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径0.45μmのガラスファイバーフィルターでろ過し，同じく

0.45μmのフィルターでろ過した鹿児島市地先の海水400 mlの

表面に50 ml添加して層を形成させたもの，②400 mlのろ過海

水と50 mlの浄化槽排出水を混合したもの，③ろ過海水400 ml

の表面に50 mlの蒸留水を添加して層を形成させたものである。

それぞれの培地は，直径11 cmで 1 l容量のガラス製ビーカー

3個ずつに作製した。H. akashiwoの接種は，採取した群集の

密度を100倍の光学顕微鏡下で計数した後，培地の密度が 1×

104cells/mlになるようマイクロピペットを用いて，①および

③の培地ではろ過海水の上層部に，②の培地では実験試水の

表層に，流し入れるように行った。接種を終えた実験試水入

りビーカーは25±1℃の恒温室内に設置し，白色蛍光灯により

15L : 9D（08 : 00点灯，23 : 00消灯）の明暗周期で上方から照

明を行った。表面における光の強さは59μmol/m2/sであった。

上述したように，培養実験開始時の接種用の種には赤潮発生

現場から採取したH. akashiwoを用いたが，2回目および 3回

目の培養実験の植え継ぎでは①の培地の実験区で増殖したH.

akashiwo細胞を孔径 5μmのプランクトンネットで濃縮して接

種用の種とした。家庭排出水とろ過海水の水質測定のうち，

溶存態有機窒素濃度および溶存態有機リン濃度はEbina et al.1)

ならびにStrickland & Parsons2)の方法により，また，溶存態

無機窒素濃度および溶存態リン酸濃度の測定は Strickland &

Parsons2)の方法に従って分析した。細胞密度の計数は毎日正

午頃に培地をゆっくり攪拌した後パスツールピペットで

Sedgewick-Rafterの計数盤に 1 ml採水して行った。pHは各

実験の開始日には家庭用簡易浄化槽からの排出水とろ過海水

について，2日目以降には採水直前に測定した。

実験に使用した家庭用簡易浄化槽からの排出水とろ過海水

の主な栄養塩濃度および pHは Table 1に示したとおりであ

る。全窒素濃度ならびに全リン濃度ともにろ過海水より家庭

排水の方が高く，ろ過海水の全窒素濃度が21.1μg-at/lであっ

たのに対して家庭排水は100.0μg-at/l，ろ過海水の全リン濃度

が0.9μg-at/lであったのに対して家庭排水は29.2μg-at/lであっ

た。

実験区①および③の培地の表層における塩分の勾配は24時

間以内に消失し，接種直後には表面で認められなかった細胞

Abstract: Efficiency of domestic sewage disposal water
on the growth of Heterosigma akashiwo during the early
stage of red tide formation was tested under three treat-
ments, namely, ①domestic sewage disposal water laid
on filtered sea water, ②mixture of domestic sewage dis-
posal water and filtered sea water, and ③distilled water
laid on filtered sea water. Culture was continued for 4
days and repeated three times. H. akashiwo cells col-
lected in sampling area were used as seed for the first
inoculation, and H. akashiwo cells which grew in the
treatment of sewage disposal water laid on filtered sea
water were used for the second and third inoculation.
In the treatment ①, cell density increased during the
culture period. In the treatment ②, cell density increased
during the first 2 to 3 days and kept its density after
that. In the treatment ③, cell density increased for 2
days after initiation of culture but decreased rapidly as
time elapsed. On the base of those results, there is a
possibility that the cell density continues to increase
when domestic sewage disposal water is supplied.
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近年，世界各地の半閉鎖水系海域や湖沼における種々の赤

潮生物の異常増殖が頻繁に認められている。それは一般に富

栄養化によるものとされ，家庭排水もその一因となっている。

本報では，2001年 4月初旬に鹿児島湾奥部に発生して間もな

いHeterosigma akashiwoの家庭排水による増殖促進が観察さ

れたので報告する。

H. akashiwoは2001年 4月 9日の午後 3時頃鹿児島湾奥部に

位置する隼人町地先で採取後直ちに鹿児島大学水産学部の研

究室に持ち帰った。研究室に着くと口径の大きい容器に移し

替え，その容器の水面に形成されたH. akashiwoの群集を接

種用の種として用いた。培地は 3種類準備した。すなわち，

①家庭用簡易浄化槽からの排出水を 1昼夜通気したものを孔
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が24時間後には認められた。各実験区における細胞密度の推

