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論文

養殖ノリ色落ち原因珪藻Eucampiazodiacusの大量発生機構に関する

生理生態学的研究

西川哲也*

Physiological ecology ofthe harmful diatom Eucampia zodiacus， a causative organism in the bleaching 

of aquacultured Porphyra thalli 

-Mechanism of mass occurrences in recent year -

Tetsuya NISHIKAWA 
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第 I章序論 しばしば色落ちするようになった(異鍋ほか 1994a)ロ

日本人は古くから海藻を食用に有効利用してきた。

中でもノリは，江戸時代すでに養殖が行われ，現在の

板海苔としての食べ方もこの時代に確立されている

(河村 2004)。ノリは 1970年代半ば頃まで，生産量が

少なく高価であったことから，贈答品として人気が高

かった。 1980年代半ばになると，ギフト，家庭用の需

要は減少したものの，コンビニエンスストアのおにぎ

り等で使われる業務用の需要が増大するようになっ

た。ノリはビタミン類， ミネラル類，食物繊維が豊富

な健康食品であり，現在でも寿司やおにぎりに代表さ

れる日本の食文化に欠かせない食材である。

ノリの色落ちは，大量発生した植物プランクトンによ

って海域の栄養塩(窒素やリン)が多量に消費され，

ノリの生育に必要な栄養塩が不足することによって

起こるノリの色調低下現象である (Fig.1-2)。一般に

ノリは黒く艶のあるもの程等級が高く，良いノリとさ

れる。そのため，特に窒素の不足によって色調の低下

したノリは，見た目も悪く，旨味成分であるアミノ酸

含量も少ないことから，商品価値が低く， しばしば商

品とならない。

2.5 25 

瀬戸内海東部海域て、は，ノリ養殖が盛んに行われて ト5

おり，兵庫県ではノリ養殖が全漁業生産量の約半分，

生産金額でも約 4害11を占めている(近畿農政局兵庫農

政事務所 2009)。本海域におけるノリ養殖は， 1960年

代半ば頃から右肩上がりに発展した(鷲尾ほか 2005)。

この背景には，ノリ糸状体の培養 (1965年)，浮き流

し養殖の普及(1969年)，ノリ網冷凍保存技術の定着

( 1970年)，多収穫性品種の導入 (1973年)，全自動

のり製造機の普及(1977年)といった相次ぐ養殖技術

の進歩があった(鷲尾ほか 2005)。とりわけ，浮き流

し養殖の普及は3 埋め立て等によって消失した支柱式

のノリ漁場に代わって，兵庫県沿岸のほぼ全域にノリ

漁場が拡大する契機となり，本海域においてノリ養殖

漁業が発展する大きな要因となった。鷲尾ほか (2005)

は，兵庫県におけるノリ養殖漁業の推移を大きく 3期

に分類し，この 1960~1980 年までの聞をノリ養殖飛

躍の時代としている。

兵庫県のノリ養殖は 1980 年代~1990 年代半ば頃ま

でその生産が斬増し， 1993年度漁期には生産枚数が

18億枚に達した (Fig.1-1)。鷲尾ほか (2005) は

の 1980~1995 年までをノリ養殖安定の時代としてい

る。一方で， 1980年代後半になると本海域ではノリ養

殖漁期に珪藻が大量発生するようになり，養殖ノリは

E 
E 

l! 0.5 

c 

11 

巳ニコγo回Iproduction -・-Total amount -o--Average unit price 

Fig. 1-1. Yearly changes of total production， total 
amount and average unit price in "Nori" (Porphyra) 
cultivation in the Seto lnland Sea ofHyogo Prefecture. 

Fig.ト2.Photographs of aquacultured“Nori" (POIphyra): 
(A) normal thalli， (B) bleached thalli and (C) product of 
each Nori 
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一般に，r-t藻は「海の牧草」と も呼ばれ， 海の生物

生産を支える基健生産者として最も重要な値物プラ

ンクトンである。 しかし，建藻の中にも幾つかの有害

積が報告されている。例えば，北米ではPseudo-nitzschia

属の数種が記憶喪失性貝毒の原因藻であること が知

られている (Hasle1994; Bates and Trainer 2006)。また，

北j海毎でで、は Co凶scαInOωod，めISχc川 waωilたes叩iiGαra叩nの大畳ヲ発E生により

木積が分泌する粘液物質が漁網に付着 し，操業時に目

詰まりを起こし， 待、網が倣れるといった漁業被害が報

告されている (Boalch and Harbour 1977; Percival et al 

1980)。木穐は瀬戸内海でも， 大量発生時に多くのデ

トライタスや他の植物プランクトンを吸着しながら

沈降するため，透明度が上昇し，海底に沈降した大量

の堆積物によって嵐層の貧酸素化等，J~正質環境の悪化

を引き起こすことが指摘されている (Manabeand Ishio 

1991;虞鍋ほか 1994a)。このように， 人類や海洋生物

に悪影響を及ぼす微細藻は"Harmfi.I1alga巴"と称され，

それらが個体群を増加させ る現象は"Harmfulalgal 

bloom (HAB) "と呼ばれる(今ji:2007)。現在 日木

周辺泌j或における HABの中で最も被害金額が大きく

深刻な問題は養先直ノリの色落ち被害である CImai et al 

2006)。 ノリの色落ち被害は現伝，瀬戸内海(原田ほ

をはじめ，有明海(首膝ほか 2009)など西か 2009)

日木の主要なノリ養殖漁場で発生し，大きな社会問題

となっている。

瀬戸内海束部海域では当初，養嫡ノリ色落ちの主要

原因藻は珪藻のー積， C. wailesiiであった (Manabeand 

Ishio 1991)。一方3 1980年代の播磨灘は富栄養化が進

行した状態であったため(異鍋ほか 1994b)，色落ち被

害も深刻な問題に発展しない場介がほとんどであっ

た。 しかし 1990年代後半以降，瀬戸内海東部海域で

は播磨灘北部沿岸域を中心に深刻!な色落ち被害が頻

発するようになった。 1993年度以降の兵庫県における

養嫡ノ リの色落ち被害状況を Fig.1-3に示す。兵庫県

における ノリ 養勉は，概ね 11J:jから翌年の 4月頃まで

行われるe ここでは， 11~4 月 までのノ リ i魚期年度で

集計された統計偵を用い，兵庫県が採用している次の

方法に準じて色落ち被害を算出した。 まず， ノリの生

産がピークに達した 1993年度以降，色落ちの発生し

なかった年の平均値(生産枚数 18.03億枚， 生産金額

173.3 イ意円) を基準値とし，被害枚数は各年度の生産

枚数と基準値との差，被害金額は各年度の生産枚数×

基準単価 (9.38円， 1993~2008 年度漁期までの 16 か

年平均値) と生産金額基準値と の基からそれぞれ算問

した。 なお，各年度の平均単価が，基準単価よりも高

い場合は，各年度の平均単価を用いて被害金額を算出

した。その結果， 1999年度漁期以降，色落ち被害は毎

年発生し 3 一|ー億円を超える甚大な被害が頻発している

ことが明らかとなった (Fig.1-3;ただし， 2007年度漁

期は， 明石海峡付近で発生した船舶事故による流刑油

被害分を含む)。

1200 12 . 
A. 

官叩凹
@ 

c二)Production _ _J 叩古
。

官
1: 800 。
互 600

E 。
壱 400
2 
司

E zoo 

一・-Monotary amount 

I I ~. 

'" 
8 i5 

a 

.16i 
4 ~ 

E 
2 (!. 

o '--・ー」・ー」・---'-'.ょι・ー」・=止.
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2ロ07

Fiscal year 

Fig. t・3.Changes of damage occurrences of POIphyra 
thalli by bleachings due to diatom blooms in the Seto 
Inland Sea ofHyogo Prefecture from 1993 to 2008 

¢・

Fig. 1・4.Light micrograph of Eucampia zodiaclls 
(scale bar， 100μm) 
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深刻な色落ち被害が頻発し始めた海J或では， c. 

wailesii (こ加え，Eucampia zodiacus Ehrenberg (Fig. 1-4) 

の大量発生が目~つようになった。本積は， Æ藻綱

(Bacillariophyceae) 円』心目 ( Centrales) ピドウノレフィ

ア 亜 日 (Biddulphineae )ビドワルフィア科

(Biddulphiaceae) に属し，暖流域の沿岸性穏とされ，

以下のような形態的特徴を有す(高野 1990)。細胞の

幅(頂軸長)は 13~100 μm，厚さ(切頂軸長)は頂軸

長の 1/4程度で，，ffii平なくさび形をしている。また，

蓋殻両端の突lL十i部で、連結し，外から見て右上がり巻き

の螺旋状群休を形成する。一細胞当たりの細胞体積が

比較的大きいため，多くの細胞からなる螺旋状の群休

は肉眼でも観察できる。木積は春先に束京湾，相模湾，

外房一帯で増殖し，夏季に銚子港外に多量にl中l現した

としづ記録がある(高野 1990)。瀬戸内海東部海域で

は以前から生息が確認されており(中村ほか 1989)，

1979年と 1981年には大阪湾で、赤潮を形成した記録が

ある(城 1986)。 しかしながら， 1990年代以前，木稀

は播磨灘において漁業被害を発生させた事例がなか

った。そのため，木積は瀬戸内海東部海域で頻繁に観

察される植物プランクトンの一種ではあったものの，

有害穏とは見なされず，主要な研究対象穏で、はなかっ

た。このため，木種に関する知見は極めて少ないのが

現状である。

以 tのような背景から，木研究はノリの色落ち原因

藻として現在最も問題視されている E.zodiacusを対象

として，本種が近年になってなぜ毎年大量発生するよ

うになったのか，また他の植物プランクトンと比較し

て，木積が大量発生した場合，なぜ正大な色落ち被害

が発生するのか，そのメカニズムを解明し，木穏によ

るノリの色落ち被害軽減に向けた基礎資料を得るこ

とを目的として行った。

木論文は全 5掌で構成されている。本主主の序論に続

いて，第 H 掌では 1973~2007 年までの間，播磨灘で

実施されてきた海洋観測調査結果を用い， 35年間の海

域環境と植物プランクトンの長期変動を明らかにし，

搭磨灘における E.zodiacllsの経年的，季節的な出現特

性と環境要因との関係について調べた。第田主主では，

室内情養実験から E.zodiaclIsの増嫡に及ぼす光強度，

温度，塩分および栄養塩の影響を明らかにすると共に，

窒素， リンの取り込みに関する動力学的解析を行った。

さらに，以前のよ要積C.wailesiiに対してそれら一連

の培養実験を同様に実施し，両者の応答を比較するこ

とによって，環境諸要因に刻する E.zodi鉱山の増殖生

理学的特性を明らかにした。第IV掌では，播磨灘北部

沿岸域において E.zodiacusの細胞密度および細胞サイ

ズの変動を詳細に調査し，当海域における周年を通し

た{悶休群動態を明らかにし本種の生態学的特性を利

用した発生予察の可能性について検討した。第V主主で

は，以上の成果を総括し 2 生理生態学的特性から見た

木積の大量発生機構について論じると共に，木穏によ

る色落ち被害軽減に向けた刈策について検討した。

第 E章 燭磨灘における海域環境と値物ブランクト

ンの長期変動

有害藻の大量発生機権を解明するためには，海況，

気象条件等 3 現場海域における環境因子の変動と，長i

象とする 有害藻の什1現特性 との関係を明らかにする

必要がある。そのためにはまず，現場海域における海

洋観測l調査から，来l象とする海域の物理・化学的環境

要因と有害藻の出現動態を担握することが重要であ

る(山口 1994)白

木研究の対象海域である播磨灘は，瀬戸内海東部に

位置する半閉鎖性海域で，東部は明石海峡を経て大阪

湾に 3 南部は鳴門海峡を経て紀伊水道に，丙部は備讃

瀬戸に通じている (Fig.2-1)。面積は 3426km2で，瀬

戸内海では伊予灘，周防灘に次いで、広く，瀬戸内海全

体の約 15%を占める。平均水深は 25.9mで，灘中央

部の最深部は 40m に達するが，北部沿岸域を中心に

全体の 32%が水深 20m 以浅の浅海域となっている

(貫一鍋 1992;Yanagi 2008) 0 主要な流入M川は千種川，
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揮保川，夢前川，市)11および加古川など北部に多く，

播磨灘における栄養塩類のほとんどが北部の陸域か

らこれら河川を通して流入している(長鍋 1992)。

播磨灘は高い生産性を持ち，漁業生産量の高い好漁

場として知られている(異鍋ほか 1994b)。また木海域

は，兵庫県におけるノリ養殖の主力漁場として重要な

海域である(永田ほか 1998，2001)。一方で本海域は，

1950年代後半以降の高度経済成長期に，北部臨海地域

の工業地帯化に伴う水質汚濁負荷の増大2 海岸線の護

岸化 3 埋め立てによる浅場域の減少が進行し(樽谷

2007; Toda 2008b)，瀬戸内海の中でも大阪湾や広島湾

と並んで最も富栄養化の進行した海域となった

(Yanagi 2008)。そのため， 1970年代には大規模な赤

潮が恒常的に発生し，養殖魚介類の大量艶死が大きな

社会問題に発展した(Imaiet al. 2006)。瀬戸内海では 3

1973年に瀬戸内海潔境保全臨時措置法が制定され，そ

の後 1978年に特別法としで恒久法化されて総量規制

および排出削減規制が進められた結果，水質そのもの

は改善傾向にある(Imaiet a1. 2006)。瀬戸内海におけ

る赤潮の発生件数も， 1976年の 299件を ピークにその

後 1990年代にかけて減少し， 1990年代以降は年間約

100件前後で推移している (Yamamoto2003; Imai et al 

2006)。その反面，近年の漁業生産量は概ね斬j威ある

いは低位横ばいで推移する傾向にあり，養殖業におい

てもノリの色落ちゃカキの身入りの低下等が問題と

なっている(樽谷 2007;Toda 2008a)。

1970年代，瀬戸内海に面した関係府県では，漁場環

境の保全を図り水産資源、を持続的に利用するため， 海

域の富栄養化を監視することを目的とした海洋観測

調査を開始した(樽谷 2007)。本調査は，現在まで調

査項目，調査規模等にほとんど変更のない一貫した調

査内容で継続されている(異鍋ほか 1994b)。したがっ

て，木調査結果は瀬戸内海の富栄養化とその回復過程

を評価できる極めて貴重かっ有用なデータセットで

ある。兵庫県立農林水産技術総合センター水産技術セ

ンターでは， 1973年 4月から播磨灘に設けた 19定点

(Fig. 2-1)において本海洋観測を実施している。本調

査では，水質の調査項目に加え，植物プランクトンの

同定と計数を行ってきた。これまでに，本データセッ

トを使って中村ほか (1989)は， 1973~1988 年までの

15年間 3 播磨灘において出現した植物プランクトン種

の同定と計数を行い，その経年的，季節変化をとりま

とめている。またs E前向ほか(1994b) は 1973~1993

年の 20年間の調査結果から播磨灘の富栄養化と植物

プランクトンの関係を解析している。

これまでに，米国東部のNarragansett湾や東京湾等，

閉鎖性の強い海域において植物プラ ンク トンの個体

群動態 と海域環境の長期変動に関する解析が行われ

ている(例えば Pratt1959， 1965; Karentz and Smayda 

1984， 1988; Li and Smayda 1998; 里子キサ 1998; Smayda 

1998)。瀬戸内海においても ，Heterosigma akashiwo 

(Hada) Hada (矢持 1989)や Heterocapsacircularisquama 

Horiguchi (松山 2003)，A!exandrium tamarense (L巴bour)

Balech (Itakura et al. 2002)等を対象とした研究が行わ

れている。しかしながら，瀬戸内海での研究は主に有

害・有毒鞭毛藻を対象としたものであり，海域に出現

する植物プランクト ン群集の個体群動態や主要球藻

種を刻象とした報告は，特に Eucampiazodiacusの出現

が目立つようになった 1990年代後半以降ほとんどな

い。そこで本章では，まず播磨灘においてお年間に

わたり実施されてきた海洋観測調査結果を基に，海域

環境と植物プランクト ンの長期変動について概観し，

海域環境の変動が植物プランクトン群集にどのよう

な影響を及ぼすのか検討した。さらに，播磨灘におけ

るE.zodiacusの経年および季節的な出現傾向，および

本種が近年どのような環境条件下で大量発生するよ

うになったのかを明らかにし，本種が大量発生するよ

うになった要因の抽出を試みた。

方法

海洋観測調査は， 1973 年 4 月 ~2007 年 12 月までの
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Fig. 2・1. Location of the sampling stations in 
Harima-Nada， eastem pa口oftheSeto Inland Sea. 

