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Predation of heterotrophic nanoflagellates on bacteria and their roles in 
the ecosystem 
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Abstract: Grazing behavior of heterotrophic nanoftagellate (HNF) on bacteria and ecological roles of T町Fin 

aquatic ecosystems are discussed. Seasonal fluctuation of bacterial densities in the surface water of a eutrophic 

coastal area ranged from 1.2 to 11 (average 4.3）×106 cells ml 1 while HNF densities changed from 0.54 to 73 

(average 16.4）×103 cells m1-1. Ratios of bacteria and HNF were about 260 in abundances and 1.7 in the bio-

mass. They showed almost similar fluctuation patterns with a time lag of about 1 to 2 weeks. Grazing rates of 

耶JFon bacteria were 4.8 to 17 (average 10) cells f町F-1h-1 in the surface in summe工Turnovertimes of bac-

teria by HNF grazing were relatively constant of 40 to 60 h, however, it decreased to as low as 6 to 7 h when 

the凹＊＇ activity was highest. These results showed that HNF play important roles on the consumption of bac-

teria and that microbial loop functions signi白cantlyfor the turnover of organic matter in the coastal ecosys-

tern. Possible selectivity of prey-bacteria by HNF was then discussed. Several previous works and our study 

indicate that f品市 have tendency to graze preferably on bacteria with relatively large cell size and motility, and 

on autochthonous bacterial strains. HNF also showed taxonomical preferability of prey-bacteria; they preferred 

Pseudomonαs spp. at most and showed lower grazing rate for Vibrio spp. Finally, contributions of bacteria and 

HNF for the regeneration of inorganic nitrogen (ammonia) were investigated. In the environment with the level 

of organic nutrient as low as natural seawater, regeneration of ammonia was mainly performed by回ぜFand 

bacteria rather took up ammonia, indicating that bacteria compete with autotrophic plankton for the inorganic 

nutrient and HNF play major roles in regeneration of inorganic nutrients in the natural environments. How-

ever, along with increasing in the concentration of organic nitrogen, the contribution of bacteria to the regen-

eration increased. Relative contribution of grazing food chain and microbial loop, and linkage of organic mat-

ter to the grazing food chain and sinking down and recycling of organic matter to inorganic nutrient in the mi-

crobial loop should be clarified in the future. 

1. はじめに

水圏生態系において，浮遊細菌は魚類や動物プラ

ンクトン等が効率よく利用できない溶存態有機物を

増殖基質として取り込み 粒子化している．つまり

細菌は蘭体生産という形で有機物の質的変換を凶っ

ており，最近，筆者らは細菌類を有機物の“転換者

(transformer）”と呼ぶことを提案している（鈴木

1998年5月10日受付 1998年6月3日受理

1997). 

ところで細菌類は溶存態有機物を粒子状に転換す

るものの，他の従属栄養性生物の餌としてはサイズ

的に小型すぎる．ところが1960年代の後半から，光

合成色素を持たない従属栄養性の微小鞭毛虫（het-

erotrophic nanoftagellate: HNF）の存在が発見され

(Lighthart 1969），それらは細菌捕食者として重要な

役割を演じていることが確認された（Haas& Webb 
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Fig. 1. Fluctuations of the density of bacteria （・） and 

HNF (0) in the surface water of a station in Uranouchi 

wan Inlet in 1991. 