移はFig. 1に示した。実験区①では，4日間の培養期間中増殖

を続けて 8×104～9×104cells/mlに達した。また，実験区②

では，培養開始後 2～ 3日後まで増殖を続け2.5×104～3.5×

104cells/mlに達したが，その後の増殖は認められなかった。

実験区③では，培養開始後 2日間は増殖したものの，それ以

降は急速に密度が減少し，4日目には開始時の約十分の一に

なった。なお，家庭排水およびろ過海水の pHはそれぞれ

7.2±0.4および7.9±0.3，実験区①，②，および③では培養期

間中それぞれ8.3±0.1，8.2±0.1，および8.2±0.1であった。

H. akashiwoの細胞は自然の内湾等において昼間表層に，夜

間には低層に移動して，下層の栄養塩類を利用しているらし

いことが報告されている3,4)。本実験の明時間帯は23 : 00まで

継続するので，H. akashiwoの接種から消灯までの時間は第 1

回目の培養では約 7時間，第 2および 3回目の培養では約 9

時間であり，上述のH. akashiwo細胞の垂直日周変化の性質

を現わすように，明期間には表層への集合が観察されたので，窒

素およびリン濃度の高い家庭排水付近に集合したH. akashiwo

の細胞がそれらを細胞内に蓄積することが考えられる。

Pavlova lutheliの培養では溶存態窒素の場合，濃度が

0.05 mMかそれ以下で細胞内への窒素の蓄積を認め，その窒

素により約 5回の細胞分裂が可能であること5)，および，植物

プランクトンが0.31～0.53μg-at/h/cellの速度で溶存態有機窒

素を吸収できる能力を有すること7)が報告されている。溶存態

リンについても同様な蓄積が十分に考えられる。すなわち，

窒素およびリンに関しては，接種後の細胞分裂にほぼ必要な

量の窒素およびリンが家庭排水と海水の躍層付近で吸収され

る可能性が考えられる。それに加えて，躍層が解消された後

の，溶存態窒素濃度および溶存態リン濃度も比較的高いので，

それらの利用も無視できないものと推察される。

H. akashiwoの増殖および毒性試験で小野8)が用いた培地で

はN : P比を18 : 1としているのに対して，本報の家庭排水では

3.4 : 1，および家庭排水と海水の混合水では7.8 : 1と低いので，

本種の増殖に適したN : P比は推定できない。しかし，前者で

用いられた培地には他にビタミン，特にビタミンB12が高濃度

に含まれている。本実験のH. akashiwoの増殖促進因子とし

てその影響も考えられる。なぜなら，家庭排水を採取した簡

易浄化槽には細菌類が多く，それらの細菌類によるビタミン

B12の産生も否定できないからである。その例として，動物プ

ランクトンのシオミズツボワムシの飼育水中のビタミン B12

は，ほとんどその飼育水中に生存している細菌類に由来して

いる9)ように，普遍に存在する細菌類によりビタミンB12が産

生される可能性があることも考慮する必要があろう。

淡水に近い家庭排水の水塊は海水の上層部に栄養塩類源と

なる水塊を形成し，H. akashiwoの持続的増殖の一因となる可

能性があるので，家庭排水の更なる処理が望まれる。
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Table 1. Nitrogen and phosphorus concentration in domestic 
sewage disposal water and in the sea water taken from 
coastal area of Kagoshima City

Sewage water Sea water
(μg-at/l) (μg-at/l) 

 NH4
+-N 19.8 (0.5) 3.6 (0.3)

NO2-N 2.89(0.08) 0.06(0.01)
NO3-N 3.3 (0.2) 17.4 (0.6)
O-N 74.0 (5.6) ND
PO4-P 29.2 (0.3) 0.51(0.07)
O-P ND 0.39(0.06)

O-N, Organic nitrogen; O-P, Organic phosphorus; ND, Not detected. 
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Fig. 1. Profiles of cell density in culture experiments. ○ ,
Sewage disposal water laid on filtered sea water; ● ,
Mixture of sewage disposal water and filtered sea water,
◇, Distilled water laid on filtered sea water. H. akashiwo
cells collected in sampling area were used as seed for the
first inoculation, and H. akashiwo cells which grew in the
treatment of sewage disposal water laid on filtered sea
water were used for the second and third inoculation.
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