35年間，毎月 l回，各月の上旬に播磨灘に設けた 19

定点 (Fig.2-1) において計 417回実施した。各定点の

表層 (0.5m) ，中層(10m，ただし水深 10m前後の沿

岸 4定点は 5m)，および底層(海底上 1m) の 3層か

ら，表一層はポリバケツ，10m居は北原式採水器，底層

は北原式採水器またはl買鍋・反田(1985) により改良

されたバンドーン型採水器を用いそれぞれ採水した。

本章では，7J<温，塩分，無機態窒素(アンモニア態窒

素，亜硝酸態窒素，硝酸態窒素の合計値，以下 DINと

略す)，反応性リン酸 (P04-p;以下リン酸と略す)，反

応性珪酸 (Si02-Si;以下珪酸と略す)および植物プラ

ンクトン細胞密度(主に細胞サイズが約 20μm以上の

ミクロプランク トンの種を対象)の値を解析に供した。

各調査項目は， 1993年 3月までは員鍋ほか(1994b)

の方法により， 1994年 4月以降は異鍋ほか(1994b)

に準じて以下の方法により実施した。水温と塩分は主

に多項目水質計(アレック電子社製 AST-I000または

ACL215) により測定した。塩分は塩分計(鶴見精機

社製， DIGIAUTO Model 3-G) にてクロスチェックを

行った。アンモニア態窒素はインドフェノール法

EDTA変法 u買鍋 1969)，!f[硝酸態窒素は GR変法，

硝酸態窒素はカドミウム還元法， リン酸および珪酸は

モリブデン青法により，各項目とも貫一鍋・反田(1986)

の自動分析法に従い， Auto Analyzer II (T，巳chnicon社

製)または TRAACS800 (Bl・Tec社製)により測定し

た(真鍋ほか 1994b;堀ほか 1998)。植物プランクトン

は，無固定，無濃縮の表層海水 lmlを光学顕微鏡下で

観察し，穏の同定と計数を行った。これら全ての測定

は原則として調査日当日または遅くとも翌日までに

終了した。なお，木調査では Skeletonema属を

Skeletonema costatum (Greville) Cleve と Skeletonema

tropicum Cleveに分類してきた。しかし近年， Samoet al. 

(2005) によって Skelelonema属の分類体系が見直さ

れ，この中に Skelelonemajaponicum (Zingone et Samo) 

等，数種の Skeletonema属を含む可能性が考えられた。

そこで，ここでは Skeletonema属の表記を Skele/onema

sppとした。また，木研究では各調査項目とも 19定点

の 3層または表層の月平均値または年平均値を求め，

その値を基に播磨灘における海域環境と植物プラン

クトンの長期変動を解析した。統計学的な解析として，

35か年間の月平均値を直線回帰し，その傾きに有意性

があるかどうか検討した。

結果

海域環境の長期変動 水温，塩分および栄養塩濃度の

おか年間の長期変動を Fig.2・2および 2-3にそれぞれ

示す。播磨灘における水温は，季節的に上昇と低下を

繰り返した。 7.Kilia.は， 2~3 月に 8
0

C前後まで低下し，

その後夏季にかけて上昇し， 8~9 月に 25~280Cまで

iさした後，再び低下した (Fig.2-2)0 1990年代後半以

降g 特に冬季の水温が高めで推移する傾向が見られ，
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その後 1990年代前半にかけてやや上昇した回った。各年の最低水温は， 35か年間lこ0.042
0
C yeaf1有意に

再び緩やかに減少した。 35か年の一長期変動には，が，水温の月変方(Fig. 2-2; t-test， pく0.05)。上昇した

リン(Fig. 2-3; t-test， pく0.05)0 有意な低下が見られた35か年間でそれぞれl!tuおよび各年の最高水温は，

1990年代にかけてやや増1980年代に減少し，酸は，0.024および 0.021
0

Cyear-1上昇したが，統計学的に有

1990年代以降は 0.4μM前後の偵でほぼ横加した後，意な差はなかった (t-test，p>0.05) 。塩分は，概ね 30~

ぱいで推移し， 35か年間の変動に有意差はなかった33の範|胡で変動し，季節的および長期的な変動に一定

(Fig. 2-3; t-test， p>0.05)。珪酸は 1970年代半ばまで 2(Fig. 2-2)。の傾向は見出せなかった

~15μM の範囲で、変動したが， 1980年代後半以降徐々13か月の移動平均値で 51970年代，D間濃度は，

(Fig. 2-3; t-test， pく0.05)0 DIN/P比は 1970に上昇した1970 その後，(Fig. 2-3)。~10μM の範闘で、変動した

年代に 25前後で、あったが， 1990年代半ばには 10前後年代後半~1980 年代半ばにかけて低下し， 5μMを下
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Fig. 2-4. Long-term variations in DINIP and 
DIN/Si molar ratios in Harima-Nada， Seto 
Inland Sea， for 35 years from April 1973 to 
Decemb巴r 2007. Monthly data were 
averaged for three deprhs at 19 sampling 
stations. The smooth lines were derived 
from a 13・month moving average. The 
dashed horizonta¥ lines represent the 
Redfield ratio of DINIP = 16‘ 1 and D応USi
= 1: 1， respectively 

60 

O 

E 40 
a -
520 

。
a

・
4
0

弓，‘

ea

。=伺』

一曲、
z-a
。

まで低下 し，その後ほぼ横ばいで推移 している (Fig より顕著となり，珪藻の占める割合は毎年 90%以上で

2-4)0 D町ISi 比も 1970 年代後半まで 1 ~2 の範囲で変 あった (Fig.2・5)。珪藻の優占種は，Skelelonema属，

1Mしていたが 3 その後 1980年代前半にかけて低下し Thalassiosira A!i" Leptoの'Iindf1ls属 E. zodiacus， 

t。その後も徐々に低下し， 1990年代後半には 0.5青ti Chaetoceros属，Pseudo-nitzschia属等で，約 30属が出

後となった (Fig.2・4)。 現した(中村ほか 1989)。

植物プランクトンの長期変動 播磨灘における全植 珪藻，ラフィド藻，湘1鞭毛藻の細胞密度と種組成の

物プランク トンの細胞密度と，Ja=藻，ラフ ィド藻E 渦 長期変動をFigs.2 -6~2-8 にそれぞれ示す。珪寵の細胞

鞭毛藻およびその他に分けた分類群組成の長期変動 密度の年平均値は 11O~ 3900 cells mrlの範囲で変動し

を Fig.2・5に示す。植物プランク トンの細胞密度は， た。年毎の月平均値は，1970および 1980年代がそれ

1 970 年代~1 980 年代前半にかけて高く. 1980年代前 ぞれ 930，914 cells mrlであったが，1990年代以降は，

半に大きく減少し，その後績ぱいで推移した (Fig.2・5)。 約 500cells mrlと半減した。また，珪藻のメンバ←組

1970 年代~ 1980 年代前半は，ラフ ィ ド藻の占める割 成にも劇的な変化が見られた (Fig.2-6)。すなわち，

合が全体の 20%前後に達する年も見られたが，構成種 1970 年代~1980 年代前半は• Skelelonema spp.が大部分

の大部分は珪藻であった。 1990年代以降，その傾向は を占めていたが.1980年代半ば以降は.Chaefoceros 

Fig.2・5.Long-term variations in yearly total 
cell density and composition of fOl1I 

phytoplankton groups in the surface lay巴rof 
Harima-Nada‘Seto Inland Sea， for 35 years 
from April 1973 to Decemb巳r2007. Yearly 
data ar巳 theaverage of monthly sampling at 
19 stations 
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sppをはじめ他穏の占める割合が増大した (Fig.2-6)。

ラフィド藻では， 1970 年代~1980 年代前半にかけて

H. akashiwoおよび Chattonellaspp がしばしば高密度

lこ1':1:'1現した。しかし， 1990年代以降そのような高密度

の出現は見られなくなった (Fig.2-7)。同様の傾向は

渦鞭毛藻で、も見られた。渦鞭毛藻の減少は，ラフィド
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藻よりも顕著で， 1990年代以降の月平均値は全て 50

cells mr1を下回った。一方で，Karenia mikimotoi (Miyake 

and Kominami) Hansen and Moestrupや Alexandriumspp. 

等 HAB種の占める害IJ合は，近年増大する傾向が見ら

れた (Fig.2-8)。
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Fig. 2・10.Long-t巴口nvariations in water 
t巴mperatureand salinity of Harima-Nada 
from January to April in each year 
(1973-2007). Monthly data are averaged for 
three depths at 19 sampling stations. The 
horizontal bold line for water tempera印re
shows the value of 8 oc 

Fig. 2-11. Long-t巴1mvariations in dissolved 
inorganic nitrogen (DIN N03 + N02 + 
NH4)， phosphate (P04-P) and silicic acid 
(SiOrSi) concentrations of Harima-Nada 
from January to April in each year 
(1973-2007). Monthly data ar巴 averag巴dfor 
three depths at 19 sampling stations. The 
horizontal bold line for DIN concentration 
shows th巴lev巴10f3μM.
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ElIcampia zodiaclIsの経年的・季節的長期変動 調査を

実施したおか年の間，E. zodiacusは毎年出現し，細胞

密度は 1~4 月に高い値を示した (Fig. 2-9)。細胞密度

の月平均値は， 1970年代 ND(く 1cell mrl) ~ 1 00 cells 

mrlの範囲で、変動し，その後 1980年代前半に低下し，

1980年代後半に少し盛り返し， 1990年代前半まで低

い出現密度の状態が続いた。しかし 1990年代後半以

降，出現細胞密度が増大し，月平均の最大値がしばし

ば 100~300 cells mrlの範囲で変動した。

E. zodiacus が高密度で出現した 1~4 月の月毎の水

温，塩分の変動を Fig， 2-10 に示す。 1973~1993 年の月

別平均水温の最低値は， 3月の 8，25
0

C(異鍋ほか 1994b)
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Eucampia zodiacus in the surface layer of 
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であることから，ここでは 8'tを基準に 1 ~4 月 の水温 DIN濃度の月平均値は， 35か年間に各月とも有意に

を概観することとした。各年の 1"""4月の水温は，1990 減少した CFig.2-11; t-test， p<O.05) Q 1990年代半ば以降，

年代以降， 1996年の 2，3月を除いて 8'tよ りも高い 3および 4月の月平均値のほとんどは握磨縫において

偵を示し月を除く 2"""4月の水温は お か年間に有 ノリの色落ちが始まるとされる 3凶fを下回った。リ

意に上昇した (r-test， pく0.05)。塩分は， 31.0......33.5の ン酸濃度は， 1........4月にかけて徐々に低下し， 2月以降

範闘で変動したが， 一定の傾向は見出せなかった。 多くの年で 0.5ドM を下回った。 しかし，35か年間の

司

E 

E 
凶

主
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変動を統計学的に解析しでも有意な低下は検出され

なかった (Fig.2-11; t-test， p>0.05)。珪酸濃度は， 1970 

年代~1980 年代前半にかけて低く，各月とも概ね 10

μMを下回っていたが， 1980年代半ば以降増大した。 l

~3 月の月平均値に有意な上昇が見られたが(t-test， 

pく0.05)，4月の値には有意な上昇は見られなかった

(Fig. 2・11;トtest，p>0.05)。

t番磨灘表層における 1~4 月の月毎の植物プランク

トン細胞密度と E.zodiacusや他の珪藻類の組成につい

て，長期変動をFigs.2-12および2-13にそれぞれ示す。

全植物プランクトン細胞密度は 1970年代に高かった。

1980年代前半は低く，後半にやや高くなったが，以後

比較的低 レベノレで、推移した。 これ とは対照的に E

zodiacusの細胞密度は 1990年代半ば以降高くなった

(Fig. 2-12) 0 4月はまれに渦鞭毛藻の占める割合が全

体の 50%以上に迷するjせもあったが，各月とも植物プ

ランクトンの主要な侍成積は茸藻であった (Fig.2-13)。

植物プランクトンの細胞密度に占める E.zodiacusの割

合は 3 近年増加する傾向が見られた。

考 察

1973~2007 年までのお年間，播磨灘では，冬季最

低水温に有意な上昇と D問機度に有意な低下が見ら

れた (Figs.2-2， 2-3)。水温の上昇は，瀬戸内海の他の

海域からも報告されている(樽谷 2007)。例えば，備

讃瀬戸では 1966~2002 年の 37 年間に 0.81
0

C上昇して

いる(山本 2003)。同様の傾向は， 日木海など日本周

辺海域で観測されているこ とから(加藤ほか 2006)， 

瀬戸内海東部海峡におけるローカルな現象では;なく，

より 大きな規模で、の変動Jで・あると考えられた。

全植物プランクトン細胞密度と栄養塩濃度，特に

DIN濃度の長期変動は非常に良く一致した。両者とも

1970年代に高く， 1980年代前半に大きく減少し，後

半に少し盛り返した後 3 ほぽ横ばい~緩やかな減少で

推移している (Figs.2-3， 2・5)0D削 減度は， 13か月の

移動平均値で 1980年代前半まで 10μM前後で推移し

ていたが， 1980年代半ばには 5μM以下にまで減少し

た (Fig.2-3)。また，植物プランクトン細胞密度の年

平均値も大まかに見ると， 1980年代半ばまでは 1000

c巴llmrlを上回る年が多かったが，以降はそのような高

い値はほとんど見られなくなった (Fig.2-5)。このこ

とから， DIN濃度の低下は播磨灘における植物プラン

クトンの出現細胞密度を制限する電要な要因の一つ

であることが示唆された。また， 1990年代以降は DIN

濃度の低下に伴い， DINIP比はレッドフィー/レド比を

下回り， DIN/Si比も 0.5前後であることから， 1990年

代以降，播磨灘の植物プランクトン群集は窒素制限を

受けやすい環境下にあることが示唆された。

1970 年代~ 1980年 代 に か け て ， 播 磨 灘 では

Ske!etonema spp. (例 えば 1981 年;Fig. 2-6) や H.

akashiwo (例えば 1975および 1977年;Fig. 2-7) の大

規模で高密度な赤潮が発生していた。しかし， 1990年

代以降は栄養塩濃度の低下とともに赤潮の発生規模

が小さく，継続期間も短くなる傾向にある(Imaiet aJ. 