Table 1. Abundance and biomass of bacteria and団信

and ratio in Uranouchi 

RATIO 

262 

1.7 

HNF 

16.4 

51 

BACTERIA 

4300 

86 

ABUNDANCE 
×106cells i-1 

BIOMASS 
μg-C 1 I 

1979, Fenchel 1982）.これらの知見をもとに，溶存有

機物を粒子化した細菌が鞭毛虫や繊毛虫等の微生物

により次々と捕食・大形粒子化され，ついには従来

の捕食食物連鎖につながっているという考え方が

Azamらによって提唱された（Azamet al. 1983）.こ

のように，従来の食物連鎖（捕食食物連鎖と呼ばれ

る）の概念では，系外ヘ“廃棄”されたとみなされ

る溶存態有機物が微生物の働きにより再び食物連鎖

ヘ戻るというエネルギーの流れを微生物食物連鎖

(Microbial Loop）と呼ぶ．それ以来，世界中の様々

な水域においてHNFの生態に関する研究が行われて

きた．これらはすでにいくつかの総説にまとめられ

ている（Fenchel1986）.しかしながら，溶存態有機

物を利用して増殖した細菌の回ぜFによる捕食・消費

は微生物食物連鎖のなかでも最も重要な部分である

にもかかわらず，両者の関係はまだまだ不明の点が

多い．

そこで本稿では凹＊＇の細菌捕食生態を明らかにす

るため，内湾域を中心にまず細菌と凹ぜFの季節変動

と両者の関係について記述し， HNFの細菌捕食速度

やその餌選択性等について述べ，最後に海洋生態系

の物質循環における町、JFの役割について考察した．

ほぽ同様の季節変動を示していた．これらの観察結

果は細菌と HNFが被食者一捕食者の関係にあること

を改めて示唆するものであり 同海域では増殖した

細菌に対する HNFの量的な応答には10日前後の時間

が必要であることを示している．

1991年に浦ノ内湾で得られた細菌およびHNFの平

均密度および平均細胞体積から，両者の生物量比を

計算した（Table1）.その結果．密度の比は約260で

あった．また，細菌の平均炭素含量を 20fg-C cen-1 

ιee & Fuhrman 1987）とし．また HNFの平均細胞体

積を直径 3μmの球と仮定し（未発表データ）その

単位体積当たりの炭素含量を0.22pg-Cμm-3(Bのrsheim

& Bratbak 1987）とした場合．両者の現場におけるバ

イオマス比は1.7となった（Table1）.これまでの文

献によれば，一般に両者の比は密度で約1000またバ

イオマスとしては10程度と報告されている（Fenchel

1986, Sanders et al. 1992). しかし・方で．周防灘や広

島湾といった内湾海域においては，両者のバイオマ

ス比が2.0および1.08という低い値が報告されている

（今井・伊藤 1984，岩本ら 1993）.このように浦ノ内

湾や瀬戸内海という富栄養化の進行した内湾海域に

おいて，被食者と捕食者の生物量の遣いがたかだか2

2. 内湾海域における細菌と従属栄養性微小鞭毛虫

(HNF）の分布と季節変動

細菌と HNFの相互関係について知るためには，ま

ず両者の分布密度とその相関を明らかにする必要が

ある．そこで富栄養化した内湾海域の一つ．高知県

浦ノ内湾における細菌と HNFの分布と季節変動につ

いて調べた．同湾中央部の水深約16m付近に定点、を

設定し， 1991年から 1992年にかけて，毎週1同程度

の頻度で表層から底層までの7層から採水試料を採

取し，細雨および HNFの観察・計数を行った

(Fukami et al. 1991, 1996). 

1991年4月から 12月にかけての表層における両者

の分布密度の変化をFig.1にポした．細菌密度は5月

下旬・ 8J-1上旬および9月中旬の3岡極大値を示し

た．これらはそれぞれ， Skeletonemacostatum等の珪

藻．類・ Gymnodiniummiki・motoiやCeratiumspp.等の渦

鞭毛藻類・ Chaetocerosspp.等の時藻類のブルームの

直後に対応していた． A 方 HNFは細菌が極大を示

したあと約1週間遅れてピークを示すことが多く

しかも両者の変動は1ないし2週間のずれを保ちつつ
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倍程度であったことは，細菌がきわめて大きな速度

で生産・消費されていることを示しており，その回

転速度が非常に速やかであることを示唆している．

3. HNFの細菌捕食速度の見積り

細菌と HNFの被食ー捕食関係を直接明らかにする

には，四wの細菌捕食速度を何らかの方法で測定す

る必要がある．細菌捕食速度の見積方法には間接的

な方法と直接的な方法の二つがある．間接法とは，

i慮過あるいは希釈によりあらかじめ捕食者（HNF)

を除去した試水および捕食者を含んだ現場試水の：

つを同じ条件で培養し 細菌数の変動の差から HNF

の細菌捕食速度を推定するものである． 一方， l直接

法とは細菌細胞に類似した何らかの小粒子をHNFに

直接取り込ませ，その取込速度を見積もる方法で，

細菌サイズのラテックスビーズ（Nygaardet al. 1988) 

やあらかじめ蛍光色素で染色した細菌株（FLB:fluo-

rescently labeled bacteria) (Sherr et al. 1987a），ある L) 

は放射性同位元素でラベルした細菌等（Wikner et al. 

