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水凍結乾燥法を用いた淡水産微小生物のSEM試料作製と観察ー2

（原生生物）

桑田正彦 I,2,＊)，名取則明叫戸田龍樹叫田中和明叫鈴木武雄2)

SEM observation of Fresh Water Microorganisms Prepared by the Water Freeze-drying 

Method -2 (Protists) 

Masahiko KUWATA1・2・*l, Noriaki NATORI1l, Tatsuki TODAJ), Kazuaki TANAKA2l, Takeo SUZUKl2l 

Abstract 

For the SEM observation of protists, the specimens are generally fixed chemically in advance. The fixatives, 

however, are toxic, and the solution used must be processed as hazardous waste. Since the optimum fixatives and 

the fixing conditions differ depending on the species, a large amount of time may have to be wasted for finding 

the optimum condition. Fixation is a major obstacle to the use of SEM. Freshwater protists were prepared for 

SEM by using the water freeze-drying method without using any chemicals, and its morphological damage was 

investigated. The observations of protists collected from lakes, marshes, and rice fields in the Kanto area revealed 

that the shapes and microstructures, e.g. cilia and flagella, were well preserved. With this method, the identification 

accuracy of microorganisms, which was difficult to identify by optical microscopy, was improved. If fixation is 

not required, various species can be processed together. Plankton survey using SEM was not practical because it 

required a considerable amount of work and was time consuming. We applied this method to the survey of protists 

in the surface waters of Lake Fujigoko. The survey results obtained by the SEM method are almost the same as 

those obtained using the optical microscope. In addition, the possibility of further improvement of the detection 

rate was also clarified. Since the SEM specimen is dehydrated, long-term preservation is possible by storing it in 

a desiccator. It is a great advantage of this method that it is possible to make verifications of the survey result at a 

later time. 
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摘要

原生生物のSEM観察では試料をあらかじめ化学的に固定するのが一般的である。しかし，固定剤は有

毒で，その溶液は有害廃棄物として処理しなければならない。また，種によって最適固定剤や固定条件

が異なるので，最適条件探しに多くの時間を費やすことがあり，固定はSEM使用の大きな障害となって

いる。我々は，一切化学薬品を使用せずに，水凍結乾燥によって淡水産原生生物のSEM試料作製を行い，

その形態損傷について調べた。関東地方の湖沼や田圃で採取した原生生物の観察結果から，その形態や

繊毛，鞭毛などの微細構造がよく保存されることが確認され，光学顕微鏡では同定が困難であった微細

種の同定精度が向上した。固定が不要であれば，様々な種の一括処理が可能である。 SEMを使用したプ

ランクトン調査は手間がかかるのでこれまで実用的ではなかった。本方法を応用して富士五湖表層水中

の原生生物調査を試みた。その結果、光学顕微鏡を使用した従来法とほぼ同等の結果が得られ，調査精

度の更なる向上の可能性も見出した。 SEM試料は脱水されているためデシケータ中で長期の保存が可能

であり，後日調査結果を検証できることが本方法の大きな利点である。

キーワード：原生生物，鞭毛，繊毛，凍結乾燥，走査電子顕微鏡

(2018年 10月9日受付： 2019年3月11日受理）

はじめに

原生生物の微細構造とその機能には未知の領域が残さ

れており，その解明に電子顕微鏡による形態の観察が行

われている。また，分類においても形態は欠くことので

きない重要な情報である。試料は化学固定して観察に供

されることが多いが，化学薬品によって収縮・変形や微

細構造の欠損などの問題が生じやすいため，固定はしば

しば形態学的研究や調査の障害となってきた。

光学顕微鏡 (OM) を使用する調査において，動植物

プランクトン調査マニュアル（国土交通省水管理・国土

保全局， 2016) では，動植物プランクトンは 1％中性ホ

ルマリンまたは 1%;レゴール液で固定してから検鏡する

が，ルゴール液の方が鞭毛藻や繊毛虫などの固定による

破裂，変形・収縮の度合いが小さいと述べている。同じ

< OMを使用する上水試験方法（日本水道協会， 201I) 

では，固定する場合は 1~2％のグルタールアルデヒド

を使用し，よい結果が得られない場合は，固定液の種類

とその濃度， pH調整のための緩衝液の使用とそのpH値

などを事前に調査してから固定するとしている。 OMの

分解能レベルでも固定によって問題が生ずることが示さ

れている。

走査電子顕微鏡 (SEM) 観察においては， OMを使

用する場合より高い倍率での形態保存が期待される。

SEM試料の前処理に広く使用されている臨界点乾燥法

やt-ブチルアルコール凍結乾燥法は，その処理過程で試

料を有機溶媒に浸漬するため固定は省略できない。原生
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動物の固定について洲崎 (1988) は，近縁の種でも固