2006) 0 Smayda (1990) は，栄養塩比がプランクトン

優占種の遷移を引き起こす要因であることを指摘し

ている。他方，瀬戸内海の西部に位置する広島湾では，

播磨灘と呉なった DINIPの長期変動が報告されている

(山本ほか 2002a)。すなわち，広島湾ではリンの負荷

量削減対策を推進した結果， DINIP比が上昇する傾向

にあり，その結果，縞物プランクトンの構成種も変化

したことが示唆されている。 Yamamoto(2003)は，広

島湾においては富栄養化の過程で主要な赤潮形成種

が無害な班藻から有害なラフィド藻へと変化し，その

後栄養塩濃度の低下と共に有害・有毒r/lll鞭毛藻の赤潮

発生頻度が高くなったとしている。これに対して播磨

灘では，珪藻の占める割合が高く， 1990年代以降その

傾向はより顕著になっている (Fig.2-5)。これは，播

磨灘ではリン酸濃度以上に DIN濃度の低下が顕著で

あったこと，加えて， ~圭酸濃度が上昇したことから，

DIN/P比および D刑 ISi比の変動が，広島湾に比べて珪
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藻が優占しやすい条件へ変化したことによる差であ

ると考えられた。なお，播磨灘における球酸濃度は 2

1970 年代~ 1980 年代前半にかけて低レベルで‘あった

が，これはこの時期の俊一占穏であった Ske!etonemaspp. 

の大量消費によるものであると推察された。また，

1980年代後半以降の播磨灘は，窒素制限によって

Ske!elonema spp.をはじめ珪藻全体が細胞密度を減少さ

せ，結果的に珪酸濃度が上昇ーしたのではないかと考え

られた。すなわち 3 播磨灘では陸域から負荷される珪

首長濃度は， 35年聞大きく変動しておらず，また濃度も

比較的高いことから，珪藻の増殖を制限する第一因子

として作用している可能性は低いことが考えられた。

珪藻の俊占種は， 1980年代を境に大きく変化した。

1970年代はその権成穐の大部分が Ske!etonemaspp.で

あったが， 1980年代以降は Chaetocerosspp目をはじめ他

の攻藻が占める割合が増大した (Fig.2-6)。一方で，

室内培養実験から報告されている Ske!etonema と

Chaelocerosの増殖生理学的特性には，現場海域におけ

る両積の種交替の変化を説明しうる顕著な差は見ら

れない (Epp1eyand Thomas 1969; Eppl巴y巴tal. 1969; 

Yoder 1979;山口 1994)。このことは，両者の増姫特性

の比較だけでは現場海域における優占種の変化を説

明できないことを示唆している。一方，Skeletonemaの

減少は，播磨灘以外の海域，例えば Narragansett湾等

でも報告 されてい る (Smayda 1998; Borkman 2002; 

Borkman and Smayda 2009) 0 Smayda (1973) は，

Narragansett湾における Ske!elonemaの減少要因として

温度，光，栄養塩，捕食圧，種聞の相互作用等多くの

要因を指摘している。また Borkman (2002) は， 1980 

~1990 年代，冬季の水温が高かった結果， 冬季~春季

にかけて捕食圧が上昇したことが， Narragansett湾にお

いて Skeletonemaが減少した主要因であることを指摘

している。

里子村(J998)は，東京湾では 1920年代から Ske!etonema

が優占種であるこ と，特に 1970年代に高密度で出現

した要因として，東京湾の富栄養化の進行との関連を

指摘している。山田ほか (J980a)は，海域を栄養塩レ

ベルによって貧栄養域，富栄養域， 過栄養域，腐水域

の4つの海域に分類し，各海域における植物プランク

トンの俊占種を調べている。その結果，Ske!etonemaは

栄養塩濃度の非常に高い海域で高密度に出現する穏

であることを示し，木穫を過栄養海域の指標種として

いる。また，Chaetocerosは Ske!elonemaに比べてやや

栄養塩レベルが低い富栄養海域の指標穫と している。

同様の傾向は，周防灘，広島湾，大阪湾など瀬戸内海

の他の海域からも報告されている(山田ほか 1980b，

1982)。板倉・山口 (2007)もSke!etonemaは Chaetoceros

に比べて栄養塩濃度の高い海j或に出現することを指

摘している。これらのことから，播磨i灘難でで、は l円98別O年

代の栄養塩レベ/ルレの低下が Sk.たF万e!，加etonemηf沼G の減少を引き

起こしたこ とが考えられた。

播磨灘において，優占種が Ske!etonema から

Chaelocerosへ変化した要因として，両者のライフサイ

クルの違いも考慮する必要がある。浮遊珪藻の多くは，

そのライフサイクルの中に休眠細胞/休眠胞子(ここで

はこれらを総称し休眠期細胞と表記する)を形成する

ことが知られている (McQuoidand Hobson 1996)。休

眠期細胞は 目まぐるしく変化する海域環境に適応し，

増殖に不適な時期を生残して乗り切るために，一般に

増嫡に適さない時期に形成される。休眠期細胞を形成

する種は， S. costatum (板倉ほか 1992)，Chaetoceros 

diじかY河川 var.protuberans Ehrenberg (板倉ほか 1993)，

Chaetoceros pseudocurvisetus Mangin (Kuwata and 

Takahashi 1990; Kuwata et al. 1993; Oku and Kamatani 

1999)， Leptocy!indrus danicus Cleve (Davis et al. 1980; 

French and Hargraves 1986)など播磨灘で優占する主要

な珪藻で報告されている。また，窒素の欠乏はff.藻の

休眠期細胞形成を促す最も効果的なトリ ガーとされ

(Hargraves and Fr巴nch1983)， Chaetocel由属からも窒

素の欠乏によって休眠期細胞を形成する種が報告さ

れている (Kuwataand Takahashi 1990;板倉ほか 1993;

Kuwata et al. 1993; Oku and Kamatani 1997)。これに対し
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て板倉 (2000) は，丘 costatumが窒素またはリン酸が

欠乏した条件下で、は休眠細胞を形成しないことを示

し，木種の休眠期細胞形成には一定濃度以上の栄養塩

が必要であることを指摘している。このことから，栄

養塩レベルの高かった 1970 年代~1980 年代前半の播

磨灘は，Skeletonema spp.のライフサイクノレに非常に適

した環境であったと考えられた。

これまでに，瀬戸内海における主要珪藻の休眠期細

胞分布状況が精力的に調べられている(今井ほか 1990;

1 takura et a1. 1997)。板倉・山口 (2007)は，播磨灘海底

泥中の Skeletonema，Chaetocerosおよび刀la/assiosira

属の分布密度を調査し，海底泥中に休眠期細胞で生残

している珪藻の優占積も Ske/etonemaから Chaetoceros

へ変化していることを明らかにしている。これらのこ

とから，植物プランクトン群集の変動を解析するため

には， 主要種の増姫特性のみならず，生活史料一性も考

慮した検討が必要であると考えられた。

近年，瀬戸内海で、は H.circulal'isquama (Horiguchi 

1995)や Chattone/la0悶 taHara et Chihara (高辻ほか

2005; Yamaguchi et a1. 2008b) ， Alexandrium 

tamiyavanichii Bal巴ch(Nagai et a1. 2003) 等これまで報

告のなかったラフィド藻や渦鞭毛藻の新奇有害 ・有毒

種の出現や，これまで大規模な赤潮を形成したことの

なかった穏による赤潮発生が問題となっている。これ

らの穏に共通する点として，従来の HAB種に比べて

より高温を好むことが指摘されている (Yamaguchiet al 

1997; Shiraishi et a1. 2008; Yamaguchi et a1. 2010)。現在こ

れらの現象は，播磨灘 19定点の月平均値や年平均値

には顕著に表れていない (Figs.2-7，2-8)。しかし C

ovataを含む ChattoneUσ属の出現は， 1970年代や 1980

年代に見られた大規模な赤潮の形成には至っていな

いものの，その出現頻度は高くなる傾向にある(Imaiet 

a1. 2006)。これらのことから，水温の上昇は HAB種の

優占穫を変化させる重要な要因の一つであると考え

られる。

i日1鞭毛藻で、は，全体の細胞密度が減少する中，K.

mikimotoiやAlexandriumspp.等 HAB種の占める割合が

増大している (Fig.2-8) 0 Itakura et a1. (2002) は，珪

藻の春季ブルームによって栄養塩濃度が低下した海

域でA.tamm開 seがブルームを形成する頻度が高くな

っていることを報告している。 K.mikimotoiや A.

tamarenseは，無機態のリン酸が枯渇した環境下で有機

態リンをリン源として利用することが可能である (Oh

et a1. 2002， 2005; Yamaguchi and Itakura 1999)。一方，s 

costatumが有機態リンの多くを増嫡に有効利用できな

いことから(山口・松山 1994)，Yamaguchi and Itakura 

(J 999) は，r!i1J鞭毛藻は一般に珪藻に比べて増嫡速度

は低いものの，栄養塩濃度が低下した海域において生

態学的に有利な立場になり得ることを示唆している。

上述した新奇 HAB種の出現時期と E.zodiacusが毎

年のように大量発生するようになった時期は比較的

良く一致する。新奇 HAB穫の中には，例えば H.

circularisqum叩のように 1988年に初めて日木で、出現が

確認され，その後瞬く聞に酉 日本各地に分布J或をJ広大

させた種が知られている (Honjoet a1. 1998;木城 2000)。

木種は， 日本で確認される以前に，呑港近郊の Tolo

Harbourで、採水された固定保存試料からも確認されて

おり(Iwatakiet a1. 2002) ，水産物の移動や船舶のパラ

スト水，あるいは海流によって近年目木に定着するよ

うになったと推察されている(今井 2007)。これに対

して E.zodiacusは，少なくとも 1973年には播磨灘で

出現が観察されており(中村ほか 1989)，1979年と 1981

年には大阪湾で赤潮を形成した記録も残っている(城

1986)。また播磨灘における植物プランクトンの細胞

密度は，経年的に減少する傾向にある中，本種の細胞

密度は 1990年代後半から増大する傾向にある。これ

らのことから，播磨灘において E.zodiacusの出現頻度

が高くなった要因として，現在の海域環境が相対的に

E. zodiacusの増殖に適した条件へと変化してきたこと

が考えられた。木研究から，播磨灘ではおか年間に

冬季水温に有意な上昇 (Fig.2-2)とDIN濃度に有意な

低下 (Fig.2-3)が見られたことから，特にこれらの要
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因がE.zodiacusの優占化機構と密接な関係があるよう

に思われた。そこで次章では，室内培養実験から環境

諾要因が E.zodiacusの増殖に及ぼす影響についてさら

に詳細な検討を加える。

播磨灘における E.zodiacusの季節的な出現特性は，

35か年の調査期間を通して大きく変動することはな

かった。すなわち，木穏の細胞密度は 1~4 月に高い

値を示し，他の時期にはほとんど出現しなかった (Fig

2-9)。珪酸質の硬い殻に覆われた珪藻は比重が大きく，

細胞サイズが大きい穏ほど海底に沈降しやすい

(Bienfang and Harrison 1984)。播磨灘においてノリの

色落ち原因藻とされる Coscinod，即 uswailesiiや E

zodiacusは，珪藻の中でも細胞サイズが大きく沈降速

度も大きいことが知られている (Bienfanget al. 1982; 

Bienfang and Harrison 1984;小野ほか 2006)。指磨灘で

は，Skelelonema sppや Chaelocerosspp等の瑛藻が主要

な後占積であり，これらの珪藻は主に 6~9 月にかけ

て高密度に問現する(中村ほか 1989)0これに刻して，

仁 wailesiiや E.zodiacus等の大型珪藻は，表層と底層

に温度差があり，鉛直安定度の高い成層期(概ね 5~9

月)には，有光層に宿まることが出来ず，この時期に

ブ、ルームを形成することは出来ないと考えられる。し

たがって，これらの種が大量発生の可能な時期は鉛直

混合期(概ね 10~4 月)に限定される。この時期は，

ノリ養殖漁期(1l ~4 月)と重なるため，大型珪藻は

養殖ノリと栄養塩を巡って競合することとなり ，これ

ら珪藻の大量発生は結果的に養殖ノリに色落ち被筈

を及ぼすことになると考えられた。

Nagai et al. (1996) は， C. wailesiiの栄養細胞と休眠

細胞の出現には明瞭な季節性があり， C. wa均siiの栄

養細胞は 9~4 月の鉛直混合期に，休眠細胞は 2~8 月

の海底泥中からそれぞれ検出されることを報告して

いる。また，仁 wailesiiは播磨灘において年に 2回，

秋季(JO~II 月)と春季 (2 月)に栄養細胞が出現の

ピークを示し，一般に秋季に細胞密度が最大となる

(長井 2000)。これに刻して E.zodiacusは，過去 35

か年聞を通して，夏季同様，鉛直混合が始まる秋季な

っても細胞密度が増大しない (Fig.2-9) 0 E. zodiacus 

の細胞密度がピークを示す時期は， C. wailesiiの春季

ブルームよりもやや遅い時期である。このように，ノ

リの色落ちに関与する比較的大型の珪藻は鉛直混合

期に出現のピークを示すものの，季節的な出現特性に

は種間に大きな違いが見られた。このような点を踏ま

えて，次掌以降は E.zodiacusの生理生態学的特性につ

いて， C. wailesiiとの比較を通して議論を深めていく

こととする。

第E章 EIICωIpia zodiaclIsの増殖に及ぼす環境諸要

因の影響

有害藻の大量発生機併を解明するための研究法に

は，大きく分けて二つの取り組みがある。一つは現場

海域における海況，気象条件等，環境因子の変動と，

対象有害藻の出現特性との関係を明らかにする環境

面からの調査・研究であり，もう一方は対象穂の増殖

生理や生態，生活史の解明といった生物学的側面から

のアプローチである(岩崎 1973;山口 1994)。植物プ

ランクトンのある特定の積が大量発生する現象は，現

場海域において様々な因子が複雑に絡み合って起こ

っている。したがって，環境面のみからのアプローチ，

または生物学的側面からのアプローチのみではいず

れも不十分であり，両方向からの研究が有機的に連携

していることが重要である。

前章(第H章)では，播磨灘におけるおか年間の

海域環境と植物プランクトン群集についてその長期

変動を解析した。その結果，播磨灘で、は冬季水温に有

意な上昇と DIN濃度に有意な低下が検出され，そのよ

うな海域潔境の変化の中で近年 Eucampiazodiacusが

大量発生するようになったことを示した。このような

解析は，上記の環境面からの取り組みと位置付けられ

る。しかし，このような海域環境の変動と E.zodiacus 

個体群動態との関係は，E. zodiacusの増殖生理学的特
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性の裏付けがなければ単なる現象の記載に終わって