1986）が用いられる．それぞれ長所と短所がある．

間接法は捕食者・被捕食者ともに天然の微生物群集

を扱うことからより自然の状態に近い条件で実験が

行えるものの，短時間での培養では細菌数の変化が

それほど顕著でない場合が多く，しばしば長時間の

培養が必要となる．その結果，培養中のHNF密度の

変化等当初の条件とは異なる可能性が生じる．この

ため一般的に間接法は過大評価を示すとされている．

また直接法は，天然の細菌群集とは異なる粒fを用

いるためどうしても日wが天然の細菌群集と同様の

捕食速度で取り込まない場合が多く，そのため過小

評価になる場合が多いことが知られている（Gonza-

lez et al. 1993) .したがって回叩による細菌捕食速度

の見積もりを行う際には，このようなそれぞれのH

法の特徴をよく理解した上で用いなければならない

現在比較的よく用いられている FLB法を用いて

(Sherr et al. 1987a, Fukami et al. 1991, 1996），高知県浦

ノ内湾で回wの細菌捕食活性を測定した．高知県浦

ノ内湾の0・5・lOm層から採取した海水試料に天然細

菌密度の約20%に相当する FLBを添加し，現場水温

で培養した．経時的に試料の－部を採取し， HNFに

取り込まれたFLBの数を計数した.Fig. 2にHNFに取

り込まれたFLB数の経時変化を示した．これまでの

研究と同様，培養開始後20ないし30分までは原点を

~ 、園、、

~ 1.01 ／・

《ト仏：ヨ3LーニJ ／ ． 
~0.5 

0 5 10 20 30 60 

TIME (min.) 

Fig. 2. Time course of the number of FLB ingested by 

HNF. 

通る直線関係が得られるものの，それ以上の時間培

養を継続すると，次第に取り込まれたFLBの数が減

少していくことが分かる．つまり HNFは20ないし30

分程度は時間とともにFLBを取込み細胞内に蓄積し

ていくものの，それ以上の時間がたつと消化あるい

は排池等により HNF細胞内のFLBが減少することを

示している（Sherret al. 1987a）.このため｜直線関係が

得られる部分での傾きから HNFのFLB取込活性を測

定した．あらかじめ天然細菌密度に対する添加FLB

の割合を各試料について計数しておき，得られた

FLB取込速度をFLBの割合で割ることにより， HNF1 

細胞当たり単位時間当たりの細菌捕食速度（grazing

rate）が計算できる．

このようにして得られたHNFの細菌捕食速度およ

びこの値に現場の団叩の細胞密度をかけて求めた全

細菌消費速度（totalconsumption rate）をTable2に示

した. HNFの細菌捕食速度は最大で1時間当たり

印ぜF1個体当たり 15～20細胞であった．これらの値

はいずれも表層で得られ，深度の増加とともに減少

し10m層で、は観察期間を通して5cells回q lh l以ト

の低い値であった．また細菌消費速度は，浦ノ内湾

の表層で4.3～99（平均37）×104cells ml 1 h lであっ

たが， 5m層や lOm層では 1桁以上低くなり 0.1～7.7

（平均1.5）×10匂ellsml1h lと非常に低L吋直であった．

さらにこの細菌消費速度で現場の細菌密度を割ると

現場の細菌群が団対Fの捕食作用により消費しつくさ

れるまでの時間，すなわち細菌の同転時間（turnover
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Table 2. Vertical and temporal changes in rates of grazing (upper) and total consumption (bottom) on bacteria by HNF 

in the surface water of a station in Uranouchi-wan Inlet in 1991. 

深見：従属栄養性鞭毛虫の細菌捕食とその生態学的役割

AUG. 20 AUG. 12 AUG. 8 AUG.2 JUL. 31 JUL. 29 JUL. 25 
DEPTH 

(m) 

5.30 

3.30 

3.51 

4.78 

2.53 

4.95 

GRAZING RATE (cells HNF 1 h 1) 

11.5 

4.29 

2.17 

13.6 

15.4 

4.72 

15.0 

6.27 

4.96 

4.91 

2.32 

2.93 

16.9 

9.40 

2.50 

0 

5 

10 

4.29 

1.44 

0.720 

6.98 

0.633 

0.480 

TOTAL CONSU孔1PTIONRATE （×104 cells ml 1 h 1) 

