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東海大学紀要海洋学部第49号 35-44頁 (2000)

Tetraselmis tetrathele Butcherの増殖過程における

葉緑体分布と色素組成変化*

佐野住仁*2.千賀康弘*2

Variation of Chloroplasts Distribution and Concentration 

of Photosynthetic Pigments in Tetraselmis tetrathele Butcher 

during its Growing Process 

Y oshihito SANO and Yasuhiro SENGA 

Abstract 

In order to evaluate the variation of the concentration of photosynthetic pigments 

in a cell during its growing process， Tetraselmis tetrathele Butcher was cultivated for 

more than 600 hours under two different light conditions. Cell density was measured 

with a microscope and a spectrophotometer， and the pigment composition was ana-

lyzed with HPLC. Total amount of pigments in each cell decreased as cell density 

increased. It was mainly caused by the decrease of the amount of chlorophyll-a. The 

concentration ratio of chlorophyll-a against the total pigments decreased from 60 % at 
the induction phase to 40 % at the stationary phase， whereas the amount of accessory 

pigments such as chlorophyll-b and zeaxthantin were almost constant during every 

phase. Localization of chloroplasts in a cell was also recognized by the microscopic 

observation at the beginning of exponential growth phase. The volume ratio of the 

chloroplasts to the cell changed from 30 % to 80 % during the growth phase. Relation-
ship between these results and the package effect defined as the decrease of the specific 

absorption coefficient was discussed. 

1.序 論

近年，人工衛星海色リモートセンシングより海面放射輝度を測定し全地球規模での海洋植物

* 東海大学海洋学部業績A第624号. 1999年 7月12日受付;1999年 9月30日修正;1999年10月6日受理

*2 東海大学海洋学部海洋工学科
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プランクトン量と基礎生産量を推定する研究が精力的に進められている.これらの研究の中

で，高緯度域と低緯度域では海面放射輝度と植物プランクトン量との関係にずれを生じること

が指摘され，この原因の一つは，植物プランクトンの持つ単位クロロフィル濃度当りの吸収係

数(一般に♂と表される)が海域によって変化する現象にあることが報告されている

(SATHYENDRANATH et al.， 1987; STUART， et al.， 1998).特に高緯度の高クロロフィル濃

度域では♂が低下し，この現象はしばしばパッケージ効果と呼ばれ，細胞の成長と細胞内の

色素濃度の増加によって引き起こされることが報告されている (KIRK，1976). ♂の変化は

補助色素組成の変化によっても生じることが異なる海域での観測結果や，実験室での培養実験

からも明らかにされている (SATHYENDRANATHet al.， 1987; STUART et al.， 1998). これ

らの結果より，同一種であっても生育場所での光環境の変化によって，色素組成の変動やパッ

ケージ効果が現れることが予測される.特にブツレーミング時には細胞数の急激な増加にともな

い，急激な光環境の低下が生じることから，このような現象を誘発すると考えられる.ところ

が，従来，同一種内での光環境変化に対する色素組成変化についてはほとんど議論されていな

しヨ

このような背景より本研究では植物プランクトンを単一培養して，増殖に伴う光環境の変化

が色素組成にどのような変化を生じるかを観察し，現場海域で生じるブルーミング時のパッケ

ージ効果の解釈を試みた.

2.培養 実 験

2.1 試料と培養法

本研究では，葉緑体色素分布の観察がしやすしかっ比較的培養が簡単で、ある，プラシノ藻

綱テトラセルミス属 Tetraselmistetrathele Butcher (千原・村野， 1997) を試料に用い，光強

度の異なる 2つの環境下にてパッチ培養を行い，その増殖過程での色素組成と細胞内での葉緑

体の空間分布の変化を調べた. Fig. 1にパッチ培養の模式図を示す.光源には，観賞魚用20形

18W白色蛍光灯 (FL20SSIG/18，NISSO) を用いた.培養には500ml三角フラスコを二個用

いた.片方はランダムに穴を聞けたアルミ箔で覆い，スペクトル分布を変えないように光量を

変化させた.光量の計測には照度計 SP-1東京芝浦電気を用い，各フラスコ内の光量が空の状

態のときにその中心部で3001ux(以下強光側と呼ぶ)と601ux(以下弱光側と呼ぶ)となるよ

うに光源からの距離を調整した.

