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短報 [Note]

印播沼におけるバクテリアの季節変動パターン及び変動要因の解明

鏡味麻衣子 1)・石鍋}I顕子 1)

Factors affecting seasonal variations in bacterial abundance in Lake Inba 

Maiko KAGAMI 1) and Junko ISHINABE 

Abstract 

Lak巴Inbais one of Japan's most eutrophic lakes. Few studies have examined its plankton dynamics， inc1uding 

bacteria. To investigat巴thefactors affecting the bacterial abundance in Lake Inba， data were collected weekly 

from April to October 2009. That abundance ranged from 1.8 to 9.5 X 106cells mL'I， with its highest in late Apri1. 

MuItiple regression analysis rev巴aledthat the bacterial abundance was significantly corr巴latedwith particulate 

phosphorus concentrations and heterotrophic nanofiagellates (HNF)， but not with water temperature， nutrient 

concentrations or chlorophyll a. A significant relationship with particulate phosphorus， but not with chlorophyll a 

concentration， indicated that organic substrates inc1uding allochthonous input were an important source for bacterial 

growth in the lake. That also implied that phosphorus might limit bacterial growth， although no relationship was 

found with SRP due to its extremely low concentrations. Negative relationships with HNF indicated that HNF 

reduced the bacterial abundance through grazing. These results indicate that bacterial abundance in the eutrophic 

Lake lnba was regulated not only by top-down factors， that is grazing by HNF， but also by bottom-up factors 

inc1uding organic sources and phosphorus 

Keywords: Lake Inba， bacteria， phosphorus， nanofiagel1ates 

摘要

印擦招は日本で最も富栄養な棋のひとつである。水質と密接に関係のあるプランクトンの生態に関す

る研究はされていない。本研究ではプランクトンの中でもバクテリアについて，その季節変動パターン

および変動要因を明らかにするため， 2009年 4丹から 10月にかけて週 1聞の調査を行った。バクテリ

アの密度に影響を与えるボトムアップ効果として窒素・リン・有機物(クロロフィノレa，懸濁態リン)，トッ

プダウン効果として捕食者(鞭毛虫)を考患に入れ，これら要西がバクテリアの密度に与える影響の相

対的重要性について検討した。バクテリアの密度は約1.8~ 9.5 X 106cells mL，1の間で変動し 4月下旬に

最大となった。重回帰分析の結果，バクテリア数は懸濁態リンとは正の相関，鞭毛虫とは負の相関がみ

られたが，水温，栄養塩濃度(窒素，リン)，クロロフィル濃度との開には有意な関係は認められなかった。

懸濁態リンとの関係はあったがクロロフィノレ量との関係がみられなかったことから，外来性の物も含め
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(迷絡先鏡味麻衣子(8;]kagami@env.sci.toho-u.ac.jp) 
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有機物量全体がバクテリアの変動を制限していると考えられた。栄養塩のうち，リン濃度は非常に低く，

バクテリア密度との聞には関係がみられなかったが，バクテリアの成長を制限しているのかもしれない。

一方，鞭毛虫との聞に負の相関関係があり，バクテリアの密度は鞭毛虫による捕食によって制眼されて

いることが示唆された。以上の結果より，富栄養な印播沼のバクテリア数はトップダウン効果(鞭毛虫

による捕食)だけでなくボトムアップ効果(懸潤態リンの濃度)によっても制眼されていることが示さ

れた。

キーワード:印搭沼，バクテリア，リン，鞭毛虫

(2010年 4月 2日受付;2010年 12月 9日受理)