19.2 

0.399 

0.104 

99.4 

2.93 

1.09 

50.3 

3.42 

0.526 

20.9 

0.394 

0.674 

85.8 

7.70 

0.875 

0 
5 

10 

ることをポ唆するものであり このことは見方を変

えれば，それくらいの速度で細菌の生産が行われて

いることを示すものである．なお，ときおり観察さ

れた細菌の回転時間が200時間近くに増加していた

時期は，植物プランクトンやその他何らかの原因に

より有機物が生産され細菌の増殖が起こったものの，

そのエネルギーがまだHNFにまで流れる前であると

考えられた．

細菌の生産速度は，放射性同位JI:素でラベルされ

たチミジン (3H-TdR）の取込速度を測定することに

より比較的容易に見積もることが可能である．我々

は北ドイツの富栄養湖において，週に1ないし2副の

頻度で細菌の生産速度と冊wによる消費速度を測定

し，その聞の細菌密度の変動と比較した（Fig.4). 

その結果，細菌の生産速度と消費速度はほとんど｜司

じレベルでありどちらが大きくても宇庄が他方の

高々 2倍程度の違いでしかないこと，しかも細菌密

度の短期的な変動は生産速度と HNFによる消費速度

の相対的な大小で、ほとんど決定されていることが示

された（Fukamiet al. 1991）.すなわち，生産速度が

日干による消費速度を上凶っている時は細菌の密度

が増加し，逆に生産速度が下凶っていれば減少する

ことが明瞭に示されることが分かった．このことは

我々がFLBを用いて測定した日q による細菌捕食速

度の値がそれほど真の値と大きく異なっているわけ

ではないことを示唆するものである．

HNFの細菌捕食速度（grazingrate）を現喝の細菌

密度で剖ると．その細菌捕食速度を得るためにHNF

が海水を鴻過・除去する速度（clearancerate）が計

算できる．いいかえれば“除去速度”はHNF1個体

T
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Fig. 3. Changes in turnover time of bacteria by HNF 

consumption in the surface water of a station in Ura-

nouchi-wan Inlet in 1992. 

time）が求められる．このようにして求めた HNFの

捕食による細菌の回転時間は 表層で6.9～131 （平均

46.3）時間と計算された．このことは数時間で現場の

細菌群がT町Fの捕食作用により消費し尽くされる場

合もあることを示しており 現場の細菌群の極めて

速やかな回転速度が改めて示された．しかしながら，

やはり Sm層や 10m層では回転時間も長くなり，と

くに lOm層では40～1910（平均475）時間と表層に比

較して約10倍長いという結果が得られた（Fukamiet 

al. 1996）.同様にして求めた 1992年5月から 12月の

浦ノ内湾表層における細菌のHNF捕食による凶転時

間をFig.3に示した．このように浦ノ内湾における細

菌の回転時間は，ときおり 200時間近くになる場合

が見られるものの，平均するとほぼ40ないし 50時間

であることが明らかになった．このことは浦ノ内湾

のような富栄養化した内湾海域において，細菌は

HNFの捕食作用によりかなりの部分が消費されてい
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Fig. 4. Temporal changes in rates of bacterial production (open column) and total bacterial consumption by HNF 

(striped column), and bacterial abundance (square) in Lake Plusssee in September 1988 through January 1989. 

が単位時間当たりに海水を鴻過することでその試水

中の細菌を除去する処理速度と考えることが出来る．

そのようにして求めた除去速度は，浦ノ内湾表層で

0.86～2.86 （平均1.47)nl HNF 1 h一lと計算された．と

ころがおもしろいことに，捕食速度・細菌消費速度

あるいは回転速度のいずれもが表層に比較して非常

に小さな値しか示さなかったlOm層のHNFの除去速

度は1.1～3.1（平均1.99)nl HNF-1 h-1と表層とほぼ同

程度かむしろ高い値を示していた．このことはlOm

層に生息する HNFは決して活性が低いのではなく

餌である細菌の密度が低いためむしろ活発に遊泳し

て餌細菌を求めていることを示している（Fukamiet 

al. 1996). 