培地には ASP7(田宮・渡辺， 1965) を用いた.各フラスコには ASP7培地400mlと，予め

海水培地によりパッチ培養された高濃度プランクトンの入った原液80mlを入れ，スターラー

により絶えず撹枠しながら培養を行なった.通気にはエアポンプ (α-6000，NISSO) を用

い，無菌化したフィノレターを通して行った.培養フラスコはヒーターを備えた恒温水槽内に置

き，水温を200Cに保った.実験に使用した器具，培地は全てオートクレーブにより 120
0

Cで30

分間の滅菌処理を行った.
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Fig. 1. Schematic diagram of the cultivation arrangement 

2.2 細胞数測定法

細胞数の計測には Thomaの血球計算板を用いた直接計数法と分光光度計による吸収測定法

を併用した.直接計数ではピペットを用いて培養フラスコよりプランクトン培養液を 1滴とり

血球計算板の中央に滴下し，直ちに専用カバーガラスをかけ十分に押さえて過剰の液を横の溝

に落とし，スライドガラスの中央部に刻まれた一辺0.05mmの正方形析400個内の細胞数を計

数した.一析内に含まれる液量は1/400mm3となり，これより細胞密度が求められる.この作

業を試料を滴下し直して30~50回行ない，平均値を算出した.

この直接計数法では測定に長時間を費やし試料採取のばらつきも大きく現れる可能性が高

い.そこで簡単に試料濃度を測定する手段として，試料による吸収が無視できる程度に小さい

波長700nmでの吸光度から細胞数を推定した. Fig.2にこの検量線を示す.広い濃度範囲に

渡り直線性が認められる.

2.3 葉緑体分布と色素組成の観察

植物プランクトンの光吸収に関係すると考えられる細胞内の葉緑体の分布を一定時間毎に

CCDカラーカメラ (SSC-C350，SONY) を取りつけた光学顕微鏡 (BH-2， OLYMPUS) 

を用いて観察し，画像をコンピュータに入力した.対物レンズには油浸100倍レンズを用いた.

さらに植物プランクトンの色素組成を調べるために，試料を含んだ培養液10mlを採取し，ガ

ラス繊維ろ紙47mmゆGF/F (Whatman) によりろ過した.次にこのろ紙に捕集された試料

の吸光度を積分球を用いた拡散反射測定 (UV2100/ISR260，島津製作所)により求めた.こ

れより測定した吸光度A，試料ろ過量 v(=10ml)， ろ過実効面積 5( = 1385mm2
) より吸収係

数 α=A.S/vとして求めた.この後，このろ紙を90%アセトン 5mlに浸し，-30
o
Cの暗所

で24時間放置して色素を抽出し，含有色素量を高速液体クロマトグラフィ (8010シリーズ，東

ソー)を用いて分離定量した.定量には標準試料としてクロロフィル a(スピルリナ製，和光

第49号 (2000) 37 
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Fig. 2. Relationship between the cell density and the absorbance at 700 nm. 
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Fig. 3. Growth curve of Tetraselmis tetrathele Butcher under high (300 lux; upper curve 

and triangles) and low (60 lux; lower curve and circles) illumination conditions. 
Curves show the cell density estimated from the absorption at 700 nm. Triangles 
and circles show the density measured directly with a microscope. (a)， (b)， (c) and 

(d) indicate the growth phases of cells under the high illumination: induction 
phase， exponential growth phase， stationary phase and degradation phase， 
respectively. 
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純薬工業)，クロロフィル b(クロレラ製，和光純薬工業)， sカロチン(和光純薬工業)，ゼ

アキサンチン (Cyanobacteria製， VKI)の 4種類を用いた.単位クロロフィル a濃度当た

りの吸収係数♂は高速液体クロマトグラフィにより求めたクロロフィルa濃度 C(μg/L) と

吸収係数αより a*= α/Cとして算出した.

3.結果と考察

3.1 増殖特性

細胞数の時間変化を Fig.3に示す.直接計数した結果(強光側企，弱光側0)では細胞数

増加に伴い，大きなばらつきが現れている.これは培養フラスコ内の試料分布の不均ーさから

生じたものと考えられる.これに対して吸光測定法(強光側は上，弱光側は下の曲線)では測

定試料量が多いため比較的滑らかな変化となっている.これらの結果より，強光側での増殖過

程は次のように区分される.(a)誘導期:培養開始から21時間まで， (b)対数増殖期:21時間から

270時間まで， (c)定常期:270時間から480時間まで， (d)死滅期:480時間以降.顕微鏡観察では

定常期終期から死滅期にかけての遊泳細胞数は全細胞数の 5~10%程度であり，不動細胞と死

細胞の判別は非常に困難であった.同時期の計数結果においては吸光法は直接計数法に比べ，

計数値が大きく現れている.これは細胞分裂の際に生じる親細胞の細胞膜や，抜け落ちた鞭毛

などの懸濁不純物による散乱が大きく現れた結果と考えられる.一方，弱光側では終始緩やか

に安定した細胞数の増加が見られた.