はじめに

印播沼は，千葉県民の「命のみずがめj ともよばれ，

上水道や工業用水および農業用水の水源として利用さ

れている。戦後の流域都市化に伴う生活排水の流入でブ1'(

質は悪化し，今では沼本で最も富栄養化の進んだ湖の 1

つとなった。現在，環境省から水質改善が必要な湖沼に

指定されている。水質を改善するためには，有機物の分

解者であるバクテリア(細菌類)の生強や機能について

の理解が不可欠である。また，バクテリアは原生動物や

ワムシ，甲殻類動物プランクトンに捕食されることによ

り有機物や栄養塩類を上位栄養段階に運ぶ機能も担うた

め，印搭沼の物質循環を理解するためにも欠かせない存

在である。過去 20年間，千葉県水質保全課によって栄

養塩濃度や有機物量 (COD)など水質関連項目について

の詳細なモニタリンク守が行われてきている。しかし，バ

クテリアの生態に関する研究はほとんどなされていな

し、。

湖沼において，バクテリアの細胞密度は様々な要因に

制限される。バクテリアにとって餌となる有機物量だけ

でなく， リンや窒素などの栄養塩濃度や水温によってバ

クテリアの成長が制限されることが明らかになってきた

(Co!e et al.， 1988; Currie， 1990; Jeppesen et al.， 1997; Simon 

et al.， 1998; Gurung and Urabe， 1999)。また，鞭毛虫や繊

毛虫などの原生動物や動物プランクトンによる捕食，

ウィルスの寄生によってバクテリアの密度は抑えられる

(Sanders et al.， 1992; Fuhrman， 1999; Gurung et al.， 2000)。

さらには，栄養塩や有機物量によるボトムアップ効果と，

捕食者によるトップダウン効果のどちらがバクテリアの

密度を制御するうえで重要であるかについても議論がな

されてきた。ボトムアップ効果とトップダウン効果の重

要性は季節や崩の栄養塩状態，深度などによって変わる

と言われている (Simonet al.， 1998; Gurung et al.， 2001)。
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本研究では，日本で最も富栄養な湖のひとつである

印賭沼を調査地とし，印播沼におけるバクテリアの季節

変動ノfターンを把握し，その変動に影響を与えるボトム

アップ効果とトップダウン効果の重要性を評価すること

在日的とした。バクテリアの密度に影響を与えるボトム

アップ要因として窒素・リン・有機物(クロロフィル a，

懸濁態リン)， トップダウン要因として捕食者(鞭毛虫)

を考慮に入れ，バクテリアの密度に与えるこれら要因の

相対的重要性について検討した。

方法

調査地

本研究の調査地である印措招は，千葉県北西部の下総

台地のほぼ中央部に位置し，北印擦沼と西印播招にニ分

され，捷水路で結ばれる形となっている。沼の面積は，

北印嬬沼と商印播沼を合わせて 11.55km2で，水深は平

均 1.7m，最大 2.5mである(財団法人印搭沼環境基金

2006)。印播沼は洪水対策をはじめ，上水道，工業およ

び農業等の利水に支障をきたすことがないように，水

門によって水位は常に調節されている。全窒素量は昭和

50年以前は約 1.0mgL-1であったが，年々増加していき，

2006年には約 3.0mgCl
にまで場加した。逆に全リン量

については昭和 50年代前半は約 0.3mgL-1であったが，

近年では O.lmgC
I
前後まで減少してきている(財団法

人印播沼環境基金 ，2006)。

試料の探取・固定

調査は 2009年 4月から 2009年 10月にかけて，西印

播沼の船戸大橋付近にて週 l田行った。水温・ DO'pH 

についてはマルチ水質チェッカー(堀場製作所 U-50

シリーズ)を用いて測定した。試料は水深約 20cmの表

層の水をバケツにて採取した。バクテリア及び鞭毛虫の
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試料は，湖水 50mLを8%パラホルムアノレデヒド(最終

濃度4%)で間定し，計数するまで冷蔵保存した。窒素(ア

ンモニア態窒素・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素)及びリン

(リン酸態、リン・溶存態有機リン)の試料は，熱処理し

た GFIFフィノレター (Whatman) で糠過した鴻過湖水を

用い，分析するまで冷凍保存した。懸濁態リン及びクロ

ロフィルαの試料は，湖水 100mLを熱処理した GFIFフィ

ノレターで鴻・過し， フィルターをアルミホイノレに包み，分

析するまで冷凍保存した。(なお，懸濁態リンとクロロ

フィノレ αの試料は， 4月上旬~中旬はとっていない。)

バクテリア及び鞭毛虫の計数

バクテリアの計数には SYBRGI巴en1 (Lonza社製)を

用いて DNAを染色し，鞭毛虫の計数にはプリムリンを

用いてタンパク質を染色し計数した (Sherret al.， 1993; 

