパクトであり，冷却システムと切り

離せば，一般的なクリーンベンチにも収まるほどである

（コンタミリスクの低減）．ただし，たとえ熱線を含まな

いLEDであっても，通電する限り熱は発生するため，

導入には冷却システムが不可欠である．

4. 光応答増殖

4-1. 光強度と増殖との関係を表す回帰式

これまでに，有害・有毒微細藻各種の増殖（μ）ど光強

度（L）どの関係が調べられてきた．試験された光強度が

限られるとはいえ， 100μmol photons m 2 s 1程度以下で

あれば，多くの種は光強度に比例して増殖する（山口・

本城1989，山口ほか1991,Morton et al. 1992, Yamaguchi et 

al. 2010, Kibler et al. 2012）.一方で，ほとんどの種（山口

ほか1991,Morton et al. 1992, Kibler et al. 2012）において

は，ある程度の光強度になると増殖は減衰に転じ，強光

阻害の様子がみてとれる．このような増殖様式をFig.1 

に例示した. Michaelis Mentenのオリジナル式（Fig.lA) 

あるいは改変式（山口ほか1991,Fig. lB）いずれであっ

ても，増殖の減衰を正確に表すことができない．

これを受け著者らは，光合成活性と光強度どの関係を

求める Pl副 etal. (1980）のP-I式（Fig.lC）に，光強度の

切片（L。に相当）が求まるように改変を施した．

μ＝μ（ 
ここで、μ，，αならびにFは，それぞれ理論上の最大増殖速

度，増殖の立ち上がり勾配ならびに強光阻害の減衰係数

に相当する．この回帰式であれば，光強度に依存した増

殖の増大のみならず減衰も高精度に表すことができ

(Fig. lD），以下のパラメーターを求めるこどができる：
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Fig. 1. 百ieexemplified relationships between observed growth rates and light intensities in algal cultures, expressed by the regression analy-

ses with several model equations as follows: A, Michaelis-Menten model equation; B, modified MM  model equation; C, photosynthesis-irra 

diance (P-I) model equation; D, the modified P I model equほion.

1）最大増殖速度（μmax); 2）増殖に要する光強度の“闇

値（L。）”； 3)μmaxの半分を与える半飽和定数相当（K,);

4）九日を与える増殖至適光強度（Lm）；叫ん田の95%あ

るいは80%を与えるそれぞれ増殖飽和光強度（Lopt）あ

るいは準至適光強度（L,0P1)(Yamaguchi et al. 2014）.様々

なモデlレ式があるなかで，本式は，算定できるパラメー

ターの豊富さで優れている．もし強光阻害がなければ，

2式のFを0とした指数関数を用いればよい．これまで得

られている，有害・有毒微細藻類の増殖と光強度どの関

係を再評価するにあたっても有用であろう．

4・2. 底生性有毒藻Ostreopsissp. 1およびその他の光応

答増殖

底生性禍鞭毛藻Ostreopsis属は，その多くが遅行性溶

血活性を示すパリトキシン様化合物を産生することで知

られる．近年，本邦沿岸を含めた温暖域において，有毒

なOstreopsis属藻が観察されており，既報種どは分子系

統学的に区別可能な有毒Ostreopsissp. 1が本邦に広く分

布すること（Satoet al. 20ll），ならびに高水温下で活発

に増殖することが報告されている（Tanimotoet al. 

2013）.パリトキシン様化合物に起因する諸問題の発生

を考える上で，本種の発生のカギを握ると思われる光条

件を明らかにすることは極めて重要である．

著者らは，新たに考案した光照射培養システムおよび

回帰式を用いることで， Ostreopsissp. 1の光応答増殖を

明らかにした.Yamaguchi et al. (2014）にも示されてい

るように，本藻培養株の増殖速度は， 49.5～199μmol

photons m 2 sー1の範囲では光強度にほぼ比例して増大

し，約200μmol photons m 2 s Iで飽和する.263μmol 

photons m -2 s -i以上では，光強度の増大に伴って増殖速

度は緩やかに低下する. (2）式により算定されたL。お

よび：＇rsoptは，それぞれ29,8および、90～460μmolphotons 

m 2 s-1であり，最新の試験結果では， 103μmol photons 

m-2 s 1オーダーの強光下でも増殖可能であることが判

明している（谷本2013).

また，これまでに著者らが試験した有害・有毒微細藻

の多くは，微弱な光環境はもとより 103μmol photons 

m-2 s Iどいう強い光環境下でも増殖可能である（山口

ほか未発表）．一方で，強光下では十分増殖できない種

も存在し，良好に増殖可能な光強度は微細藻種間で異な

るこどが判明しつつある（Yamaguchiet al. 2014, Yoshi-

matsu et al. 2016）.このことは，自然海域の目まぐるし

く変動する光の強さに応じて，有害・有毒微細藻各種は

それぞれ異なる増殖戦略を展開していることを意味す

る．

5. 今後の展望

以上述べたように，培養光源にLEDを導入するメ

リットは極めて大きく，有害・有毒種のみならず，様々
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な微細藻種の光応答増殖をより高い解像度で解析可能な

ことは間違いない. LEDであれば，発光体ど蛍光体どの

組み合わせによってもスペクト lレを変えることができ，

太陽光に近い可視スペクトルの製品も実用化されている

（例えば“自然光LED”（シーシーエス株式会社商標）な

ど）．このように， LEDの活用によって光環境の精密な

制御が実現されており，今後，様々な微細藻類の対光応

答型の増殖（光応答増殖）・運動・発芽等についてより

深い実験が可能で、あろう．とくに微細藻の増殖と光強度

どの関係を理解する上では，ここで述べた実験・解析手

法が有用なツールの一つになるものと期待したい．
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