定液の固定作用が大きく異なる場合があるので，固定剤

の種類や固定条件について試行錯誤しながら決定する必

要があるとしている。緑藻類のクンショウモの仲間に

おいても様々な固定剤が使用されている。大島 (1977)

は， PediastrumsimplexおよびP.tetrasを6％グルタール

アルデヒドで前固定し，後固定に2％四酸化オスミウ

ムを使用した。 Buchheimら (2005) は， P.berolinese 

を1~2%のホルマリンで固定し， Shubertand Wilk-

Wozniak (2003) は， P.duplexおよびP.boryanumを2.5%

グルタールアルデヒドで固定した。 Jenaら (2014) は，

Pseudopediastrumの前固定に2.5％グルタールアルデヒド，

後固定に2％四酸化オスミウムと 3mM  HEPES緩衝液の

1:1混合液を使用した。このように，近い種においても

万能の固定液はないものと思われる。

プランクトンの生息状況調査はOMを使用して行われ

ているが，その分解能の限界から微細種の検出と同定に

問題がある。従来の前処理法を使用したSEMによる調

査は，凍結乾燥の前に種を弁別して最適な固定を行い，

さらにアルコールなどによる上昇系列脱水など手間のか

かる作業が要求されるため，実用上困難であった。また，

固定に使用する薬品は有害で廃棄に注意が必要であり，

安全性や環境配慮の観点からも可能であれば排除したい

作業である。

桑田ら (2018) は，水凍結乾燥法で前処理を行った淡

水産藍藻類のSEM観察結果から，ほとんどの場合，固

定が省略可能であることを確認した。本報告では，湖沼
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や田圃で良くみられる原生生物を対象に，水凍結乾燥法

にて試料作製を行い，そのSEM観察結果から固定の必

要性について議論する。また，富士五湖における原生生

物生息状況調査にSEMを使用した場合について，従来

のOMによる結果と比較して報告する。

材料と方法

試料採取

固定を省略した場合の形態損傷を多様な種で確認する

ため， 2017年の4月から 11月にかけて関東地方の環境

の異なる様々な場所で試料採取を行った。ダム湖（奥多

摩湖，相模湖，津久井湖，名栗湖），ため池（東金八角湖・

雄蛇が池，埼玉百穴湖・天神沼），用水路（成田市大和

田）では試料をプランクトンネットで採取した。田圃（成

田市大和田）や蓮田（成田市野馬込）では畔から採取瓶

に直接採水した。また，山梨県衛生環境研究所は， 2017

年度の富士五湖におけるプランクトン年間変動調査のた

め，毎月各湖の湖心にて表面から採水瓶で採水していた。

その表層水を毎月分けてもらい，水凍結乾燥によるダ

メージの評価に使用した。このうち， 3月採取分につい

て定量試験を行った。 SEM用試料作製は採取してから 2

日以内に行った。

試料前処理と SEM観察

形態損傷を調べる場合は 100μm以下の微小種を対象

とした。このため，大型の動物プランクトンや珪藻類な

どが多い場合はあらかじめ目開き 100μmの網で濾して

取り除いた。実体顕微鏡下で観察可能な試料は，毛細管

マイクロヒ°ペット (DrummondCalibrated Micropipette 20 

μL) で吸引して精製水を入れたシャーレに移し，シャー

レ内に集めた試料は再度吸引して凍結乾燥用試料台に入

れた。運動能力が高く吸引採取が困難な種や，実体顕微

鏡下で捕捉できない微細種はろ過法にて洗浄・濃縮した。

直径25mmフィルタ用ホルダに酢酸セルロースおよび硝

酸セルロースの混合フィルタ（メルクミリポアHAWP

0.45 μm) を装着し，試料ダメージが生ずる恐れのある

ポンプ吸引は行わず自然ろ過した。使用したろ過装置に

は，ファンネル残液採取量の目安となる標線がなかった。

このため，フィルタの代わりにプラスチックフィルムを

装填し， 0.5mLの水を入れて標線を描いて目安とした。

採取した水20mLをファンネルに入れ，ろ過が完了する

前，残液が約0.5mLとなったら洗浄のために精製水 10

mLを追加した。再度ファンネル中の残液が0.5mLとなっ
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たところで全液をスポイトでシャーレに採取し，採取し