3.2 葉緑体分布特性

Fig. 4に光学顕微鏡により観察した増殖の各過程での細胞の様子を示す.観察総合倍率は

3000倍である.図中の(S)は培養開始時， (Ha)~(Hb) は強光側での結果であり，添字 a~d

はFig.3の各増殖過程に対応する. (Ha)と(Hb)では細胞内に葉緑体の欠けた部分が認めら

れ，葉緑体の局在化が生じている. (Hc)は分裂途中であり，この時期には図のような二分裂

細胞が多く見られた. (Ll)~(L3) は弱光側の様子である.いずれも大きな変化は無く， (L3) 

の頃には分裂細胞が常にいくつか観察された.

葉緑体の局在化の程度を定量化する手段としてコンビュータに取り込んだ顕微鏡画像より，

細胞全体の画素数nと細胞内の緑色部分の画素数gを算出し，葉緑体の占める体積比(g/n)日

を求めた.Fig.5に算出した体積比と細胞当たりの照射光量 Ecの関係を示す.Ecは次のよう

に求めた.まず培養液は均一に撹枠されていると仮定し，培養液中の細胞密度 d(cells/ml) 

と培養液全量 V(ml) よりフラスコ内の全細胞数川 = Vdを求める.さらに，光照射されて

いるフラスコ内培養液部の光軸に垂直な断面積 S。を計測し，顕微鏡観察から測定した 1細胞

の平均断面積 sを求め，照射光軸上での平均細胞数nをη = No.s/S，。として求める.これを

フラスコが空の状態での平均照度 E。より Ec= Eo/nとする.企は強光側， 0は弱光側を示

す.細胞内の葉緑体は培養開始時にはいずれの条件下でも細胞内全体にほぽ一様に分布してお

り，細胞全体に対する葉緑体の体積比率は約80%であった.誘導期には葉緑体の局在化が起き

第49号 (2000) 39 
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始め，対数増殖期初期に体積比率は最小で約30%となった.これは，葉緑体に過剰な光が入射

することに対し，光の吸収効率を低下させるために体積比率を小さくし，結果的に局在化が生

じたと考えられる.その後，対数増殖期終期にかけて，徐々に局在化は解消され体積比率は約

80%となった.これは培養液の濁度増加に伴い，葉緑体に十分な光が入射しなくなったため，

個々の細胞の光吸収効率を上げる作用が働いたためと考えられる.この現象は，植物プランク

トンのパッケージ効果として説明される現象と一致する.一方，弱光側での変化はほとんど見

られず，これは光量が少ないために高い受光効率を維持し続けていると考えられる.

3.3 光合成色素解析

試料の色素濃度と細胞密度の関係を Fig.6に示す.(a)は培養液全体の色素濃度， (b)は細胞

当たりの色素濃度， (c)は細胞当たりに含まれる各色素の存在比率を示す.ただし細胞密度0.66

と0.78は死滅期にあたる.全色素濃度(a)は細胞密度が高くなるにつれて増加するが，細胞当た

りの全色素量(b)は細胞密度の増加に伴い減少する傾向にある.この減少は主にクロロフィル a

量の減少として現れており補助色素量はほぽ一定値を保っている.(c)に示す細胞当たりの全色

素量に対するクロロフィルaの比率は，細胞密度の低い時で60%以上あるが，細胞密度の増

加に伴い減少し，定常期には40%以下となっている.β カロチンもクロロフィルaと同様に細

胞密度の増加に伴って減少し，強光側死滅期には再び増加傾向にある.

ここで観察された細胞密度の増加と共に細胞当たりのクロロフィル a量が減少する一方で

補助色素量が一定量を保つ現象は，光の利用効率を保持しながら，活性を低下させて細胞を維

持していると解釈できる.

Fig. 7に細胞当たりのクロロフィル a量 Ccと細胞密度の関係を示す.弱光側の低細胞密度

の場合，Ccは密度増加に伴い急激に減少し，強光側の高細胞密度のときにはこの減少は緩や

40 東海大学紀要海洋学部
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Fig.7. Relationship between the concentration of chlorophyll-a in unit cell and the 
cell density. (a)ー(g)and (A)-(G) show the results under the low illumination 

and high illumination， respectively.帥 and(1) indicate the extrapolated 

points at the early exponential growth phase under the high illumination. 

かになっている.死滅期 (F，G)の値は対数増殖期 (A，B，C)および定常期 (D，E)の値と

これは先に述べたように死細胞を含む様々な懸濁物により高い濁度となったた比較して低い.

めと考えられる.

光学顕微鏡による葉緑体分布の観察では，対数増殖期初期に局在化が最も進み，葉緑体体積

比率の著しい低下が認められた.この時期のCcは直接測定ができなかったが，体積比率から

推定すると図中の帥，誘導期は(I)に相当すると予測される.細胞密度と光量の関係から，強光

側帥と弱光側(a)では細胞当たりに照射される光量 Ecが同程度となるが，細胞当たりのクロロ

フィルa量 ccには大きな差が生じ，帥は(a)に比べ極端に少ないという結果を得た.日は(a)に

比べ細胞の増殖率が著しく高しこれが Ccの差を生じる要因の 1つであると考えられる.以

上の結果より，細胞当たりのクロロフィルa量 Ccは，光量 Ecが大きしかっ増殖率が高い

時に最も減少すると推測できる.