しまう。また場合によっては3 現場海域で、起こった現

象に対して誤った解釈を与える可能性もある。したが

って 3 現場調査から得られた知見において，環境要因

がE.zodiacusの個体群1lVJ態に及ぼす影響について科学

的な根拠を付与するためには3 実験的な解析による立

証が必要である。

自然条件下において，植物プランクトンは光，温度，

塩分，栄養塩，微量栄養素，金属，種間競合や捕食圧，

殺藻といった様々な環境因子の制限下にある (Smayda

1973)。したがって， どのような環境因子が増婚を制

限しているのかを明らかにすることは，対象種の大量

発生機併を解明する上で緩めて重要な課題である。こ

れまで，多くの植物プランクトンに対して，室内培養

実験からその増殖生理学的特性が検討されている。特

に瀬戸内海では，赤潮による漁業被害が大きな問題と

なってきたことから，Chattonella antiqua (Hada) Ono 

(Nakamura and Watanabe 1983a， 1983b， 1983c; 

Nakamura 1985a， 1985b; 山口ほか 1991)， Karenia 

mikimotoi (山口・木城 1989ヲYamaguchiand Itakura 1999) ， 

Heterocapsa circularisquama (Yamaguchi 巴tal. 1997， 

2001)等，主要な有害赤潮藻を対象に種々の清養実験

が実施され，多くの知見が蓄積されている。

一方ノリの色落ち原因藻では，Coscinodisclls waifesii 

生活環の各ステージにおける生理学的特徴や，生活環

の果たす生態学的役割lなどが培養実験において検討

されている(長井・虞鍋 1994;Nagai et al目 1995，1999; 

N agai and Imai 1997， 1999)。また現場調査から，播磨灘

におけるC.wailesii個体群の増殖・消滅過程は，主に

水温，塩分，栄養塩および日射量といった物理・化学

的環境要因が関与していること，さらにこれら因子は

個々の直接的作用というよりは相乗作用によって C

wailesiiの出現に季節性が生じていることが示唆され

ている(長井 2000)。しかし， C. ，vailesiiの増殖生理学

的特性に関する知見はほとんどなく (Eppley et al 

1969) ， E. zodiacusに関しては皆無に等しいのが現状で

ある。

本章では，特に瀬戸内海における有害赤潮藻の研究

において長年蓄積されてきた実験手法をノリ色落ち

原因藻に応用し，室内培養実験から E.zodiacusの環境

諸要因に刻する増殖応答を調べ，その増殖生理学的特

性から現場海域における大量発生機併の解明を試み

た。まず第 l節では増殖に及ぼす光強度，温度および

塩分の影響を明らかにし，色落ち原因藻の最適増殖条

件，増殖可能条件の範囲等を定量的に評価した。第 2

節では増姫に及ぼす栄養塩濃度の影響および形態別

栄養塩利用能を調べ，栄養塩制限下における増殖の動

力学を解析した。さらに第 3節では，窒素， リンの取

り込み能を明らかにし，現場海域における色落ち原因

藻と他の珪藻やノリとの栄養塩を巡る競合について

論じた。なお，これら一連の塙養実験はもう 一種の重

要なノリ色落ち原因珪藻C.wai1esiiに対しでも実施し，

両者の比較を通してノリの色落ち原因藻の播磨灘に

おける挙動，ならびにノリ養殖へ及ぼす影響を考察し

た。

第 1節 増殖に及lます光強度，温度および塩分の影響

光は光合成を行う植物プランクトンにとって最も

重要な環境要因であり，光合成のエネルギー源として

の重要性に加え，空間的(水深や緯度)，時間的(日

変化や季節変化)により大きく変動するため，しばし

ば増殖を制限する因子として作用する (Darley1987)。

また温度は，細胞内の物質およひ、エネノレギ一代謝に関

わる生化学反応を通して 塩分は植物プランクトンの

細胞成分や浸透圧に対する作用を通してそれぞれ増

殖速度に影響を与えることが考えられる。したがって，

光，温度および塩分は植物プランクトンの増嫡に影響

を及ぼす物理的な環境因子の中でも最も基本的でか

つ重要な要因である。またこれらの因子は，植物プラ

ンクトンの増殖に対して相乗的または干渉的な相互

作用を持つことが報告されている (Tomas1978;山口
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1994)。本節では，培養実験によって E.zodiacusの増

殖に及ぼす光強度，温度，塩分の影響を明らかにし，

前章(第H掌)において抽出した現場海域における環

境変動と E.zodiacusの出現特性との関係を比較しなが

ら，増殖生理学的特性から本穣の大量発生機構につい

て考察する。

材料および方法

供試株と培地 木実験に用いた E.zodiacusおよびc.

wailesiiの培養株は，1999 年および 1993~1998 年にそ

れぞれ播磨灘より分離し，マイクロピペット洗浄法

(岩崎 1967) および Nagaiet al. (1998) の方法を併用

して無菌化したクローン株である。無菌化の確認は

STlO-1培地 CIshidaet al. 1986) により行った。両珪藻

穏の継代主音養および以降の培養実験には， MPl培地を

用いた(長井・異鍋 1994)。

in vivoクロロフィル蛍光による増殖速度の測定 植

物プランクトン生物量の測定法として，細胞密度の直

接言十数に比べより迅速で簡便な方法として， m VIVOク

ロロフィル蛍光による増鑓速度測定法が室内培養実

験で採用されている (Brandet al. 1981;山口・木城

1989;山口ほか 1991;Imai et al. 1996， 2004; Yamaguchi 

et al. 1997;山本・樽谷 1997;Yamaguchi and Itakura 1999; 

Yamaguchi et al. 2001; Naito et al. 2005a， 2005b， 2008; 

Hemdon and Cochlan 2007; Yamaguchi et al. 2008a， 2010; 

Xu巴ta1.2010)。木方法は，従来の方法のように試験管

や三角フラスコから少量の培養を取り，その細胞数を

計数する必要がないため，大量のサンフ。ノレを迅速かっ

簡便に測定することが可能であり，また培養容器のふ

たを開けることがないため， 実験中のコンタミネー

ションを防止できるといった利点もある (Brandet al. 

1981)0そこで，ここではまず木手法が E.zodiacusの

増殖速度測定にも利用可能か検討した。

MPl培地 27.5m1が入ったキュベット (25x 150 rnm， 

TURNER DESIGNS社製)に E.zodiacusを初期細胞密

度が 50cells mr1となるように接種し，温度 20
0
C， 明

暗周期 10hL:14hDの条件下で培養した。光強度は， 30，

70， 120， 150および 185μmo1m-2 sー!の 5段階を設け

て実施した。E.zodiacusの mVIVOクロロフィル蛍光値

は蛍光光度計 (TURNERDESIGNS社製， TD一700) を

用いて， 細胞密度はよく撹枠した 0.1~lm1 の培養を

ピペットで取り，光学顕微鏡下で直接計数することに

よって，それぞれ毎日測定した。

増殖速度に及lます光強度と温度の影響 E. zodiacusの

培養実験は，光強度を 5，10， 20， 30， 50， 70， 90， 

120， 150， 200， 250， 300および 350μmolm.2 
S.lの 13

段階とし，温度は，8.0， 9.0， 12.5， 15.0， 20.0および

25.0
0
Cの条件下で実施した。光源、は白色蛍光灯を用い，

明暗周期は 10hL:14hDとした。まず， MPl培地 35ml 

が入った 50ml三角フラスコで，温度 100C，光強度 35

μmol m.2 sー]で継代維持培養した E.zodiacusの靖養株を

用い，培養温度を各実験温度まで徐々に上昇あるいは

下降させた。各実験温度で、馴致後，各温度条件下で

MPl培地 27.5m1が入ったキュベット (25X150 mm， 

TURNER DESIGNS社製)に E.zodiacusを初期細胞密

度が 50~1 00 cells mr1となるように接種し 3 各光強度

条件下で培養した。なお，実験は各設定条件下におい

てキュベット 3木立てで実施し，3本の平均値をその

実験条件の値とした。実験開始後，毎日蛍光光度計を

用いて mVIVOクロロフィノレ蛍光を測定した。増殖速度

(μ; divisions d-1
) は， 対数増婚期について次ェにから最

小自乗法により算出した (Guillard1979)。

μ=ム("1Xln(N川0) (1) 

ここで， tは培養日数 (d)，N。は対数増殖初期の mVIVO 

クロロフィル蛍光値(相対値)， N，は対数増殖後期の

in vivoクロロフィル蛍光値(相対値)をそれぞれ示す。

増嫡速度と光強度の関係は，Lederman and Tett (1981) 

直角双曲線モデ、ルを改変した次式を適応し，東海

(997) の方法で、各パラメータ値を求めた。
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μ=μm(l-Io)/((Ks-Io)+(I-Io)) (2) 

ここで μmは最大増姐速度 (divisionsd・1)，I は光強度

(μmol m-2 
S-I)， 10は光強度の関値 (μmolm・ sー1) Ks 

は μm/2を与える光強度(半飽和定数，トlmolm-2 
S-I) を

それぞれ示す。

一方， C. wailesiiに関する実験は，温度 15
0
C，光強

度 35μmolm-2 
S-Iの条件下で， MPI f者地 18mlが入っ

た試験管 (18mmX 180 mm) にて継代埼養した株を用

い，光強度が 5，10， 20， 30， 50， 70， 90， 120， 150， 

185， 250， 300および 350Ilmol m-2 
S-Iの 13段階，温度

は， 9.0，12.5， 15.0および 20.0
0
Cの条件下で実施 した。

E zodiacusと同様，各実験温度で士音養株を馴致した後，

MPI t存地 7.0mlが入った 6火プレート (Nalg巴Nunc社

製)にC.wailesii が IO~15 ceJls weWIとなるように接

種した。接稀後，実体顕微鏡下で毎日 C.wailesiiの細

胞数を言十数し，上述の Ezodiacusと同様， (1)式から

増姫速度を算出し，(2)式により増姐速度と光強度の

関係を求めた。

増殖速度に及ぼす温度と塩分の影響 格養実験は，温

度 5，7， 10， 15， 20， 25， 30
0
Cの 7段階】塩分を 10，

15， 20， 25， 30， 35の6段階とし，それらを組み合わ

せた計 42通りの実験条件を設定して実施した。 30以

下の塩分は，基本海水を超純水により各実験条件まで

希釈し， 35の塩分は培地に用いた基;;j玄海水(塩分 32.0)

を 50
0Cの恒温器中で一夜放置し，蒸発濃縮することに

よってそれぞれ調製した。供試株の各実験条件への馴

致は以下の手)1慎で、行った。まず温度 20
0
C，塩分 32で

継代清養した E zodiacusを新たな MPI橋地に植え継

ぎ，培養温度を l 日に 1 ~2.50Cずつ上昇あるいは下降

させ， 3~7 日かけて各実験条件の温度にした。各実験

温度において Ezodiacllsの増殖を確認後，各温度条件

で塩分を6段階に調整したMPI培地にそれぞれ接種し

た。各温度，塩分条件に馴致させた Ezodiacusは，光

強度 150μmolm-2 
S-I，明暗周期 12hL:12hDの条件下で

1か月間前培養した。前培養後，各実験条件に調整し

たMPI培地 27.5mlの入った 25mm径のキュベットに

E zodiacusを50ceJls mrlとなるよ うに接種した。ただ

し，温度 5
0

Cおよび 7
0

Cでは，実験に必要な十分な細

胞が得られなかったことから，温度 100Cで前培養 した

E zodiacusをそれぞ、れの塩分条件の培養キュベットに

接種した。また温度 30
0Cで増姫が見られなかった塩分

10， 15の実験条件は同温度条件の塩分 20で前培養し

た Ezodiacusをそれぞれ接種した。光強度と明11音周期

は前培養と同条件とした c 接種後，蛍光光度計

(TURNER DESIGNS社製 TD-700)で毎日 Ezodiacus 

の mVIVOクロ ロフ ィノレ蛍光併を測定した。さらに，対

数増殖期について (I)式から増姫速度 (μ;divisions d-I
) 

を求めた。なお，各実験条件はキュベット 3本立てで

実施 し， 3木の平均値をその実験条件の値とした。

C. wailesiiの実験には， 1993 年~ 1998 年の秋季~春

季に播磨灘で採取し，然菌化した 4株 (S-31， S-54， 

A-64， A・72)を用いた。 培養実験の温度は 5，10， 15， 

20， 25および 30
0
Cの 6通り ，塩分は 10，15， 20， 25， 

30および 35の 6通りとし，それらを組み合わせた計

36通りの実験条件を設定した。温度 20
0
C，塩分 32，

光強度目 μmolm-2s-1，明暗周期 8hL:16hDの条件下で

継代培養したC.wailesiiを，塩分 20，25， 30， 35に調

整した培地に約 20細胞ずつ接種した。各培地におい

てC.wailesiiの増姫を確認後， 7l<.r昆を l日に 1~2.5't: 

ずつ上昇あるいは下降させ，各実験条件の温度にした。

次いで，各温度条件の塩分 25で国11致させたC.wailesii 

を各温度条件下で塩分 10，15， 20の培地に接種した。

各実験条件に馴致させたC.wailesiiは，光強度 130

μmol m-2 
S-I，明暗周期 16hL:8hDの条件下で 1か月間

前培養した。その後，各実験条件の塙地 7.5ml;を分注

した 6 穴プレートの各ウェルにそれぞれ1O~15 ceJls 

welI-1接種した。ただし 1か月間の前培養中に塩分

10で増殖しなかった実験区については，同温度条件の

塩分 15で増殖した細胞を接種した。同様に，塩分 15

でも増姫しなかった条件では塩分 20で増殖した細胞
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を塩分 10および 15へ，塩分 35で増殖しなかった実