た液より 30μLをマイクロヒ°ペットで吸引して凍結乾燥

試料台に入れた。

田圃や沼など，採取した水に泥などの懸濁物質が含ま

れる場合，あらかじめ遠心分離機 (KUBOTA2010) に

て500rpm (39 xg) で25分遠沈後，遠沈管底部の液0.5

~1 mLを廃棄した。上清液を2500rpm (980 xg) で30

分遠沈して試料を底部に濃縮し，遠沈管の底部よりマイ

クロヒ°ペットで30μLを採取して凍結乾燥試料台に入れ

た。

凍結乾燥試料台は，直径10mm, 高さ 10mmのアルミ

ニウム製SEM用試料載台と同形状で，その上部に，直

径8mm, 深さ 0.6mmのくぼみを作り，くぼみの底に直

径8mmのカーボン両面テープを貼り付けたものである。

試料を含む水の入った凍結乾燥試料台を水凍結乾燥装置

（サン・テクノロジーズ FD6510) にセットし，冷却装置

（サン・テクノロジーズ FDClO) にて-100℃に冷却した

金属を水面に接触して凍結後真空乾燥した。氷が昇華し

て乾燥が完了したとき，試料はカーボン両面テープ上に

固定される。試料は凍結乾燥試料台ごと厚さ 1.5nmのオ

スミウムをプラズマコーティング（真空デバイスHPC-

lSW) し，SEM(JEOL JSM7500F) に装着して撮像した。

最表面のダメージを観察しやすくするために，加速電圧

2kVで二次電子像の観察と撮像を行ったが，必要に応

じて加速電圧を20kV以上に設定して観察した。

SEMによる原生生物の種と数の計測

種とその数を計測する場合， 100μmの網を使用した

ふるい分けは行わず，形態損傷を調べたときと同じ手順

でろ過濃縮してから水凍結乾燥した。ファンネル残液を

すべてシャーレに採取したときの採取量は濃縮率に関係

する。水凍結乾燥の所要量は30μLなので，できるだけ

ファンネル中の液量が少なくなるまでろ過してから全量

採取すると濃縮率が高くなるが，採取液が少なくなると

採取量の誤差が大きくなる。本研究では採取量を0.5mL 

とした。採水した原試料水20mLをろ過し，残った濃縮

液0.5mLから 30μLを凍結乾燥に使用した場合，原試料

水l.2mL中の生物を凍結乾燥したことに相当する。カー

ボン両面テープの表面積は5X lQし-5面であり，その面積

の84%, 4.2 X 10・5面に存在する生物数を計数すれば原

試料水 1mL中の数に相当する。使用したSEMの場合，

倍率 100倍の観察領域は0.1X 10・5面であるから， 42視

野中の試料数が原試料水1mL中の数に相当する。今回

は，画素数5120X 3840にてフレーム送りで視野を変え
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ながら 10視野撮像した。取得した画像は必要に応じて

部分拡大して確認しながら同定と計数を行い，計数値を

4.2倍して原試料液 1rnL中の数とした。視野の境界にか

かった生物については，半分以上が視野に入っている場

合に計数した。なお，群体を形成している珪藻は個体数

ではなく群体数を計数した。

OMによる原生生物の種と数の計測

採取した水 10rnLを2500rpm (980 xg) にて 30min遠

沈後，マイクロヒ°ペッ トにて遠沈管底部より 0.5rnLを

シャーレに分取し，分取した液より 50μLを上水試験法

（日本水道協会， 2011) の界線入りスライドガラス法（界

線法）に従って顕鏡して種と数を記録した。

結果と考察

SEM像からの種の同定と試料ダメージの評価

同定は日本淡水動物プランクトン検索図説（水野・高橋，

2000)，原生動物図鑑（猪木監修，1981)，日本淡水産動

植物プランクトン図鑑（田中， 2002) などを参考にした。

しかし， 原生動物においては複数採取された種でも該当

する記載が見当たらない場合があり，また，図鑑類の記

述と SEM像とを照合しても判断がつかず，SEMを使用

した論文も見つけられない場合も少なくなかった。

試料表面の微細構造や形態は低加速電圧の二次電子で

撮像したが，同定に細胞内部の情報が必要な場合は，高

加速電圧の二次電子あるいは反射電子で撮像して参考と

した。Fig.la, lbに示した試料は，OM観察したところ

体色が緑色で赤い眼点を有し，鞭毛によって遊泳してい

たこと から緑藻類のChlamydomonas属であろうと推測さ

れた。しかし，加速電圧2kVの二次電子像 (Fig.la) か

Fig. 1. Observation of morphology and internal structure by using scanning 

electron microscopy. a: Low accelerating voltage (2 kV) secondary 

electron image of Lepocinclis sp., b: High accelerating voltage (30 kV) 