ところで，日¥lFの平均の大きさを直径3μmの球形

と仮定した場合その細胞体積は約14.1μm3となる．

したがってHNFが単位時間当たり 1nl ( =106 μm3）の

海水を除去するということはHNFが自らの細胞体積

の約7×104倍の環境水を処理することを意昧し，

HNFの非常に活発な細菌捕食活動が想像される．

4. HNFの餌細菌に対する捕食選択性

HNFの餌粒子に対する捕食選択性に関しては，生

物粒子か非生物粒子か，あるいは餌生物が従属栄養

性のものか独立栄養性か，また細菌粒子については

そのサイズや運動性の有無 さらには実験に用いる

FLB調製の際の熱処理の有無などについて検討され

た研究例がこれまでいくつか報告されている．

町、JFの細菌捕食速度の測定には当初ラテックスビ

ーズがしばしば用いられていた（Cynar & Sieburth 

1986, McManus & Fuhrman 1986）.その後の研究から，

ビーズを取り込んでいたHNFの割合やその取込速度

は細菌細胞を取り込ませた場合より低くなることが

示された（Nygaardet al. 1988）.彼らはラッテクスビ

ーズを牛血清アルブミン溶液に12時間浸漬処理して

その表面をタンパクコーティングし， HNFによるそ

の取込活性をFITCで染色した細菌FLBのそれと比較

して調べた．その結果 全回申数に占めるラテック

スビーズを取り込んだHNF数の割合は2～29%であっ

た．それに対し， FITC司FLBを取り込んだHNF数は平

均約60%程度であること，また活性の高いHNFほど

ビーズを取り込んだHNFの割合が低下したことなど

から，活性の高い路市ほど餌粒子の選択性が高くな

ることを予想した．現夜ではラテックスビーズを用

いて得られたHNFの細菌捕食速度は，多くの場合．

過小評価になるとされている．

Lessard & Swift (1985）は 14c－重炭酸塩および 3H－チ

ミジンでそれぞれ独立栄養微生物および従属栄養微

生物をラベルし，従属栄養性の渦鞭毛虫に取り込ま

せる実験を行った．その結果，ある種の渦鞭毛虫に
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おいては， 3H－チミジンでラベルされた微生物粒子し

か取り込まなかったことから従属栄養性の餌粒子に

対する選択性がみられたことを報告している．

一方，細菌細胞のサイズの面からは，やや大型の

菌体サイズをもった細菌個体が選択的に捕食されて

いるという結果がしばしば報告されている. Anders-

son et al. (1986）は鞭毛虫を混在させた培養系と除去し

た系をそれぞれ一定時間培養し，培養前後の細菌細

胞サイズの分布スペクトラムを比較した．その結果，

鞭毛虫の存在した実験系では，菌体体積が0.2μm3以

上の細菌が特異的に減少しており，相対的に小型の

細菌の割合が増加したことを報告している．このこ

とは鞭毛虫が体積約0.2μm3以上の細菌に対して捕食

選択性を有していることを示唆するものであり，彼

らは夏季の鞭毛虫の活性が高くなる時期に天然細菌

群集の平均菌体サイス守が小型化する原因が鞭毛虫に

よる捕食にあることを指摘している. Gonzalez et al. 

(1990）は平均細胞サイズが0.03μm3および0.08-0.1μm3 

のFLBをそれぞれ現場の鞭毛虫および繊毛虫群集に

与え，その取り込みを比較した．その結果， HNF・ 

繊毛虫ともに0.0ι0.1μm3のFLBをより速やかに捕食

することを報告しており，やはり Anderssonet al. 