験区では塩分 30で増殖した細胞をそれぞれ接種した。

接種後，実体顕微鏡下で毎日C.wailesiiの細胞数を計

数し，E. zodiacusと同様(])王にから対数増殖期につい

て最小自乗法により増列車速度 (μ;divisions d-J)を求めた。

結果

in vivoクロロフィル蛍光による増殖速度の測定 E 

zodiacusの増姐に伴う細胞密度 (C) とm VJVOクロロ

フィル蛍光 (F)の変化を Fig.3-1に示す。両者の聞に

は，いずれの光強度条件下においても次式に示す高い

相関関係が認められた。

35μmol m-2 
S-1 : InC = 1.10 x InF+4.58 (r2 

= 0.97) 

70μmol m-2 
S-1・InC= 1.15 x InF+4.08 (r2 = 0.97) 

120μmol m-2 
c1: InC = 1.04 X InF+4.37 (r2 = 0.98) 

150μmo1m・2S-I: InC = 1.01 X InF+4.55 (r2 = 0.98) 

185μmol m-2 
S-1・InC= 1.07 X InF+4.58 (r2 = 0.98) 

また，E. zodiacus細胞密度と蛍光値の関係に光強度に

よる差がなし、か併せて検討した。各光条件下の回帰直

線について回帰係数の差を検定した結果，全ての組み

合わせにおいて傾きおよび切片に有意な差は検出さ

れなかった (pく0.05)。これらのことから，E. zodiacus 

の増姫速度の測定には細胞密度の代わりに蛍光値を

利用できることが判明した。

増殖速度に及ぼす光強度と温度の影響 各温度条件

下における E.zodiacusの増殖1111線を Fig.3-2に示す。

温度 8.0，9.0， 12.5
0
Cでは，5μmol m-2 s-Jの光強度条件

下でも僅かながら増殖が見られたが， IS
oC以上の温度

条件下では，増殖しなかった。各温度条件とも 10J..lmol 

m-2 s-J以上の光強度条件下では増殖が認められ，光強

度の増大と共に増殖速度も高くなった。一方， c 

wailesiiはどの温度条件下においても 5μmolm-2 s-Jの

弱光下では増姫できなかった。増殖は全ての温度条件

( 
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Fig.3・1.Re1ationship between cel1 density and 
in vivo chlorophyl1 fluorescence in Eucampia 
zodiacus 

下において， 10μmol m-2 
S-1以上の光強度下でみられた

(Fig. 3-3)。また E.zodiacusと同様，光強度が高くな

るほど増姫速度は高くなった。

各温度条件下における E.zodiacusの増殖速度と光強

度の関係を Fig.3-4に示す。両者の関係は直角双山線

モデ、ルの改変式で、それぞれ以下のよう に表すこ とが

できた。
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C wai!esiiの増殖速度と光強度の関係も E.zodiaclls (r2 = 0.88) 8.0
0

C:μ = 0.984 (I-2.65)/(I + 18.7) 

と同様，直角双曲線モデ、ルの改変式で、以下のように表(r2= 0.86) 9.0
0
C:μ= 1.06(I-3.75)/(I+22.8) 

(Fig. 3-5)。すことができる(r2 = 0.89) 12.5'C:μ= 1.36(I-4.20)/(I+ 31.4) 

(r2= 0.96) 15.0
0
C:μ= 1.83(I-5.04)/(I十 39.8)

(r2 = 0.94) 9.0
0
Cμ= 0.662(I-5.69)/(I +40.6) (r2 = 0.93) 20.0

0

C:μ= 3.08(I-7.90)/(I+47.0) 

(r2 = 0.95) 12.5
D

C:μ= 0.762(I-5.86)/(I +34.9) (r2= 0.96) 25.0
D

C:μ= 3.02(I-7.45)/(I十51.7)

(r2 = 0.97) 15.0
0
Cμ = 1.11(I-5.93)/(I+60.9) 

(r2 = 0.98) 20.0
0

C:μ= 1.46(I-6.77)/(I+70.6) 各パラメータ値を Table3-1に示す。 E.zodiacusの μm

温度が 8.0から 20.0
0

Cへ高くなるにしたがって上は，

温度が高くなる程上C wailesiiの各ノξラメータ値も，

(Table 3-1)。昇する傾向を示した

昇ーした。同様に， KsおよびI。の値も温度と共に増大し

た。 20.0と25.0
0

Cはほぼ同程度の値であった。
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Fig.3・3.Growth curves of Coscinodiscus wai{esii 
at various irradiance and t巴mperaturecombinations 

増殖速度に及ぼす温度と塩分の影響 E zodiacusの水

温，塩分に対する増殖速度の等イ直線を Fig.3-6に示す。

E. zodiacusは温度 5
0

Cでは全ての塩分条件下で、増殖出

来なかった。温度 7
0
Cでは塩分 10および 15で、増殖出

来なかったが，塩分 20以上の条件下では僅かながら

増婚が見られた。増殖速度は混度が高くなるに従って

増大し，温度 10
0Cでは塩分 25以上の条件下で増殖速

度が1.0divisions d-1を上回り，温度 15
0
Cでは全ての塩

分条件下で増殖速度が1.0divisions d-1以上となった。

温度 20
0
Cでは塩分 20以上の条件下で，また温度 25

0
C

では全ての塩分条件下で増殖速度が 2.0divisions d-1以

上となり，最大増殖速度は温度 25
0
C，塩分 25で 3.0

divisions d-1の高い値を示した。しかし温度 30
0
Cでは，

増殖速度は急激に低下し，塩分 10および 15では増殖

が見られなかった。このように，E. zodiacusは広範な

温度，塩分条件下で、増殖が可能で、あった。また，低温

条件から増嫡最適温度 (20~250C) までの増殖速度の

増大に比べ，高温域での増姫速度の減少はその変動が

急であり，増殖最適温度は増殖耐性温度の上限に近い

微細藻類に典型的な増殖応答 (Eppley1972)を示した。

実験に供したC.wai{esii 4株の温度， 塩分に長jする

増猶速度について Fig.3-7に等値線グラフで示す。温

度 5
0
Cでは， S-31株が全ての塩分条件下で，また{也の

3株は塩分 10および 15で増婚が認められなかった。

温度 10
0
Cでは， S-31株が塩分 10および 15で，他の 3

1朱は塩分 10で増殖が認められなかった。 S-31株は，

温度 15，20
0
Cの塩分 10でも増嫡できなかった。噌殖

速度は，温度 20~250C，塩分 20~30 で最も高く，低

温，低塩分条件下からその範|まlに向かつて増殖速度は

緩やかに上昇ーした。一方，温度 30
0Cでは増殖速度は急

激に低下し，塩分 10，15および 20の条件下では 4株

とも増殖が認め られず， S-31株は塩分 30，35で， S・54

株は境分 35でもそれぞれ増殖しなかった。

C. wai{esiiの{共試株 4株について，各実験区におけ

る増殖速度を二元配置分散分析法により 比較 した。そ

の結果， S-54， A-64， A-72株の 3株間には増殖速度に

統計学的に有意差はなかった。しかし， S-31株は他の

3株と比較して増殖速度に有意な差がみられた。これ

は温度 5および 30
0Cの実験区で，他の供試株は僅かな

がら増殖した実験区が多かったのに対し，S-31株はこ

れらの実験区でほとんど増殖できなかったことによ

るものであった。しかしながら，5
0

Cおよび 30
0

Cは，

播磨灘において実際に起 こり 得ることがほとんどな
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Table 3・1.Maximum growth rate (トInJ，half saturation constant (Ks) and threshold value of irradiance (Io) of 
Eucampia zodiacus and Coscil1odiscus wailesii with varying light intensities at the different experimental 
temoera口Jres

Species Temperature (oC) いm (divisions d.') K. (いmolm‘2 SO') 10 (いmolm
o2 
s.') 

Eucampia zodiacus 8.0 0.984 24.0 2.65 

9.0 1.06 30.3 3.75 

12.5 1.36 39.8 4.20 

15.0 1.83 49.9 5.04 

20.0 3.08 62.8 7.叩

25.0 3.02 66.6 7.45 

Cosαnodiscus wailesii 9.0 0.662 52.0 5.69 

12.5 

15.0 

20.0 

0.762 

1.11 

1.46 

46.6 

72.8 

84.1 

5.86 

5.93 

6.77 
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い水温で、あること(異鍋ほか 1994b)，この両実験区を

除去し，同様の統計学的分析を行ったところ， 4株に

有意差はなかったことから，ここでは 4株の増殖速度

の平均値を播磨灘におけるC.wailesiiの増殖速度とし

た。 f共試株 4株の平均値から得た仁 wailesii増殖速度

の温度，塩分に対する等値線を Fig.3-8に示す。c.

wailesii の増殖速度は，温度 20~250C，塩分 20~30 の

範囲で 1.0divisions d-1以上の値を示し，最大値は 4
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Fig. 3-6. Contour plots of the growth rat巴 ofEucampia 
zodiacus at various temperature and salinity 
combinations u吋 er150μmol m.2 

S'I， 12L目 12D，and 
seasonal changes of water temperature and salinity in 
Harima-Nada (.). Monthly water temperature and 
salinity data are shown as the average of 19 sampling 
stations from April 1973 to Dec巴mber2007 

株の平均で 1.02divisions d-1であった。

考察

培養実験から，E. zodiacusおよびC.wailesiiの増殖

に対して及ぼされる環境要因の相互作用の関係が示

された。そこで，ここではそれら要因聞の相互作用も

考慮しながら，現場海域における環境諸要因と E

zodiacusの増殖特性との関係を検討した。

まず，光強度と E.zodiacusの増殖速度との関係をも

とに， 1O ~3 月の現場海域の光環境下における個体群

動態について解析した。ここではその指標として，E

zodiacωの増殖が可能な最低光強度(関値)の水深 (D，;

m)，および増殖速度が 0.5divisions d-1まで低下する水

深 (Dos;m) をそれぞれ次式により算出した。

D，=ーln(Io/Is)lk

DO.5 = -ln(Ios/Is)/k 
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て 15%が消失し(高橋ほか 1996)，さらに残りの 50% ここで， 10は闇値の光強度 (μmolm-2 S-I)， 10.5は 0.5

が光合成有効波長として海水中に透過すると仮定しdivisions d-Iの増殖速度を与える光強度 (μmolm-2 S-I)， 

(Strickland 1958)。たkは消散係数 (m-1)，1，は海表面直下での光強度 (μmol

をそれぞれ示す。解析に必要な消散計数 (k)
m
 Iμmol m-2 S-1 = 2 x 10-1 J m-2 S-I および海表面直下の光強度の値(I)はそれぞれ以下

の値を用いた。 消散計数は， 1994~\999 年の 10~3 月

本研究から， 10値は μmaxなど、他のパラメータと同様に毎月 l回，播磨灘の 9定点で測定した透明度と水中

温度によって変動することが明らかになった(岡山県ほ光量子量の値から，次ェにを用いて算出した

(Table 3-1) 0そこでここで使用する 10の値には，播磨カミ 1999)。

灘における JO~3 月の水温の変動を与・慮し(質

1994b; 西 ) 11 ほか 2005) ， 10 月上旬~\O 月中旬は 25.0
o

C(r2 
= 0.562， n = 92) k = 0.904 X T(0782 

同様に 10 月下旬~ll 月中旬は下で得られた値を，

12 月中旬~111 月下旬~12 月上旬は 15 .0
o

C ，20.0
o
C， ここで Trは透明度 (m) を示す。透明度の値には播磨

月上旬は 12.50C， 1 月中旬~l 月下旬および 3 月中旬灘における月毎の透明度の平均値を用いた(~妻鍋ほか

~3 月下旬は 9.00C ， 2 月上旬~3 月上旬は 8.0oC下で得1993~2004 年に兵庫県水また， 1，の値には，1994b)。

られた値をそれぞれ用いた。産技 術 セ ンターにおいて自動気象観測装置

E 1O ~3 月の播磨灘における海表面の光強度と日射量センサ 2770)により毎日(AANDERAA社製，

zodiacusの D，および DO.5の変動を Fig.3-9に示す。 E.測定した日射量の平均値(丙川ほか 2005)を次式によ

zodiacus の D，は 18.9~32.9 m の範囲で、変動 した。 lO~(丙係・三田り光量子量に変換することによって得た

12月にかけて日射量は低下したが， 7.ki昆の低下に伴い
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Fig. 3-9. Changes in irradianc巴， D， and Do.5 of 
ElIcampia zodiaclls in Harima-Nada from October to 
March. D， is the depth for the threshold valu巴 of
irradiance for growth of E. zodiacus and DO.5 is the 
depth which E. zodiacus is able to grow at the growth 
rate of 0.5 divisions per day. 
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光強度の闇値も低下したため， Dtはほぼ横ぱいで推移

した。その後 3 さらに水温が低下したものの月以

降は日射量が増大に転じたことから， Dt値は増大し，

3月上旬に最大値 32.9mを示した。また，E. zodiaclls 

の DO.5 は1O~12 月下旬にかけて低下し，最小値は 12.1

m (12月中旬)であった。その後，水温はさらに低下

したものの日射量の増大によって D05の値も上昇に転

じ， 3月上旬に最大値 20.3mを示した。

同様の方法で求めたC.wai!esiiのDtおよびD05の変

動を Fig.3-10に示す。なお，仁 wai!esiiの解析には 10

月上旬~11 月中旬は混度 200C下で得られたノξラメー

タ {Iιl 月中旬~3 対下旬までは 90C下で得られた値をど

それぞれ用い，他の時期については E.zodiacusと同様

の温度条件下で得られた値を用いた。仁 wa市'SIlの Dt

は 10~12 月にかけてほぼ横ばいで推移し， 12月中旬

に最小値 19.2mを示した。その後， Dtの値は日射量の

増大とともに高くなり， 3月下旬に最大値 28.8mとな

った。一方， DO.5は 10月中旬に最大値 13.8mを示し，

l月中旬にかけて低下し(最低値 4.4m)，その後やや

増大した。

C. wai!esiiの DO.5は，最大でも 13.8mであり， 12~3 

月にかけて 0.5divisions d-1以上の速度で増殖が可能な

水深は 10m以浅と推算された。 一方，E. zodiacusの

DO.5 は 12~1 )::jにやや低下し，最低値 12.1mを示すも

のの， 10~ 1I月および 2~3 月は概ね 15~20 mの範囲

で変動した。指磨灘のノリ養殖は大部分が水深 20m 

以浅の浅海域で行われていることから，E. zodiacusは

大量発生時においてノリ養殖漁場周辺海域のj底層で

も比較的高い速度で増姫できることが示唆された。ま

た，E. zodiacusおよびC.wai!esiiとも， 1~3 月にかけ

て日射量の増大と，水温の低下に伴って増殖が可能な

光強度の闇値が小さくなり，現場海域において増殖が

可能な水深 (Dt)が増大することが示唆された。特に，

E. zodiacusは温度の低下とともに闇値(0) が小さく

なるため，その傾向が顕著であった (Figs.3-9， 3-10)。

E. zodiacllsおよびC.wai!esiiは両穏とも細胞のサイズ

が大きく，播磨灘で俊占する他の珪藻より沈降速度も

大きい(小野ほか 2006)。したがって，両穏とも大量

発生は鉛直混合期に限られ，ブルームのピーク時にお

いても鉛直的に表層から底層にかけて分布する(長井

2000; Tada et al. 2000;堀ほか 2006)。このような分布特

性を持つ種にとって，増殖可能な水傑が増大すること

は短めて重要な意味を持っと考えられ，特に E.