Noble and Fuhrman， 1998)。バクテリアについては，間

定したサンプノレ lmLと5%SYBRGreenl 20μL (最終濃

度 0.1%)を猿過器に注ぎ，孔佳 0.2μmのフィノレター

(ADVANTEC) で液過した。フィルターをスライドガラ

スの上に載せイマージョンオイルをたらし，カバーガラ

スをかぶせた後再びオイノレをたらしたο 言十数は蛍光顕微

鏡 (x1000， Blue励起)を用いて行った。この操作を

1サンプルにつき 3回繰り返し， 300細胞以上計数し，

平均値と標準誤差を求めた。今屈は， 0.2 ~ 0.7μmの大

きさで球形のものをバクテリアとみなし，自家蛍光を

発するシアノバクテリアは計数しなかった。糸状のバク

テリアも出現したが，低密度であり問じ試料でもフィノレ

ターによるばらつきが大きかったため，計数しなかった。

鞭毛虫については，国定したサンプノレ 2mLを櫨過器

に注ぎ，孔径 0.2μmのフィノレター (ADVANTEC) で櫨

過した。調製した 0.025%プリムリン搭液 (O.lMTrizma-

HCl (pH=4)にプリムリンを溶かした) lmLを櫨過器に

注ぎ， 5 分~1O分放寵した後鴻過した。フィノレターを

スライドガラスの上に載せイマージョンオイルをたら

し，カバーガラスをかぶせた後再びオイルをたらした。

計数は蛍光顕微鏡 (x1000， UV励起)を用いて行った。

この操作を lサンプルにつき 3回繰り返し， 30縮施以

上計数し，平均値と標準誤差を求めた。 lmLあたりの

バクテリア及び鞭毛虫の締胞数は，フィルターの轍過面

積と計数面積から換算した。

栄養塩および有機物の分析

栄養塩の分析は，アンモニア態窒素はインドフェノー

ル法，亜硝酸態窒素は BR法，硝酸態窒素は硫酸ヒドラ
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ジニウム法， リン酸態リンはモリブデン青法により行っ

た(西候・三田村， 2004)。溶存態有機リンと懸濁態リ

ンはベノレオキソニ硫酸カリウムで分解後，モリブデン育

法により行った(西候・三田村， 2004)。吸光度測定に

は lcmセルを用いた。ただし，アンモニア態窒素・リ

ン酸態リン・懸濁態リンの吸光度測定には 5cmセノレを

用いた。クロロフィル Gの分析については，ロレンツェ

ン法により行った。なお，クロロフィル α量はフェオ色

素を合めた値とした。

統計解析

バクテリア数の季節変動がどの要閣と相関があるの

かを調べるために，統計ソフト Rを吊いて重田帰分析

を行った。バクテリア数を応答変数とし，説明変数と

して水温， DIN(アンモニア態窒素・亜硝酸態窒素・硝

酸態窒素)， SPR(リン酸態リン)， DOP(溶存態有機リ

ン)， PP(懸濁態リン)，クロロフィノレム鞭毛虫数を含

め， AIC(赤地情報量規準)を基に最も当てはまりのよ

いモデルを選択した。なお，統計を行う際は水温以外の

データは対数 logの値に変換して分析した Oeppesenet 

al. 1997)。

結 果

水温は 11.3~ 27.4
0

Cの間で変動し， 4月から 7月にか

けて上昇し， 8月下旬から低下した (Fig.lA)。搭存酸

素濃度 (DO) は約 85~ 194%，約 8~ 16mg L-'の間で

変動し，比較的 5月から 7月中旬にかけて低い値となり

増減を繰り返した (Fig.lB) 0 pHは6.7'"'-'9.5の間で変

動し， 4月は 9付近と常に高く，それ以降は増減を繰り

Jsした (Fig.lC)。

アンモニア態窒素は O‘02~ 0.17mg L-'の間で変動し，

比較的 6月と 7月は低い値となった (Fig.2A)。亜硝酸

態窒素はo'"'-' 0.08mg L-'の間で変動し，4月で高い伎と

なり 8月には最も低くなった。硝酸態窒素は 0'"'-'O.lmg 

L-'の開で変動し，あまり季節的な変化は見られなかっ

た。全体の窒素最としては，4月 .5月および 8月に一

時的に高い値を示した (Fig.2A)。

リン酸態リンは最高値O.OlmgL-'と常に低い値をとっ

た (Fig.2B)。溶存態有機リンはo~ O.Olmgιlの間で

変動し， 4月下旬と 8月上旬にピークを形成した (Fig

2B)。懸濁態リンは 0.20~ 0.85mg L-'の間で変動し，4 

月下旬に最も高い値となりそれ以降は増減を繰り返した

(Fig.2C)。
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Fig.2. Seasonal changes in the concentrations of (A) ammonia 

and dissolved inorganic nitrogen (DIN)， (B) soluble reactiv巴

phosphorus (SRP) and total dissolved phosphorus (DTP)， 

and (C) particulate organic phosphorus (POp) at the surface 

layer in the west basin of Lake Inba. 
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Fig.l. Seasonal changes in (A) water temperature， (B) percentage 

of dissolved oxygen and (C) pH at the surface lay巴rin the 

west basin of Lake Inba. 
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図1.西印矯沼の表層における (A)水滋， (B)酸素飽和度，

および (C)pHの季節変化.