(1986）と同様に冊wによる大型細菌に対する選択的

な捕食が，天然細菌群の大部分が小型の細胞で市め

られている理由の一つであろうと述べている．さら

に彼らは，餌細菌をFLBに調製してしまえば，その

分類学的な種類は取込速度にはほとんど影響しない

とコメン卜している．

ところでこれまでHNFの細菌捕食速度の測定にし

ばしば用いられてきたFLBは －般に菌体を熱処理

したのち DTAFという蛍光色素を使用して調製する

ため，細菌菌体が“生”のものとは大きく異なって

おり，冊~Fの細菌捕食活性を正しく見積もっていな

t E可能性がある．そこで、Landryet al. (1991）は，知時

間の紫外線処理により増殖能力は消失しているもの

の生理活性は保持されたままの大腸蘭株をローダミ

ンイソチオシアネート（RITC）という蛍光色素によ

り，生体染色したFLBを用いてHNF(Paraphysomonαs 

vestitα）に取り込ませ，従来のDTAF-FLBによる測定

値と比較した．その結果， RITC-FLBおよびDTAF-

FLBの両者を［r:i］時に Pvestitaに与えたところ，同

HNFは生体染色したRITC-FLBを選択的に取り込み，

その差は時にはDTAF-FLBの約20倍にものぼること

を報告している．牛：体染色された餌粒子が熱処理さ

れた餌より高い捕食速度を与えるという報告はPutt

(1991）によってもなされている．彼女はヒドロエチ

ジン（HYD）という蛍光色素で生体染色した 15種類

の微細藻類を8種類の繊毛虫に取り込ませ，従来の

熱処理したDTAF染色による藻体と比較した．その

結果，繊毛虫Strombidinopsissp.にブラシノ藻乃ramz-

monas sp.を与えた場合において，生体染色した餌の

方が熱処煙した餌より約2倍程度高い捕食活性が示

されたとしている．

Gonzalez et al. (1993）は運動牲を保有する細菌株と

しない株を用いて，それぞれ熱処理したDTAF-FLB

およびFITCにより生体染色したFITC-FLBを調製し，

天然の冊w群集に与えてその取込活性を比較した．

その結果， HNFは運動性のある細菌を選択的に捕食

しており，熱処理して運動性を消失させると HNFに

よる取込が低下することを示した．すなわち，運動

性のある菌株においては，熱処理したDTAF-FLBよ

りは運動性を失っていない生体染色されたFITC-FLB

において高いclearancerate （除去速度）が得られる

ものの，運動性のない菌株では， DTAF-FLBでも

FITC-FLBでもそれほど大きな差はないことを報告し

た．以上の結果を考慮して彼らは，もし運動性を有

する細菌が群集の多数を占めているような天然環境

においてはDTAF-FLBで得られた田町の細菌捕食速

度は過小評価になるであろうが，ほとんどが非運動

性の細菌群集で占められている環境では従来の

DTAF-FLBでの結果はそれほど真の値とは異なって

はいないであろうと予想している．

このようにHNFの餌粒子に対する選択性は，いく

つかの側面から研究が見られる．しかしながら捕食

される細菌の分類学的な種類に対する選択性に関す

る情報は今のところほとんどない. Sherr et al. (1983) 

はイスラエルのキンネレット湖から分離したHNFの

Monas sp.に同じくキンネレット湖から分離した光合

成硫黄細菌Chlorobiumpha仰向的仰idesおよびー般細

菌1株ならびに大腸菌およびサルモネラ菌の計4株を

別々に与えて培養したところ，天然環境から分離し

たはじめの2株があとの2株より HNFに対して高い増

殖速度を与えたことを報告している．このことは，

問、wが外来性の細菌より周辺の天然環境に存在する

細菌をより好んで捕食する可能性があることを示し

ており， HNFによる餌細雨の選択牲について分知学

的な側面からの情報を与える数少ない研究例である．

この研究は捕食する HNFが単－株での結果であり，
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の取り込みが高くれbrioでは低いのが実験に用いた

株のみについての結果なのか属レベルで見られる現

象なのかを知るために それぞれの属に含まれる別

の菌株でFLBを調製し，同様の実験を行った．その

結果，やはり Pseudomonasが高くれかioが低いという

結果が得られた．以上の結果から， HNFの餌料細菌

に対する選択牲は細菌の分類学的な種類によっても

存在する可能性の高いことが示唆された．

HNFによる細菌の選択性のメカニズムには，①ラ

ンダムに取り込んだあと不適当な餌を排出②細菌か

らの分泌物を認識し走化性を示す③接触による細菌

表面の識別等，いくつかの可能性考えられる．ラッ

テクスビーズのような化学的に不活性な粒子の取り

込み速度は遅い（Nygaardet al. 1988）ことや，細菌

を熱処理された FLBにすると種類は無関係になり選

択性がなくなる（Gonzalezet al. 1990）という報告か

ら，鞭毛虫が化学センサーをもち，細菌蘭体から生

産－排出される代謝産物等の何らかの化学物質の濃

度勾配を感じとりそれに誘引されていることが予想

される（Sibbaldet al. 1987 1988）.そこで細菌懸濁液

を鴻過除菌した培養鴻液に対する鞭毛虫の主化性に

ついて調べた．各菌株の培養鴻液をキャピラリーに

収容して印干の懸濁液に挿人し，一定時間放置した

後キャピラリー内部に侵入してきた鞭毛虫の計数を

行い，細菌を接種しない培地を用いた対照実験と比

較した．その結果．ほとんどの菌株では対照区と有

天然の鞭毛虫群集に当てはまるかどうかは不明であ

る．

そこで我々は町甲の餌細菌の選択性に分類学的な

種類による違いが見られるのか否かについて検討し

た．天然環境から分離した細菌のうち，なるべく菌

体サイズや形態が同じで分類学的に異なる菌株

(Pseudomonas sp. Ps-12・Vibriosp. Vi-6・Flavobacterit仰 1

sp. Fl-13 ・ Acinetobacter sp. Ac-1・Micrococcussp. Mi-7) 