zodiacus にとって 1~3 月の増殖I-IJ能水深の増大は，本

種がノリ漁期後半に大量発生するために重要な要因

の一つであると考えられた。

これまでに，多くの縞物プランクトンの増殖生理に

関する培養実験が行われており，増殖に及ぼす温度の

影響が明らかとなっている種も多い(Jittset al. 1964; 

Smayda 1969; Yoder 1979; Nakamura and Watanabe 

1983a;矢持 1984;西島ほか 1989;山口・本城 1989;山

口ほか 1991;Yamaguchi et al. 1997;山本 ・樽谷 1997;

Yamamoto et al. 2002;イキー々 木・鬼頭 2003;山砥ほか

2005a， b; Yamaguchi et al. 2010)。これらの研究から，例

えは:c. antiqlla (Nakamura and Watanabe 1983a;山口ほ

か 1991)や H.circlI!arisquama (Yamaguchi et al. 1997;山

砥ほか 2005a)は温度 10
0

C以下では増殖できないこと，

A!exandrium tamarense ( 山本・樽谷 1997) は温度 10~

20
0

Cの範囲で増姫できるが， 5および 25
0
Cでは増鑓で

きないことが報告されている。また 3 多くの種の増殖

最適混度が 20
0

C付近にある反面，Chattone!!a ovataや

瓦 circu!arisquamaのように温度 30
0
Cでより増殖速度

が高くなる種や (Yamaguchiet al. 1997;山砥ほか

2005a; Yamaguchi et al. 2010)， A. lamarenseのように

15
0

C前後に最適増嫡温度を持つ種が知られている(山

木・樽谷 1997)。このように，増殖最適水温や増殖が

可能な温度の範囲は種特異的である(山 口 1998)。ま

た，塩分に対する増殖応答も穫によって呉なっており，

多くは広範な塩分条件下で増殖できる穏(巴uryhaline)

であるが，塩分の変化に敏感な狭塩分穏 (stenohaline)

も知られている(山口 1998)0 E. zodiacusは広範な温

度，塩分条件下で増殖し，広温・広塩分性種であると
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判断された。また，播磨灘の平均的な水温，塩分の変

動範囲 (Fig.2-2)では周年増殖が可能であると推定さ

れた。

E. zodiacus の最適増殖条件は温度 20~250C，塩分 20

~25 付近にあり， C. wai!esiiやその他多くの種と類似

した増殖特性であった。最大増姫速度は 3.0divisions 

d-1前後と見積もられ，C. wailesiiの約 3倍と高い値で

あった。他の有害赤潮藻の最大増殖速度は，例えばk

mikimotoi では 0.95~ 1. 18 divisions d-1 (飯塚・峯 1983;山

口・木城 1989)，C. anliqua では 0.74~1.34 divisions d-1 

(Nakamura and Watanabe 1983a; 山口ほか 1991)， 

Heterosigma akashi ..... ゅでは 0.89~1.9 divisions d-1 (Tomas 

1978; Yamochi and Abe 1984; Hemdon and Cochlan 2007) 

とされている。一般に，増殖速度は鞭毛藻よりも珪藻

で大きく (Chan1978)， Ske!etonema costatumでは最大

増鎚速度が， 1. 9~3.81 divisions d-1 (Chan 1978; Yoder 

1979;山口 1994)，Chaetoceros didymium var. protuberans， 

Dity!um brightwe!lii (West) Grunow ex Van H巴urckおよび

Tha!assiosira sp.ではそれぞ、れ 2.1，3.1， 2.2 divisions d一l

と報告されている(山口 1994)。これらの結果から，

E. zodiacusは播磨灘で優占する珪藻の中でも増殖速度

の大きい穏であることが明らかになった。

木実験から，E. zodiacusは温度 5
0

Cではどの塩分条

件下においても増殖できず，増殖は温度 7
0

C以上で見

られた。それに対して， C. wai!esiiは温度 5
0

C下でも塩

分 20~35 の条件下で僅かながら増殖が可能であった。

Gallagher (1982)は， Narragansett湾から夏季に採集し

たS.costatumの培養株は 5
0

C以上で，冬季に採集した

株は 2
0

Cでもそれぞれ継代培養が可能であることを報

告している。これらのことから，E. zodiacllsは他の珪

漢に比べて，低温条件下における秀れた増殖耐性を有

しているとは考えにくい。一方で，E. zodiacusは現場

海域において鉛直混合期の中でも水温が 10
0

Cを下回

る低水温期にブルームを形成する (Figs.2-9，2-10)。す

なわち，E. zodiacusは最大増殖速度が至適温度条件下

(20~250C) の約 1/3まで低下する時期に現場海域に

おいて細胞密度がピークを示す。これに対してc.

wai!esiiは培養実験から得られた最適増殖温度と現場

海域において細胞密度がピークを示す時期がよく一

致している。本種は現場海域の水温が 20~250Cの 10

~11 月に周年を通して細胞密度が最大値を示す(長井

2000)。珪藻が現場海域において，培養実験から得ら

れた増殖最適温度に比べて水温の低い時期に高密度

となる現象は，Detonu!a confe仰 acea(Clev巴)Gran， 

Tha!assiosira nordenskioeldii Cleve， S. costatumなどでも

報告されている(Jittset al. 1964; Smayda 1969， 1980)。

このことについて Smayda(j 980)は，温度のみが穏の

増殖を制限するのではなく 他の要因やそれらの組み

合わせが影響している可能性を指摘している。

播磨灘では近年， 7.K.温が上昇傾向にあり，特に冬季

の最低水温でその傾向が顕著で、ある (Figs.2-3， 2-10)。

E. zodiacusは高い増殖速度を持ち， C. wailesiiに比べて

温度の上昇とともにその増殖速度も急激に増大し，そ

の最大増殖速度は，温度 100C下においてC.wai!esiiの

至適増殖混度下 (20~250C) における最大増殖速度に

達する (Figs.3-6， 3-8)。本種は，温度，光条件以外の

要因，または本種の生態学的な特性によって，温度条

件からは至適増殖条件とはほど遠い冬季に出現密度

がピークを示していると」言えられる。したがって，近

年の，特に低水温期における水温の有意な上昇は E

zodiacusの増殖にとって極めて有利な環境変動である

と考えられた。一方，鉛直混合期において 3 木穏が低

7.K.i昆期にブノレームを形成するメカニズムは，本節で実

施した情養実験だけではその全容を解明することは

出来なかった。この点については，他の環境要因が増

殖に及ぼす影響や生態学的な特性，生活史の解明等，

他の視点からのアプローチが必要であると考えられ

る。それらは，次節以降でさらに詳細に検討する。

第 2節 増殖に及ぼす栄養塩(窒素，リン，珪素)の

影響
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植物プランクトンが増殖するためには，タト界から光

エネルギーとともに各種栄養物質を取り込む必要が

ある。それらは大別すると比較的多量に必要とする多

量栄養素(窒素，リンなど)と，要求量が小さい微量

栄養素(ビタミン類，金属など)に分けられる。これ

ら栄養素のうち，微量栄養素はふつう沿岸域において

植物プランクトンの要求量に刻して比較的十分存在

していることが多い。しかし，多量栄養素である窒素

やリンは現場海域において不足しがちであり，しばし

ば植物プランクトンの増殖を制限する因子として作

用する。また珪藻は，珪酸質の殺を持ちオルト珠酸と

して珪素を必要とすることから，fF.素も増殖を制限す

る因子となりうる(角皆 1979;Yamamoto and Tsuchiya 

1995)。植物プランクトンが栄養塩類を利用するにあ

たって問題となるのは，(1)海水中の栄養塩濃度と藻

類の利用との刻応関係，(2)栄養塩類の化学型と藻類

による利用の違いである(高橋 1997)。そこで木節で

は，これら栄養塩(窒素，リン，珪素)濃度が E.zodiaclls 

の増殖に及ぼす影響を明らかにするために室内培養

実験を実施し，得られた結果をC.'wai/esiiをはじめ他

種と比較することによって，E. zodiacusの栄養塩濃度

に対する増殖特性を検討した。また，無機栄養塩に加

え2 各種有機態窒素とリン拐、の利用能を調べ，これら

形態別の窒素やリン化合物の利用特性を考慮、し，本積

の現場海域における個体群llVJ態との関係についてぷ考

察した。

材料および方法

供試株と培地 実験には播磨灘より分離し，マイクロ

ピベット洗浄法(岩崎 1967)および Nagaiet a1. (1998) 

の方法を併用して無菌化した E.zodiacusとC.wai/esii 

のクローン株を用いた。継代培養および実験には，硝

酸態窒素，リン酸態リンおよび珪酸の濃度をそれぞれ

500， 50および 500μMとした改変 MPl培地(長井・

民鍋 1994)を用いた。また，以下の実験は全て光強度

150μmol m-2 
S-l，明暗周期 10hL:14hDの条件下で、行つ

た。

増殖速度に及ぼす栄養塩濃度(窒素， リン，珪素)の

影響 目的とする栄養塩を添加しない改変 MPl埼地

にE.zodiacllsを接種し，増殖が定常期に達するまで培

養した。楕養温度は 9および 20
0

Cを設定した。温度 9
0
C

はE.zodiacusが播磨灘において出現のピークを示す 2

~3 月の水温，温度 200Cは E. zodiacusおよびC.wai/esii 

の至適増殖温度をそれぞれ想定したものである。上述

の培養によって目的とする栄養塩を欠乏させた E

zodiacllsを，それぞれの栄養塩の濃度を 10段階に調整

した改変 MPI培地 100mlが入った200ml三角フラス

コに 100cells ml一lとなるよう接種した。ただし，珪酸

の影響を調べる実験では，テアロン製 250mlの三角フ

ラスコ (Nalgene社製)を用いた。各栄養塩の添加濃

度は，硝酸態窒素(硝酸カリウム)を 0，1， 2.5， 5， 

10， 25， 50， 100， 250， 500μM， リン酸(リン酸ニカ

リウム)を 0，0.1， 0.25， 0.5， 1， 2.5， 5， 10， 25， 50 

μM， fE酸(メタ珪酸ナトリウム九水和物)を 0，1， 

2.5，5， 10，25，50， 100，250，500μMとした。 E.zodiacus 

は人工合成培地で、継代矯養で、きないことが報告され

ている(山本ほか 1994)。近年，継代培養が困難な微

細藻を培養するために新たな培地の開発が進められ

た結果3 これまで人工合成講地では良好な増姫を示さ

なかったラフィド藻等の培養が可能な IHN培地が開

発された(Imaiet a1. 2004)。しかしながら，本培地に

おいても E.zodiacusは継代培養することができなかっ

た(内藤私信)。そのため，木実験で、は天然海水を基

礎とした改変 MPl矯地(長井・実鍋 1994) を用いる

こととした。塙地に用いた海水は，海水出来の栄養塩

濃度の影響を出来る限り小さくするため，栄養塩濃度

が低下した 2001年 3月の播磨灘 Hl定点(34041_0'N， 

134045.5' E)表層において採7.kし， Sterivex-GV 0.22μm 

Filter unit (Millipore社製)でろ過した後，冷暗所で 6

か月以上保存したものを用いた。天然海水中に含まれ

ている栄養塩濃度は，あらかじめ AutoAnalyzer IIに
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よる自動分析(異鍋・反田 1986)により測定し(無機

態窒素濃度 (DIN): 0.9μM，リン酸態リン濃度 (P04-p): 

0.24~0.26μM，珪酸態珪素濃度 (SiOrSi) : 1.2μM)， 

海水由来の栄養塩濃度と添加した栄養塩濃度との和

を実験開始時の制限栄養塩濃度とした。各栄養塩添加

後，定常期に達するまで少量の培養を取り，その中に

含まれる E.zodiacusの細胞数を光学顕微鏡下で計数す

ることによって，第 l節で示した計算式を用いて対数

増殖期の増殖速度 (μ;divisions d-1
) を算出した。増殖

速度と栄養塩濃度との関係は，以下に示した Monod

(1949) の式を適用し，東海 (1997) の方法により各

パラメータ値を推定した。

μ=μmX S/(Ks+S) 

ここで Sは培養開始時の栄養塩濃度 (μM)，f.lmは最大

増殖速度 (divisionsd-1
)， Ksは半飽和定数 (μM) をそ

れぞれ示す。また，最大細胞密度から接種密度を減じ

て，各栄養塩濃度条件下における最大細胞収量を求め

た。さらに，栄養塩制限下において増嫡が定常期に達

し，細胞密度が最大となった時，細胞内の栄養塩濃度

は細胞の維持に必要な最小量となると仮定し，藻体の

最大細胞収量 (N) と培養開始時の栄養塩濃度 (So)