Fig. 8に拡散反射測定により求めた単位クロロフィル a濃度当たりの吸収係数♂を示す.

誘導期から定常期にかけ，クロロフィル a濃度が増すにつれ440nm付近の♂は高くなり一般

にパッケージ効果として定義される現象と逆の結果となっている.これは試料に用いた植物プ

ランクトンの補助色素組成と培養液内での細胞密度が，現場海洋での密度に比べて極端に高か

ったことによると思われる.

4.結 論

本研究では，植物プランクトンの増殖過程での細胞密度の変化による色素組成の変化を調べ

るため，異なる光環境下のもとでプラシノ藻綱テトラセ lレミス属 Tetraselmistetrathele 
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Tetraselmis tetrathele Butcherの増殖過程における葉緑体分布と色素組成変化

0.025 

0.02 

0.01 

0.005 

0 
350 400 450 500 550 600 

Wave length {nm} 

650 700 750 

Fig. 8. Specific absorption spectra measured in three phases: induction phase 
(a)， exponential growth phase (b) and stationary phase (c). 

Butcherを用いてパッチ培養し，データを解析した.

この結果，細胞当たりのクロロフィル a量は細胞密度の増加に伴い減少するが，補助色素

は終始一定量を保ちつづけ，全色素量に対するクロロフィルaの存在比率は60%から40%へ

と低下することを確認した.これは細胞密度が高くなるにつれて細胞当たりに照射される光量

が低下し，この結果クロロフィルa量の減少が起こり，活性を低下させていると考えられる.

光学顕微鏡による葉緑体色素分布の観察では，初期状態には葉緑体色素の体積比率が80%あ

ったのに対し，対数増殖期初期には局在化が進み， 40%程度まで著しく低下した.これは，細

胞当たりに照射される光量と細胞の増殖率とが関与してくる結果と考えられる.

本結果より，自然水塊中での植物プランクトンのパッケージ効果として説明される現象，即

ちクロロフィルa濃度当たりの光吸収係数の変動は，細胞当たりに照射される光量と細胞の

増殖速度および色素組成に関係してくると予想される.

本研究ではクロロフィルa濃度当たりの吸収係数はクロロフィルa濃度が増すにつれて高

くなり，一般にパッケージ効果と説明されるものとは逆の結果となっている.これはここで用

いた試料の主補助色素がクロロフィルbであったことが主因と考えられる.

今後は現場海域でしばしばブルーミングを生じる珪藻類，渦鞭毛藻類など複数の植物プラン

クトン種を用いて同様の実験を行い，パッケージ効果についての詳細を調べ，定量的に評価す

る必要がある.
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Fig. 4. Photographs of cells in each growth phase. (S) shows an initial cell. (Ha)， 

(Hb)， (Hc) and (Hd) show typical cells in the phases (a)， (b)， (c) and (d) indicated 

in Fig. 3 under the high illumination. These cells were sampled at 21， 54， 298 and 

421 hours after the start of the cultivation， respectively. (Ll)， (L2) and (L3) 

show the samples under low illumination at 45，115 and 517 hours， respectively. 
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亜熱帯，温暖および寒冷地域の海洋環境下に

暴露したコンクリートの性質申
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Properties of Concrete Exposed to Marine Environment 

under Subtropical， Warm and Cold Climates 

Shigemi SAKODA， Ryuji HIRATA， Hitomi KUWAE， 

Ichio YAMAGUCHI and Nobufumi TAKEDA 

Abstract 

This paper presents the properties of concrete exposed to marine environment 

under different climatic for 1 year. Test specimens prepared with a water cement ratio 

ranging between 0.3 to 0.7. These specimens were exposed to marine atmospheres and 

under seawater under subtropical， warm and cold climates. 

Investigations were particularly focused on the variations of concrete quality， 

chloride ion concentration and corrosion reinforcement. 

From these test results， it is concluded that the compressive strength of concrete 

specimens exposed to marine environment under subtropical climate was lower than 

that of concrete exposed to marine environment under warm and cold climates. The 

carbonation depth of the specimens exposed to marine environment under cold cli. 

mates was smaller than that of concrete exposed to other environments. The chloride 

ion distribution in concrete specimens exposed to under seawater environment in warm 

climates was smaller than that of any other concrete. In case of specimens exposed to 

under seawater environment， the corroded area ratio of reinforcing steel was observed 

in any specimens. However， in case of concrete specimens exposed to marine atmo-

sphere， the corroded area ratio of reinforcing steel was only observed in concrete 

having a water cement ratio of 0.7. 
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