で作製したFLBおよび対照として現場の細菌群集を

濃縮した菌体懸濁液で、FLBを調製した“天然FLB”

を従来と同様の方法で現場の細菌群集のほぼ20%に

なるように添加した． A 定時間現場水温で培養し，

天然試水中の田町群集による各FLBの取り込みを比

較することで，その捕食選択性を調べた．秋季から

初冬にかけての高知県浦ノ内湾で実験を数回実施し

た結果，ぽぽ毎回同様の傾向が得られた．その結果

の一例を Fig.5に示した．取り込み実験に使用した

FLBのうちで，常に最もよく取り込まれたのは

おeudomonasで調製されたFLBであり，逆に Vibrioで

調製されたFLBが最も低いという結果が得られた．

また現場の細菌群で調製された“天然 FLB”は

Pseudomonasに次ぐ比較的高い取り込み活性を安定

して示すことが分かった．その他の3株で調製され

たFLBはそれほど高い取り込み活性を与えなかった

が，時にはFlavobactet切mのFLBが最も高い取り込み

速度を与えた場合があった．そこで， Pseudomonas
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意な差が見られず，鞭毛虫は細菌の培養漕液に対し

て正の走化性も負の走化性も示さなかったが，その

中で、Flavobacteriumsp.の1株の培養鴻液に対してのみ

は有意に凹~Fが走化性を示した．

前述（Fig.5）のように分類学的に異なる細菌株で

調製したFLBによる取込速度の遣いは， FLBが熱処

理された細菌菌体で調製されている以上，細菌細胞

からの代謝産物等の化学物質とそれに誘引される化

学走性の結果とは考えられず その他の何らかのメ

カニズムを考えるべきであろう．鞭毛虫の餌細菌に

対する選択性およびそのメカニズムに関する研究は

まだ始まったばかりであり，今後に残された重要な

検討課題である．

5. 栄養塩再生者としてのHNF

従来の古典的な捕食食物連鎖においては，有機物

を分解して栄養塩を再生するのは主として従属栄養

性細菌とされていた．しかしながらアンモニア態チ

ッソやリン酸塩の再生には細菌類よりも動物プラン

クトン，特に細菌捕食性の原生動物プランクトンの

方がより大きな寄与をしているのではないかとの指

摘が1960年代半ばになされた (Johannes1965, 1968) . 