の関係から，次式に従って最小細胞内含量 (Qo) を求

めた(渡辺 1988;松田ほか 1999，2001)。

Qo = So/J吋

また， C. wailesiiに対しでも同様に目的とする栄養塩

を無添加とした改変 MPl培地において増殖が定常期

に達するまで飢餓培養し，増殖に及ぼす栄養塩濃度の

影響を調べた。目的とする栄養塩が欠乏状態となった

C. wailesiiは，栄養塩濃度を E.zodiacusの実験と同様，

10段階に調整した改変 MPl培地 7.5mlを分注した 6

穴プレートにウェノレ当たり1O~15 細胞接種した。

その後，毎日仁 wailesiiの細胞密度を実体顕微鏡下で

直接計数し，増殖速度を求めた。さらに， Monodの式

から各パラメータ値を推定するとともに，上述のよう

に各栄養塩の最小細胞内含量を算出した。

形態別窒素，リン利用特性 温度 20
0Cの条件下におい

て，窒素源利用特性に関する実験では窒素を， リン源

利用特性に関する実験ではリン源を無添加とした改

変 MPl培地で，E. zodiacusの増殖が定常期に達するま

で増婚させ，目的とする栄養塩が欠乏した飢餓細胞と

した。その栄養塩欠乏細胞を以下に示す各種形態男IJ窒

素， リン源を添加した改変 MPl培地 125mlが入った

200 ml三角フラスコに 100c巴l1smr1となるよう接種し

た。窒素源としては，硝酸態窒素 (KN03)，亜硝酸態

窒素 (KN02)，アンモニア態窒素 (NH4CJ)，尿酸 (Uric

Acid) ，尿素 (Urea)，およびアラニン (Ala)，アルギ

ニン (Arg)，アスパラギン (Asn)，アスパラギン酸 (Asp)， 

クマルタミン (Gln)，グルタミン酸 (Glu)，グリシン (Gly)， 

ヒスチジン (His)，イソロイシン(Il巴)，ロイシン (Leu)， 

ソジン (Lys)，メチオニン (Met)，フェニルアラニン

(Phe) ，プロリン (Pro)，セリン (Ser)， トリ プ トフ

ァン (Trp)，チロシン (Tyr)，パリン (VaJ)，オノレニ

チン (Om)，タウリン (Tau) の 20種類のアミノ酸を

それぞれ培地に単独で添加した。リン源、は， リン酸二

カリウム (K2肝 04)， 。ーグリセロリン酸ナトリウム

(Glycero-P) ，トリポリリン酸ナトリウム (Tripoly-P)， 

ピロリン酸ナトリウム (Pyro-P)，メタリン酸 (Meta-P)， 

ウリジンーデーリン酸二ナトリウム (UMP)，D-フルクト

ースーグ田リン酸二ナトリウム (F6P)，アデノシンーデー三

リン酸 (ATP)，アデノシンーデー二リン酸 (ADP)，アデ

ノシンーデーーリン酸 (AMP)，p-ニトロフェニノレリン酸

二ナトリウム (NPP)，D-グノレコースーグーリン酸二ナト

リウム (G6P)，α-D-グルコースーl'-リン酸二ナトリワ

ム(GlP)，グアノシンーデーーリン酸二ナトリウム (GMP)， 

シチジンーデーーリン酸 (CMP)の 14種類をそれぞれ添

加した。窒素，リン源は，あらかじめオートクレーブ

処理(121oC， 15分)した窒素あるいはリン源無添加

の改変 MPl培地に鴻過滅菌 (TOYOADVANTEC社製，
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DISMIC-13cp，孔径 0.45μm) した各種窒素，リ ン源の

水i容I夜を無菌的に添加した。各窒素およびリン源の添

加濃度は，それぞれ 500および 50μMとした。ただし，

高濃度のアンモニアは植物プランクト ンの増婚を阻

害するこ とが報告されている ことから (Nakamuraand 

Watanabe 1983bヲ Iwasakiet al. 1990)，アンモニアについ

ては， 50， 100および 250μM濃度でも同様の実験を行

った。定常期に達するまでp 少量の格養を採取し，そ

の中に含まれる E.zodiacusの細胞数を光学顕微鏡下で

計数し，各窒素， リン源における最大細胞収量を求め

た。増殖量は窒素源あるいはリ ン源無添加区の増姫畳

を 0，硝酸態空素添加区およびオノレトリ ン酸添加区の

増列車量を 100とし，それに対する相対増殖量(0/0)で

3 ト

N・90C μm = 1.0 
2 ト K，. =0.76 

。
• 

。100 200 300 400 500 
( Nitrogen concentration (μM) F 

℃ 

ω 3 z 。 P_90C トJm= 1.3 
ω 
〉

2 K，. =0.29 

~ • • r • • 喝。何』・
1 

。
言 。10 20 30 40 50 
e 

Phosphorus concentration (μM) 。
3 ト

2 ト Si-9
0
C 

!-1m = 1.2 

K，. =0.91 

1 ，-. 
。l

。100 200 300 400 500 

Silicon concentration (μM) 

示した。同様に目的とする栄養塩を欠乏させた C

wai/esiiを各種窒素， リン源を添加した改変 MP1培地

7.5 mlの入った 6穴プレートに 1O~ 15 cel1s wel1.Jとな

るように接種した。実体顕微鏡下で細胞密度を計数す

ることによって，E. zodiacusと同様，各窒素， リン源

における最大細胞収量を求めた。

結果

増殖に及ぽす栄養塩濃度 (窒素， リン，珪素)の影響

各栄養塩濃度に刻する E.zodiacusの増殖速度は， 土苦

士也に添加した濃度とともに増大した (Fig.3-11)。温度

9および 20
0C下における各栄養塩濃度 (S) と増殖速

3 

• • 2 

N・20
0C μm = 2.6 

K，. =0.86 。
。100 200 300 400 500 

Nitrogen concentration (μM) 

3 

2 P7  

一一一一一一一ー--

μm = 2.6 

K，.=0.31 

。
。10 20 30 40 50 

Phosphorus concentration (μM) 

3 

z十• • 
Si-20

0C μm = 2.4 

K，. =0.88 

。
。100 200 300 400 500 

Silicon concentration (μM) 

Fig.3・11.The growth rate of Eucarnpia zodiacus versus initial concentrations of nitrate 
(N)， orthophoshate (P) and silicate (Si) in the medium at 9 and 20 oc. 
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Fig.3・12.Maximum celJ yi巴ldsof Eucampia zodiacus grown with diff，巴rent
concentrations of nitrate (N)， orthophoshate (P) and silicate (Si) in the medium at 
9 and 200C. 

度 (μ)の関係は， Monodの式でそれぞれ以下のよう

に表せた。

9
0

C 窒素.μ=1.0 X SN/(0.76+SN) 

リン μ=1.3 X Sp/(0.29+Sp) 

珪素.μ=1.2 X Ss;l(0.91 +Ss;) 

(r2 
= 0.77) 

(r2 = 0.78) 

(r2 = 0.84) 

20
0
C 窒素.μ=2.6 X SN/(0.86+SN) (r2 = 0.83) 

リンー μ=2.6 x Sp/(0.31 +Sp) (r2 = 0.74) 

珪素ー μ=2.4 X Ss/(0.88+Ss;) (r2 = 0.81) 

各栄養塩に対する E.zodiacusの最大増殖速度 (μm)お
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Fig.3・13.The growth rate of Coscinodiscus wai/esii v巴rsusinitial concentrations of nitrate 
(N)， orthophoshate (P) and silicate (Si) in the medium at 9 and 20 oc. 

33 

よび半飽和定数 (Ks) は，温度 9
0
C下でそれぞれ窒素 3.8 pmol ceIr1と推算された。また，20

0
C下における最

が 1.0divisions d-I， 0.76μM， リンが 1.3divisions d ¥ 大細胞収量は窒素が 34μM，リンが 5.4μM，珪素が 50

0.29μM，珪素が1.2divisions d-I， 0.91μM， 200C下で μMでほぼ飽和し (Fig.3-12)，最小細胞内含量は窒素，

窒素が 2.6divisions d-I， 0.86μM，リンが 2.6divisions d-I， リン，珪素でそれぞ、れ 1.0，0.16， 2.6 pmol c巴11-1であっ

0.31μM，珪素が 2.4divisions d-1， 0.88μMであった。 9
0C た (Tab1e3-2)。

下における E.zodiacusの最大増殖速度は 20
0
C下で得 E. zodiacus同様C.wai/esiiの増殖速度も培地に添加

られた値の約 1/2であったが， 半飽和定数はほとんど した栄養塩濃度とともに上昇に増大し，各栄養塩濃度

差がなかった (Tab1e3-2) 0 (S) と増殖速度 (μ) の関係は Monodの式によりそ

最大細胞収量は栄養塩濃度とともに増大し， 9
0
C下 れぞれ次のように求めることができた (Fig3-13)。

では窒素が 47μM，リンが 7.8μM，珪素が 42μMでほ

ぼ飽和した (Fig.3-12)。飽和濃度以下の濃度において 9
0

C 窒素ー μ=0.49 x SN/(l.4+SN) (r2 = 0.83) 

最大細胞収量と栄養塩濃度の関係から求めた最小細 リン:μ =0.46 x Sp/(0.39+Sp) (r2 = 0.88) 

胞内含量は，空素， リン，珪素でそれぞれ 1.6，0.24， 珪素:μ=0.48 x Ss/(6.2+SSi) (r2 = 0.88) 
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Fig.3・14.Maximum cell yi巴ldsof COSCInodiscus wailesii grown with different 
concentrations of nitrate (N)， orthophoshate (P) and silicate (Si) in the medium at 
9 and 20 oc. 

20
0

C 窒素:μ=1.3 X SN/(l.4+SN) (r2 = 0.59) 

リン μ=1.1 X Sp/(0.39+Sp) (r2 = 0.94) 

珪素:μ=1.0 x Ss/(5.7+SsD (r2 = 0.89) 

最大増殖速度 (μm) および半飽和定数 (K，)は， 90C 

下でそれぞれ窒素が 0.49divisions d.l， 1.4μM，リンが

0.46 divisions d.l， 0.39μM，珪素が 0.48divisions d.l， 

6.2μM， 20
0

C下で宝素が 1.3divisions d-I， 1.4μM， リ

ンが 1.1divisions d-I， 0.39μM，珪素が 1.0divisions d-I， 

5.7μMであった。C.wai/esiiのパラ メータ値も E

zodiacus同様，最大増殖速度が 20
0

C下に比べ 9
0

C下で
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Table 3-2. Maximum growth rate (仏yふhalfsaturation constant (Ks)， and minimum cel1 quota (Qo) of 
Eucampia zodiacus and Coscinodiscus wai!esii versus nitrate， phoshate and silicate at 9 and 20 oc 

Species Nutrient Temperature (OC) 

Eucampia zodiacus Nitrate 9.0 

20.0 

Phosha¥e 9.0 

20.0 

Silica¥e 9.0 

20.0 

Coscinodiscus wailesii Nitrate 9.0 
20.0 

Phoshate 9.0 

20.0 

Silicate 9.0 

20.0 

約 1/2に低下したが，半飽和定数はほとんど差がなか

った (Tab1e3-2)。

C. wailesiiの各栄養塩濃度に対する最大細胞収量は，

9
0

C下で窒素が 101μM，リンが 12μM，珪素が 86μM

でほぼ飽和した (Fig.3-14)。各栄養塩の最小細胞内含

量は，窒素が 440μMceU-J， リンが 40μMc巴u-J，珪素

が 1400μMceWJと推算された。また 20
0

C下における

最大細胞収量は，窒素が 109μM，リンが 7.6μM，茸

素が 124μMでほぼ飽和 し (Fig.3-14)，最小細胞内含

量は，窒素，リン，珪素でそれぞれ 440，30， 1400 pmo1 

cel1-Jと推算された (Tab1e3-2)。

形態別窒素， リン利用特性 E. zodiacllsは窒素源とし

て硝酸態窒素と同様に亜硝酸態窒素を増殖に利用し

た (Fig.子15)。また， 50および 100μMのアンモニア

態窒素では硝酸態窒素に比べ 147および289%の増嫡

量を示したが， 250μM以上の濃度では増姫できず細胞

も死滅した。尿酸，尿素はほとんど利用できなかった。

アミノ酸態窒素では，グノレタミン (Gln) での増殖量

が高く 3 アスパラギン (Asn)，ヒスチジン (His)，ロ

イシン (Leu)，フェニノレアラニン (Phe)， トリプトフ

ァン (Trp) で硝酸態窒素の 36~67 %の増殖畳であっ

た。しかし，それ以外のアミノ酸態窒素は窒素源とし

てほとんど，または全く増殖に利用できなかった。一

方リンに関しては，E. zodiacusは実験に用いた全ての

無機態および有機態をリン源として増姫に利用した

~m (divisi口nsdぺ) Ks (~M) Qo (pmol cellペ)

1.0 0.76 1.6 

2.6 0.86 1.0 
1.3 0.29 0.24 

2.9 0.31 0.16 

1.2 0.91 3.8 
2.4 0.88 2.6 

0.49 1.4 440 
1.3 1.4 440 
0.46 0.39 40 

1.1 0.39 30 
0.48 6.2 1400 
1.0 5.7 1400 

(Fig.3-16)。ピロリン酸(Pyro-P)，メタリン酸(Meta-P)， 

アデノシン-5'三 リン酸 (ATP)，p-ニトロフェニノレリ

ン酸二ナトリウム (NPP)の場令の増殖量は無機態リ

ンの 61~72 %とやや低かったが，他のリン源ではオ

ルトリン酸とほぼ同程度の増嫡量を示した。

C. wailesiiは，窒素j原として亜硝酸態窒素およびグ

ノレタミンの添加時にも硝酸態窒素と同和度の士宮鎚量

を示した (Fig.3-17)。アンモニア態窒素では 500μM

の濃度でも僧殖量が硝酸態窒素の 77%と比較的高か

った。尿酸，尿素の増殖量はそれぞれ 20，13 %であ

った。クツレタミン以外のアミノ酸態窒素では，グリシ

ンの増姫量が 76%と比較的高く，アスパラギン，セリ

ンおよひ事オルニチンの増殖量が 50%前後，アラニン，

アノレギニンおよびクツレタミン酸の増殖量が 22~33 % 

であった。しかし，それ以外の 12種類のアミノ酸態

窒素はほとんど，または全く増婚に利用できなかった。

一方， リン源の利用特性は，ピロリン酸ナトリウムの

増婿畳が無機態リンの 113%，トリポリリン酸ナトリ

ウム，メタリン酸，アデノシンーデ・三リン酸，アデノ

シンーデー二リン酸の増姫量が 78~89 %と比較的高かっ

た (Fig.3-18)。また， D-フルクト←スーグーリン酸ニナ

トリウムの増姫量が 13%， p-ニトロフェエルリン酸二

ナトリウムの増殖量が 23%で，それ以外の 7種類の有

機態リンはリン源、としてほとんど，または全く増殖に

利用できなかった。
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考察

Monodの式を用いて増殖速度と栄養塩濃度を解析

する場合，半飽和定数 (Ks)が低い種では， Ks値以下

の栄養塩濃度が栄養塩分析の検出限界値に近く，半飽

和定数より低い栄養塩濃度下の増殖速度を十分に検

討できないことが問題となるe このため，栄養塩濃度

に対する増殖応答を調べる実験では，人工合成培地を

用いた実験によって，目的とする栄養塩が全く添加さ

れていない実験区を設定することが望ましい(松田ほ

か 1999)。しかし E.zodiacusは3 人工合成培地では継

代培養できないため，現状では本種の培養実験に海水

を基本とした培地を使用せざるを得なかった。本実験

では，海水由来の栄養塩濃度の影響を出来る限り小さ

くするために，栄養塩濃度が低下した時期に現場海水

を採水し，それをベースに培地を作製した。しかしな

がら，E. zodiacusの凡値は窒素，珪素で1.0μM以下，

リンで 0.3μM前後であり 3 半飽和定数以下の栄養塩濃

度下において増殖速度と栄養塩濃度との関係を十分

に検討することはできなかった。この点については，

E. zodiacω がなぜ既存の人工合成培地で培養できない

のか，その原因の解明を含め今後の課題である。

上述の問題点があるもののここでは Monodの式か

ら得られた E.zodiacZlsおよびC.wailesiiの増殖速度と

栄養塩濃度の関係から両種の栄養塩濃度に対する増

殖応等について以下の検討を行った。まず，E. zodiaclls 

はどの栄養塩濃度を変化させた培養条件においても

200C下において 2 .4 ~2.6 divisions d-1の最大増殖

速度を示した。これは第 l節で・求めた温度や光強度に

対する増殖応答と同様，一般に増殖速度が大きい珪藻

の中でも高し、値であった。また E.zodiacusは， 9
0
C条

件下においても 1.0~1.3 divisions d-1の最大増殖速度を

示した。これは同温度下の C.wailesiiにおける最大増

殖速度の約 2倍， C. wailesiiの至適増殖温度下 (20
0C)