back scattering electron composition image of Lepocinclis sp., c: Low 

accelerating voltage (2 kV) secondary electron image of Eudorina sp. or 

Yamagishiella unicocca, d: High accelerating voltage (20 kV) secondary 

electron image of Eudorina sp. or Yamagishiella unicocca. 

図l.SEMによる形態と内部構造の観察．
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Fig. 2. Secondary electron images of Mastigophora. a: Cryptomonas sp., 

b: Peridinium sp., c: Lepocinclis sp., d: Trachelomonas sp. 

図2．鞭毛虫類の二次電子像．

Fig. 3. Second紅 yelectron images of Sarcodina. a: Heliozoa, b: Pterocystis sp., 

c: Amoeba sp., d: Trinema enchelys. 

図3.肉質虫類の二次電子像．
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Fig. 4. Secondary electron images of Ciliatea. a: Coleps sp., b: Tetrahymena 

sp., c: Urostylidae gen. sp., d: Unidentified. 

図4．繊毛虫類の二次電子像．

Fig. 5. Secondary electron images of Heterokontae. a: Dinobryon spp., 

b: Mallomonas sp., c: Urosolenia longiseta, d: Acanthoceras zachariasi. 

図5．不等毛類の二次電子像．
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Fig. 6. Secondary electron images of Chlorophyceae. a: Pectinodesmus sp., 

b: Desmodesmus sp., c: Desmodesmus sp., d: Pseudopediastrum sp. 

図6.緑藻類の二次電子像．

ら卵型外形の表面にらせん状の条線を持ち，鞭毛が 1本

であること ，また，加速電圧30kVの反射電子組成像 (Fig.

lb) において リング状のパラミロン と3μm程度の大き

さを持つ多数の葉緑体が観察されたこと から，この種は

ユーグレナ藻類に属する Lepocinclis属であると判断され

る。この種は純水で洗浄したところ鞭毛がほとんど脱落

したため，ろ過した生息域の水を使用 して水凍結乾燥を

行い鞭毛の脱落を防いだ。

透明なゲル状物質で覆われている種の場合，乾燥する

と高分子3次元網目構造のゲル骨格が残って不透明とな

り，OM像 とは異なる姿となる。緑藻類オオヒ ゲマワリ

目は群体を形成する細胞の数と大きさで分類されるが，

2 kVの加速電圧では内部の細胞が観察できない (Fig.

le)。 しか し， 二次電子像でも加速電圧を20kVとする

とおおよその細胞数と細胞の大きさを知ることができ

(Fig. ld)，細胞数が約30個，細胞直径が 16μm程度であ

ることから，Eudorina属または Yamagishiellaunicoccaと

推定される。

鞭毛を持つ種は化学薬品を使用すると鞭毛が脱落し

やすいが，水のみで処理することによって鞭毛小毛ま

で良く保存されている (Fig.2a, 2c, 2d)。渦鞭毛藻類の
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Peridinium属においても構造の異なる縦鞭毛と横鞭毛が

保存され，縦鞭毛は縦溝の中から図の下方向に生え，横

鞭毛は同じく縦溝の中から上方向に生えて横溝に回り込

んでいるのが観察される (Fig.2b)。

Fig. 3aに示す太陽虫の細胞外周は細い繊維で覆われ，

繊維が有軸仮足に沿って細胞表面に向かって広がる構造

が観察される。参考とした資料の太陽虫の項には該当す

る記述はなかった。別個体もすべて同様の構造が観察さ

れたことから，この種に固有の構造を反映しており ，水

分を失う 前はゲル状物質に覆われていたが，水分を失っ

てゲル骨格が残り不透明となったため， OM観察に基づ

く記述と異なっているものと推測される。その他の肉質

虫類 (Fig.3b, 3c, 3d) においては，細胞表面微細構造が

良く保存されている。

繊毛虫類 (Fig.4)においては繊毛が良く保存されて

いる。Fig.4c, 4dは採取された数が少なく ，同定に必要

な部位がカーボン両面テープ側にあって観察できないの

で種の特定が困難である。採取数の少ない種のために，

必要に応じて試料を反転して再観察を可能とする接着力

の弱い下地を検討する必要がある。

黄金色藻類のDinobryon属 (Fig.5a) は， 殻の中
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の細胞を観察するために加速電圧20kVで撮像した。

Mallomonus属(Fig.5b)は，珪酸質の鱗片に覆われており，

SEMによる形状観察から分類が行われている。一般に

硬い殻を持つ珪藻類の中でも Urosolenialongiseta (Fig. 