図2. 西印施沼の表層における (A)アンモニア態窒素と溶

存態無機窒素濃度， (B)リン駿態リンと溶存全リン濃度，

および (C)懸濁態有機リン濃度の季節変化.
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Fig. 3. Seasonal changes in the abundance of (A) heterotrophic 

bacteria and (B) heterotrophic nanoflagellates (HNF)， and 

(C) chlorophyll a concentrations at the surface layer in the 

west basin of Lake Inba. 
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クロロフィル G量は約 9.3~ 53.8μgL-'の間で変動し，

5月から 8月下旬にかけて徐々に増加し，それ以降は徐々

に減少した (Fig.3C)。

バクテリア数は，約1.8~ 9.5 X 106cells mL-'の間で

変動した (Fig.3A)。その変動は 4月下旬に最大となり，

6月にかけて減少していき， 7月上旬にピークを形成し，

それ以降は徐々に減少していく傾向となった。鞭毛虫数

は約 0.9~ 13.3 X 10"cells mC
Iの間で変動し，その変動

はバクテリア数と逆のパターンを示し，4月上旬， 6月

中旬， 9月上旬にピークを形成した (Fig.3B)。

回帰モデ、ルのうち，最も当てはまりのよいモデルは，

懸濁態リン(Iog(Pp))および鞭毛虫(Iog(HNF))の 2つ

が説明変数である場合であった(Jog(bacteria)= 18.80司 O.

31Iog(HNF)+0.50log(PP) )。バクテリア数(Iog(bacteria)) 

と懸濁態リンとは正の相関 (pく0.01)，鞭毛虫とは負の

相関 (pく0.05)があった。 2つの変数によって，バクテ

リア密度の 40%の変動が説明された (r
2
=0.40，pく0.005，

d.f.=23)。

関 3.商印権沼の表層における (A)従属栄養バクテリアの

密度， (B)従属栄養鞭毛虫の密度，および (C)クロロフィ

ノレ濃度の季節変化.
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考察

西印播沼船戸大橋付近のバクテリア数は，約1.8"-' 9.5 

X 106 celIs mL-'の間で変動し，富栄養湖の平均的なバク

テリアの密度の範囲であった (Wetze1，2001)。バクテリ

ア密度の季節変動は懸濁態リン及び鞭毛虫数によって

40%説明され，バクテリア密度と懸濁態リンの間には正

の相関関係が，鞭毛虫数との間には負の相関関係がある

ことが明らかとなった。

懸濁態リンとバクテリア密度との間に正の相関関係

が認められたことは，バクテリアの密度が有機物量に

制限されている事を示唆している。海洋や湖沼におい

て，一般にバクテリアの密度はクロロフィノレ最や基礎

生産量，全リン濃度など植物プランクトン密度や生産

量との開に正の相関関係がある (Co1eet al.， 1988; Currie 

1990; J巴ppesenet al.， 1997)。今回，植物プランクトンの

量をクロロフィル量として測定したが，バクテリア密度

との聞に有意な関係は見られなかった。富栄養湖におい

てラン藻など毒性のある植物プランクトンが優占する場

合，クロロフィルとバクテリア密度の間に関係が見られ

ないこともある (Nakanoet al.， 1998)。しかし，今回は

懸濁態リンとの関には相関関係があったことから，むし

ろ植物プランクトンだけでなく陸上から流入する他生性

の有機物もバクテリアの重要な有機物椋となっているの

かもしれない。懸濁態リンに占める植物プランクトン(自

生性の有機物)の都合を，クロロフィノレ当たりのリンの

比率 (PP!ChI)を 1と仮定して (Aizakiand Otsuki 1987) 