その後の多くの研究結果から 細菌類による無機栄

養塩の再生速度は極めて小さくむしろ栄養塩をめぐ

って細菌類と植物プランクトンは競合関係にあるこ

と（Gude1985, Bloem et al. 1989），しかしHNF等の従

属栄養性の原生動物フランクトンが混在することに

より栄養塩の再生速度が大きく促進されることが明

らかになってきた（Caronet al. 1985, Goldman et al 

1985, Andersen et al. 1986, Berman et al. 1987）.しかし

ながらこれらの研究のほとんどは，室内実験による

純粋培養された単」種の原生動物プランクトンにつ

いての結果であり，様々な環境要因が絡み合い，し

かも細雨・植物プランクトン・原生動物プランク卜

ンの各群集組成が単一かつ均一でない天然環境にお

ける観察を行った例はそれほど多くない．

そこで我々は，土佐湾の沿岸フロントや紀伊半島

沖の黒潮フロント海域において詳細な現場観察を行

った（深見・宇野 1995).その結果，フロントの周

辺海域ではしばしば細菌類や凹ぜF，あるいはアンモ

ニアやクロロフィルa0)濃度が分布極大を示すこと

が分かった．さらに詳しくその結果を解析してみる

と，細菌と HNFの分布は微妙にずれている場合があ

るものの，アンモニアの分布極大は細菌の分布極大

とは，致せずむしろ回申の分布と」致する場合がし

ばしば観察されることが分かった．このことは，有

機物の分解とそれに伴うアンモニアの再生が，細菌

よりも主としてHNFにより行われていることを示唆

するものである．そこで，これまで指摘されてきた

ように，栄養塩回帰者としての役割について田町お

よび細菌を比較するために，次の様な実験を行った．

内湾および沖合いの海水試料を孔径 3μm・GF/F

(0.7μm）および、0.22μmの各フィルターで浦、過し，そ

れぞれ日wと細菌が混在した「HNF区」・浮遊細菌

のみが存在する「細菌区」および除菌した「無菌区」

とした．これら 3つの海水試料を一定時間培養し，

その閉経時的に試料の一部を採取し，有機態チッ

ソ・アンモニア・亜硝酸・硝酸の各濃度および細菌

数と HNF数を計数した．その結果，「無菌民」では

栄養塩濃度の変化は全く見られず，「四¥TF区Jではわ

ずかながらもアンモニア濃度の増加が見られたのに

対し，「細菌区Jではむしろアンモニア態チッソ濃度

が減少していくのが観察された．そこで有機態チッ

ソとしてグルタミン酸をいくつかの初期濃度で人為

的に海水中に添加し，同様の実験を行った．その結

果，添加したグルタミン酸濃度が低い場合にはアン

モニアの再生速度は「細菌区jより「HNF区Jの方

が高かったものの，初期濃度が50μMになるよう添

加して初めて「細菌区Jの方で「HNF区」より高い

Table 3. Regeneration rates of ammonia in [Bacteria] and [HNF] fractions along with increasing in concentration of 

glutamate added to the natural seawater collected on July 3, 1995. Both fractions of [Bacteria] and ［四町 wereprepared 

by filtering seawater through either 3 μm Nuclepore or GF/F (0.7 μm）凸lters,respectively. 

REGENERATION 
RATE (μM h-1) 

FRACTION 

BACTERIA 

HNF 

。
9.25 
15.8 

GLUTAMATE CONC. ADDED (μM) 

5 

18.8 
60.4 

10 

38.7 

95.4 

50 

99.2 
70.4 
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アンモニア生成速度が得られた（Table3）.このこと

は，環境中の有機物濃度が低い場合にはアンモニア

の再生は主として細菌を捕食した日何が行ってお

り，細菌は植物プランクトンと栄養塩をめぐってむ

しろ競合関係にあるのに対し，有機物濃度が高くな

るにつれて細菌の栄養塩圃帰に対する寄与が高くな

ることを示唆するものである．

6. まとめ

これまで述べてきた様々な結果から，海洋生態系

の物質循環における細菌捕食性鞭毛虫（回'W）の役

割について考察した．ゆwは微生物食物連鎖の中心

的な存在として，一方では溶存有機物を利用して増

殖した細菌類を捕食し自らもさらに大形の捕食者に

より消費されることより溶存有機物を捕食食物連鎖

に結びつける役割を果たしているが，他方では捕食

した細菌を分解・無機化することで栄養塩の再生に

大きく寄与していることが明らかとなった．近年で

は鞭毛虫による細菌捕食の際，栄養塩のみならず有

機態のチッソまで“生産”するという報告もある

(Nagata & Kirchman 1991, 1992) .しかしながら，微

生物食物連鎖における四wを介したエネルギーフロ

ーや栄養塩の再生速度を天然環境においてきちんと

定量化した研究はいまだほとんどないといっても過

昌ではない（Hagstromet al. 1988) .海洋や湖沼の生

態系において，植物プランクトンにより生産された

有機物がどの程度捕食食物連鎖に流れどれくらいの

部分が微生物食物連鎖に入っているのか，また微生

物食物連鎖に流れたエネルギーのうちどれくらいが

捕食食物連鎖に繋がっておりどの程度は原生動物プ

ランクトンの異化作用により再び栄養塩に回帰され

ているのか，すなわちいわゆる“linkor sink，，論争

(Ducklow et al. 1986, Sherr et al. 1987b）に対し明確な

答えを示すことは，生態系における物質循環を知る

上で非常に重要なことである．しかしながら食物連

鎖におけるこのようなエネルギーの流れ方は，海域

や季節あるいは深度等によって大きく異なることが

予想される．今後はこれらのエネルギーの流れを定

量化するとともに，環境条件との関係についてー般

的な法則を明らかにしていく必要があろう．
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