5c)やAcanthoceraszachariasi (Fig. 5d) は殻が非常に薄

＜壊れやすい。しかし，良く形態を保っていたことか

ら，水と共に試料を凍結して真空乾燥する過程で，試料

にはほとんど不均等な力がかかっていないことが明らか

となった。

緑藻類においても微細構造は良く保存されている。イ

カダモの仲間は分類にSEM観察が必要とされている。

細胞端部に刺を持たず，三日月形の細胞と長手方向の隆

起からFig.6aはPectinodesmus属と思われ，刺の有るFig.

6b, 6cはDesmodesmus属と識別できる。 Fig.6dは細胞が

平面状に隙間なく集まり，外縁細胞に2本の角を持って

いることからクンショウモの仲間のPseudopediastrum属

と判断される，外周の角状突起先端部や細胞の接合部か

ら毛が生えているのが観察される。

プランクトン調査への応用

富士五湖の西湖，山中湖，河口湖で3月初旬に採取さ

れた表層水の定量試験結果をTable1に示す。水に不揮

発性溶存物質が含まれていると，水凍結乾燥による濃縮

で試料が汚染される。ろ過法は，ろ過途中の精製水追加

によって遠沈法よりも容易に溶存物質濃度を下げること

ができる。このため， SEMによる調査はろ過法を使用

した。一方，年間のプランクトン変動調査は，遠沈法で

試料を濃縮してOMによる種類数調査が行われており，

その3月分の値を記した。

上水試験方法（日本水道協会， 2011) によると，微細

種を除いて，ろ過法と遠沈法の回収率には大きな差のな

いことが示されている。しかし今回の調査では，数が多

くて統計的な揺らぎが少なく，かつ大型の種である河口

湖のSynedraacus var. radiansで比較すると， SEMによる

検出数はOMの場合の 1.5倍である。各湖の検出総数の

比率(SEMによる数／OMによる数）で比較すると，西湖1.3,

山中湖 1.2, 河口湖1.8である。上水試験方法（日本水道

協会， 2011) による標準の遠沈条件は，遠心力 1500xg 

で20分とされているが，今回の遠心力はその3分の2で

あった。八王子市内の池で採取した水を30分遠沈濃縮

して界線法にて遠心力の影響を調べた。 100個体以上の

優占種における 1500xgでの検出数と今回の調査と同じ

980 xgの検出数の比は， Aulacoseiragranulataにおいて

1.6, Synedra acusでは1.0,Scenedesmus属では 1.5であっ
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た。形態損傷を少なくするために回転数を下げたことに