推定したところ，約 10%と非常に少なかった。印描沼

では有機物のうち，植物プランクトンの生産する自生性

の有機物よりも他生性のほうが多く占めているのかもし

れない。他の湖沼においても，バクテリアの成長は植物

プランクトンから供給される有機物だけでなく他生性の

有機物にも支えられている事が明らかになっている (del

Giorgio et al.， 1997)。一方で，有機物ではなく栄養塩の

リンがバクテリアの成長に影響しているのかもしれな

い。印播沼においては，訴事存態無機リン (SRP) の濃度

は非常に低く，バクテリアの成長もリンによって制限さ

れている可能性はある。しかし，バクテリアの密度は栄

養塩(リン，窒素)との聞には明瞭な関係が見られなかっ

た。野外で測定している栄養塩濃度はバクテリアや植

物プランクトンが消費した残りの濃度を反映しているた

め，供給量を反映したものではない。栄養塩濃度が低い

時，バクテリアの成長が栄養塩によって制限されている

可能性を確かめるには，リンや窒素を添加し密度変化を
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確かめる現場培養実験が有効である (Gurungand Urabe 

1999)。実際，印播沼の植物プランクトンを用いた培養

実験では， リンを添加したときに植物プランクトンの成

長が促進されることが確認されている(鏡味，未発表)。

また， 8月に一時的に窒素濃度が減少した時，窒素添加

によって植物プランクトンの成長が促進された(鏡味，

未発表)。バクテリアに関しては，さらに有機物(グノレコー

ス)を加える系を設けることで，バクテリアの成長を制

限している要閣が栄養塩であるのか有機物量であるのか

を検証できる。培養実験を行う事により，印据沼のバク

テリア密度がボ、トムアップ効果のうち栄養塩または有機

物のどちらによって制限されているが明らかになると考

えられる。

鞭毛虫数と負の相関関係があったことは，バクテリア

の窓、度が鞭毛虫による捕食によって制限されることを示

唆している。 Sanderset al. (1992)は，様々な栄養状態の

湖沼と海洋のバクテリア密度と鞭毛虫密度を比較するこ

とによって，富栄養下で、はバクテリア数の調節にはトッ

プダウン効果(捕食)がより重要であると示した。し

かし，富栄養搬において，バクテリア密度と鞭毛虫密度

の聞に相関関係がほとんど認められない場合もある(Ju

rgens and Stolpe 1995) 0 Jurgens and Stolpe (1995)は，ノ〈

クテリア密度が鞭毛虫に制御されるか否かは，ミジンコ

など大型動物プランクトンが鞭毛虫を捕食する程度に

依存すると推察している。印播沼において，大型の甲

殻類動物プランクトンはほとんど出現せず，ゾウミジ

ンコやワムシ類など小型の動物プランクトンが卓越して

いた(鏡味，未発表)。また，鞭毛虫数は約 0.9"-'13.3 

X 104celIs mL-'の間で変動し，一般的な従属栄養性の鞭

毛虫の密度 (103
，，-， 104celIs mL-')よりも高くなった(Ju

rgens and Sto1pe， 1995; Gurung et al.， 2001)。印繕沼におい

ては，鞭毛虫の密度を顕著に低くするほどまでに大型動

物プランクトンが出現しないために，鞭毛虫は比較的高

い密度を保ち，バクテリアの主要な捕食者として機能し

たのかもしれない。

今回の研究からは，印矯沼のバクテリア数の季節的な

変動はトップダウン効果(鞭毛虫による捕食)とボトム

アップ効果(懸濁態リンの濃度)の両方によって制眼さ

れているといえる o 器官拐のような深い湖において，バ

クテリアの密度を制限する要閣は表層・中層・深層のそ

れぞれの層で異なり，表層や中層で、は水温と動物プラン

クトンの両方と相関関係がみられるが，深層では水温の

みと負の相関があった (Gu即時 etal.， 2001)。印播沼は

琵琶湖と違ってかなり浅い湖であるため，表層と深層で
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バクテリア数が大きく変わることは考えられにくいが，

トップダウン効果とボトムアップ効果の両方が影響する

ことは同様であろう。

以上，印播沼のバクテリアは懸濁態リンの量と捕食者

の両方の影響を受けていることが明らかになった。今後

印播沼に窒素やリンがさらに流入すると，バクテリアの

成長が促進され，それに伴って鞭毛虫などの捕食者も増

加する可能性がある。今回，バクテリアの積組成につい

ては調査しなかった。今後 DNA解析によるバクテリア

種組成の把握や培養実験による成長特性の解明により，

印嬬沼全体の有機物分解過程と物質の流れがより詳細に

明らかになるであろう。
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