よって回収率が低下したことがTablelにおける SEM法

とOM法の差となった可能性が高い。

その他の計数誤差要因で種の同定に因るもの以外では，

ろ過法における濃縮液採取量の不正確さとフィルタによ

る試料捕捉，遠沈法における種による回収率差，両方法

共通の計数時の試料偏在の影響などがある。ろ過装置で

標線に従って0.5mLの採取と秤量を 10回行った結果は，

平均0.63mg, 標準偏差0.029mgであった。ろ過進行中

に採水したことによる誤差は，ろ過速度が0.33mL/min 

であり，全量採取は数秒で完了することから，その誤差

は標準偏差値と同じ程度の寄与である。フィルタ濃縮液

採取量の誤差は不正確な標線によって生じ，実際の濃縮

率は26％低かった。これにより， TablelのSEMによる

検出数は少なく計数されている。

山中湖と河口湖の優占種であるAsterionellaformosaに

注目すると， SEMよりも OMによる検出数が多い。ろ過

に使用したフィルタ表面に付着している同種をOMで計

数して 1mL当たりに換算すると，山中湖は80個体，河

口湖は64個体であった。これより，フィルタ表面に残

留したためであることが明らかとなった。また，西湖の

Nitzschia actinastroidesもフィルタヘの残留が認められた。

特異的にSEM法による値が少なかった種は，大型で星

型群体を作る種であったことから，立体的な大きさから，

スポイト吸引で損失が生じた可能性がある。上水試験方

法（日本水道協会， 2011) によれば，フィルタ材質では

ポリカーボネート製が回収率，変動係数共に最良である

とのことである。しかし，ポリカーボネートフィルタ（メ

ルクミリポアTTTP2.0 μm) を試したが，途中で孔が詰

まってろ過が進行しなくなったため，調査には使用でき

なかった。

河口湖のSynedra属により試料偏在による誤差を考察

する。有効領域の72％に相当する 100倍SEM像36視野

の細胞数を計数した結果， l視野当たりの平均は5.7細胞，

標準偏差は 1.6細胞であり，隣接する 9視野中の細胞数

を加算して得られた4グループの変動係数は7％であった。

今回，有効領域の20％に相当する 10視野中の生物を調

査し 1mLに換算したが，全有効領域を測定しなくとも

大きな問題は生じない。

より精度を向上するための問題点と対策を以下にまと

める。

・フィルタヘの試料残留

フィルタ濃縮液の採取方法で改善可能か検討する

必要がある。また，濡れているフィルタを水凍結乾
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Table 1. Survey results of protists by using optical microscope and electron microscope. The sample waters were 

collected from the surface of Lake Fujigoko on March 8, 2018. The values represent numbers per 1 mL. 

表 1. OMとSEMによる原生生物調査結果．

LakeSaiko Lake Yamanaka Lake Kawaguchi 
Detected species 

OM SEM OM SEM OM SEM 

Asterionella formosa 48 50 72 46 53 59 

Cyclotella & Stephanodiscus 77 118 13 25 19 134 

Fragilaria crotonensis 20 76 3 38 

Aulacoseira granulata 2 4 2 13 

Aulacoseira granulata var. angustissima 4 4 

Aulacoseira granulata var. angustissima f. spiralis 

Acanthoceros zachariasi 3 4 4 8 

Synedra acus 2 4 8 

Synedra acus var. radians 21 36 13 230 349 

Cymbella spp. 4 

Nitzschia spp. 13 3 13 

Navicula spp. 2 8 

Synedra ulna 

Nitzschia actinastroides 160 46 

Urosolenia longiseta 4 

Quadrigula sp. 

Crucigenia spp. 2 

Ankistrodesmus falcatus 2 2 

Mougeotia spp. 3 

Scenedesmus sp. 

Schroederia spp. 2 

Closterium aciculare 

Staurastrum spp. 

Chlamydomonas sp. 

Selenastrum spp. 4 

Dinobryon spp. 7 8 3 13 

Pleodorina spp. 34 

Gymnodinium spp. 4 4 

Peridinium spp. 4 

Cryptomonas spp. 3 8 3 2 8 

Monas spp. 6 50 54 118 200 235 

Codonella spp. 4 4 

Actinophrys spp. 3 

Other protozoa 8 4 17 13 

燥し，付着している生物をSEM観察することは可 遠沈法と OMによる調査は， 1試料当たり，遠沈に30分，

能である。フィルタに残った生物を計数して加算す 同定に15分程度であるから1時間かからず完了する。一方，

ることによって， 100％近い計測の可能性がある。 SEM法は，試料作製に約3時間，画素数5120X 3840の

・フィルタ濃縮液採取量 SEM画像を 1枚取得して計数するのに8分程度を要する。

定量的に 1mL以下の量を採取可能なろ過装置は したがって， 10視野の解析を行う場合， 1試料当たり 4.5

ない。採取した濃縮液を秤量し，濃縮率を求めて補 時間を要する。

正する必要がある。 今回の調査は，遠沈法において遠心力不足による回収
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率の低下があったことから厳密な比較はできないが，誤

差要因を考慮した補正を行い比較する。遠沈法の検出数

を1.5倍して遠心力による回収率低下を補正し， SEM法

の結果に1.2倍してフィルタ法濃縮率を補正する。さらに，

フィルタヘの残留が顕著であったAsterionellaformosaと

Nitzschia actinastroidesを除外すると， SEM法と OM法の

検出総数比は，西湖2.2,山中湖1.2，河口湖1.5であるから，

前述した間題点を解決することによってSEM法の検出

率はOM法より高くなる可能性がある。実用に供すると

きは，メッシュでサイズを分けて，微細種のみをSEM

で検査してOM法の補完を行うのも一法である。 SEM法

による試料は長期の保存が可能で，再検証できることが

大きな利点である。
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