における最大増殖速度とほぼ同じ値であった(Table

3-2)。これらのことから，E. zodiacusは栄養塩濃度に

対しでも高い増殖速度を有しており，本種が播磨灘に

おいて大量発生する低水温期においても，他種と比較

して高い増殖速度を維持していることが裏付けられ

た。

E. zodiacusのKs1直と播磨灘における各栄養塩濃度の

月平均値を比較した結果， DINと珪酸では周年を通し

てKs値が月平均値を下回った。このことから，これら

栄養塩濃度がE.zodiacZlsの増殖に及ぼす影響は比較的

小さいことが示唆された。特に珪酸では， C. wailesii 

のKs値が 9および20
0
C下のいずれにおいても 5μMを

上回ったのに対し，E. zodiacusの Ks1，直は 0.91;および

0.88μMであり (Table3-2)，播磨灘における月平均値

の変動範囲 (3.5~16.8μM) を大きく下回っていた。

逆に， C. wailesiiの珪酸に対する Ks値は矯磨灘の 3月

以降の平均値を上回った。C.wailesiiは播磨灘におい

て1O~11 月と 2 月の年に 2回ピークを示す(長井 2000) 。

本章第 l節では，播磨灘における光環境と E.zodiacus 

およびC.wailesiiの光強度に対する増殖速度との関係

から， 1 ""'-'3月にかけて日射量の増大とともに，増殖が

可能な水深やより高い速度で増殖が可能な水深が増

大することを示した。また，E. zodiacusはこのような

光環境の好転に伴い， 3月にかけて細胞密度を増大さ

せることを示唆した。一方仁 wailesiiは，E. zodiaczほ

と同様に光環境がより増殖に適した条件に好転して

し、るにもかかわらず 2月に出現のピークを示した後，

3月には春季のブノレームが終息に向かう。本節の実験

結果から，このような現場海域における両種の出現ピ

ークのずれは，両種の栄養塩濃度に対する増殖応答の

差による現象と考えられた。すなわち， C. wailesiiは 3

月になると栄養塩濃度の低下によっても増殖が制限

され，春季のブルームが終息に向かうこと，また z

zodiacusはそのような栄養塩濃度の制限を受けにくく ，

3月になってもブルームが終息しないことが考えられ

た。

これまでに，半連続培養実験から主要な HAB種の
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最小細胞内栄養塩含量が明らかとなっている。木方法

は，操作が簡単なことなど連続培養系の実験に比べて

多くの利点がある。しかし E.zodiacllsは，同調的に分

裂する時間信:が明瞭で・なかったことから，本方法によ

る培養実験を実施できなかった。実験方法に違いがあ

るものの， ここでは E.zodiacusと他の主要な HAB穫

との最小細胞内栄養塩含量の比較を行った。 E

zodiacusの最小細胞内窒素含量は， 9および 200C下で

それぞれ1.0および1.6pmo1 ce1rlと推算された。この

値は，C. waUωii (440 pmol celrl
) や，これまでに報告

されているC.anliquaの 7.7pmol ceWI (Nakamura 

1985b)， H. akashiwoの卜44pmol ceIrI (Watanabe et al 

1982)， K. mikimotoiの 3.13pmol cell一I (Yamaguchi and 

Itakura 1999)， H. circularisquamaの1.10pmol ceWI 

(Yamaguchi et al. 2001) と比較して，E. zodiacusの細

胞サイズ(宮井ほか (988) を考慮すると主要な HAB

穏の中でかなり低い。同様に，E. zodiacusの最小細胞

内リン含量も，0.16WC)および 0.24pmol celrl (200C) 

と推算され， C. wailesII， C. antiqua (Nakamura 1985b) 

および K.mikimotoi (Yamaguchi and Itakura 1999)等，

H. akashiwo (Watanabe et al. 1982)や瓦 circularisquama

(Yamaguchi et al. 2001) を除く主要な HAB種と比較

して低い値であった (Tab1e3-3)。これら細胞内窒素，

リン含量と現場海域における栄養塩濃度との関係か

ら，E. zodiacusが現場海域において増姫可能な細胞密

度を求めることができる。 E.zodiacusが出現のピーク

を示すことが多い播磨灘の 3月における各栄養塩濃度

の平均値 (D悶:3.5μM， P04-P: 0.27μM， SiOγSi: 3.5 

μM)では，E. zodiacusはそれぞれ 2187，1125，931 cells 

mrlの細胞密度まで増殖可能であると推算された。本

穫は現場海域において細胞密度が最大 1000cells mrl 

前後まで増殖することから，播磨灘では物理的，生物

的集積がなくても 3 播磨灘の平均的な栄養塩環境下で

現場海J或における最大細胞密度まで増殖できると推

察された。また，最小細胞内含量から得られる 9およ

び20
0

C下での E.zodiacusの細胞内 NfP比は 6.7および

6.3であった。これは，上述した HAB種の NfP比が

Redfield比例fP= 16) に比較的近い 11~15 の範囲に

あるのに対し 3 それよりも低かった。近年，播磨灘で

は DIN濃度の有意な低下によって，木海域に出現する

植物プランクトンは窒素制限を受けやすくなったこ

とを第n掌で示唆した。そのため，他積に比べて NfP

比の低い E.zodiacusは，現在の播磨灘の栄養塩環境下

において生態学的に有利であると考えられる。また，

播磨灘におけるノリの色落ちは，栄養塩の中でも窒素

の不足によって発生することから，本種のこのような

栄養塩に対する増殖特性は，本穫の大量発生による近

年の深刻なノリ色落ち被害とも密接な関連があるよ

うに思われる。

E. zodiacusは数種類の有機態宝素を増殖に利用する

Table 3・3.Comparison of minimum cell quota (Qo) for nitrog印刷)and phosphorus (P) between Eucampia 
zodiaclls and other marine phytoplankton. 

Minimum cell quota (00) 

Species N P Reference 
(pmol cell-1

) (pmol ceW1
) 

Eucampia zodiacus (90C) 1.6 0.24 Present study 

Eucampia zodiacus (20oC) 1.0 0.16 Present study 

Coscinodiscus wailesii (90
C) 440 40 Present study 

Coscinodiscus wailesii (200C) 440 30 Present study 

Chattonella antiqua 7.7 0.60 Nakamura (1985b) 

Heterosigma akashiwo 1.44 0.095 Watanabe et al. (1982) 

Karenia mikim口toi 3.13 0.25 Yamaguchi and Itakura (1999) 

Heterocapsa circularisquama 1.10 0.0894 Yamaguchi et al. (2001) 
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ことができ， 特にグ、ノレタミ ンで無機態宝素を上回る高

い値を示した (Fig.3-15)。また， 50および 100μMの

アンモニア濃度で、も良好な増嫡を示 し，硝酸での増殖

量を上回った (Fig.3-15，17)。しかし， C. wailesiiが 500

μMのアンモニア濃度下においても硝酸態窒素の 77%

の増嫡量を示したのに対し，E. zodiacusはアンモニア

が 250μM以上の濃度では増殖できなかった。山口・

松山(!994) は 0~250μM の濃度下で，珪藻 4 稜 (C

didymium var. proluberans， D. brightwellii， S. coslalum， 

Thalassiosira sp.) のアンモニア利用能を調べ，実験に

供した令ての珪藻で、アンモニア濃度の上昇に伴い最

大収量が増大し，その増姫畳は硝酸を窒素源とした実

験区とほぼ同程度だったことを報告している。これら

のことから，E. zodiacusのアンモエア耐性は他の珪藻

に比べて低いことが示唆された。 また，増殖量は低い

もののC.wailesiiが尿酸や尿素を窒素源として利用で

きたのに対し，E. zodiacllsはこれらをほとんど利用で

きなかった。深尾ほか (2006，2007) は赤潮プラ ンク

トン 6穏の尿素利用能を情養実験から明らかにし，水

質汚濁の進行した浦ノ内では， D別に対して尿素が比

較的高い割合で存在し， DINに加え尿素が縞物プラン

クト ンの窒素源として利用されているこ とを報告し

ている。また瀬戸内海においても，今井ほか(!986) 

が周防灘で， 山本ほか (2002b) が広島湾での調査か

ら， 溶存態有機宝素 (DON) が全宝素 (TN) の半分

以上を占めていることを報告している。今後は播磨灘

においても D応Iに加え DONの調査を行うことによっ

て，より詳細な栄養塩と植物プランクトンの関係を調

査する必要がある。

植物プランク トンの各種形態別窒素， リン源の利用

特性やその適正濃度は種によって異なり，特に有機態

窒素，リンの利用特性の違いは，現場海域における種

の出現や優占種の交代に影響を及ぼす要因のーっと

考えられている (Boninand Maestrini 1981)。そのため，

各種形態別窒素， リン源の利用特性は多く の HAB種

で比較的よく研究されている(例えば， Nakamura and 

Watanabe 1983b; 山口・松山 1994;松田 ほか 1999;

Yamaguchi and Itakura 1999; Yamaguchi et al. 2001; Oh et 

al. 2002; Yamaguchi et al. 2008a)。特にリン源の利用特

性は，木節で実験に供ーした有機態リ ンをほぼ全て増嫡

に利用できる タイプと ，数種類の有機態リンのみ増殖

に利用できるタイプに大きく分けられる。前者には K

mikimoloi (Yamaguchi and Itakura 1999) や H

circularisquama (Yamaguchi et al. 2001)が， 後者には

ラフィド藻のC.anliqlla， (山口 ・松山 1994)や c.oνata

(Yamaguchi et al. 2008a)等がそれぞれ該当する。また

主主藻の中では，C. didymus， D. brightwelii， Thalassiosira 

sp.が前者， S. coslatllmが後者のタイプであることが報

告されている(山口・松山 1994)。本実験から E

zodiacusは実験に用いた 14積類の有機態リンを全て増

殖に利用する ことができた (Fig.3-16)。一方， C. wailesii 

は 14種類のうち 8種類の有機態リンを利用できなか

った (Fig.3-18)。このことから，E. zodiacllsは有機態

リンを増婚に有効利用できる種， C. wailesiiは有効利

用できない穏に分類することができる。 E.zodiacZlsの

リン酸に対する Ks1直は，播磨灘における 3~7 月のリ

ン酸の対平均値を上回ることから，この期間はリ ンが

木積の増殖を制限する可能性が考えられた。 しかし木

種は，無機態、リンが不足した環境下において，有機態

リンを増婚に利用することによって個体群の増大や

維持を図るこ とが可能であると考え られるロ一方， c 

wailesiiのリン酸に対する Ks{1直も E.zodiacllsと同様， 3

月以降の播磨灘の月平均値を上回ることから，本稀は

3月以降の栄養塩環境下では 3 上述した珪酸に加え リ

ンによっても増殖が制限される可能性が示唆された。

有機態リンを増殖に有効利用できる穐は， alkaline 

phosphatase (以下 APase)等の酵素作用によって有機

態リ ンを加水分解し， その過程で生じるオルトリン酸

塩を増婚に利用する (Kuenzlerand Perras 1965;呉ほか

2005)。また，植物プランクトンの APaseは細胞外の

オノレト リン酸が枯渇するとその活性が誘導されるこ

とが知 られている (Uchida1992; Oh巴tal. 2002)。松山
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(2003) は 7種の植物プランクトンについて APase

の活性を調べ，H c問 ularisquamaで非常に強い活性を

示したこと， S. costatumにはその活性がほとんど認め

られなかったことを報告している。APase活性を持ち，

広範なリン源を増殖に利用できる積は，無機態リンが

枯渇した環境下でも有機態リン利用して増姫するこ

とができるため (Flynnet al. 1986)，リン酸制限下での

種間競合に有利で、ある。近年，瀬戸内海では Chattonella

や Ske/etonemaなと、、最小細胞内栄養塩含量が大きい穏

や，有機態リンを有効利用できない穏の出現が減少し，

H. circularisquamaや Chaetocel・'osといった細胞内栄養

塩含量が比較的小さい種や有機態リンを増殖に有効

利用できる穏の出現割合が増大する傾向が見られる。

本実験結果から，ノリに色落ち被害を引き起こす比較

的大型の珪藻についても同様の傾向が示唆された。す

なわち，近年の播磨灘では，有機態リンを増殖に有効

利用でき，低栄養塩条件下においても高密度まで増嫡

可能なE.zodiacusのような種が優占しやすい栄養塩環

境になっていると考えられるσ

第3節 窒素，リン取り込みの動力学

ノリの色落ち現象は，海水中の限りある栄養塩を巡

ってノリと植物プランクトンが競合し，ノリの生育に

必要な栄養塩の不足によって起こり，播磨灘や有明海

など多くのノリ漁場では主に溶存:無機態窒素の不足

によって発生することが知られている(川口ほか2002;

松岡ほか 2005)。一方，東京湾では溶存無機態リンの

不足がその原因とされている(長谷川・石井 2007)。

そのため，養殖ノリに色落ち被害を引き起こす珪藻の

栄養塩取り込み能を定量的に評価することは，これら

珪藻による色落ち被筈を考える上で重要な課題であ

る。

現在，養殖に使われているノリの品種はほぼ全てが

スサビノリ (Porphyrayezoensis Ueda)である (Niwaand 

Aruga 2003)。山本・高尾(1988)は，スサビノリのア

ンモニア態および硝酸態窒素の取り込み能をp 温度 4

"-' 18
0
Cの範囲で調べている。また，スサピノリと S

costatumの窒素取り込みに対する半飽和定数を比較し，

両者が窒素の取り込みを巡って競合した場合，特に低

濃度の栄養塩環境下では珪藻の方が効率的に栄養塩

を取り込むことを指撤している。

植物プランクトンの栄養塩取り込み能は種特巣的

であり，現場海域における植物プランクトン群集の種

間競合や特定の種がイ憂占する機構を考える上でも重

要な要因である (Eppelyet al. 1969; Lehman et al. 1975)。

木掌では，代表的なノリの色落ち原因藻で、ある E

zodiacusおよびC.wailesiiについて，両種の窒素， リ

ン取り込み能を培養実験から求めた。また，同穂の栄

養塩取り込み能を他の植物プランクトン種と比較し

ながら，これらノリの色落ち原因藻の栄養塩取り込み

特性を明らかにすることによって，両穏がノリ養嫡に

及ぼす影響について検討を加えた。

材料および方法

供試株と培地 実験には播磨灘より分縦し"?イクロ

ピペット洗浄法(岩崎 1967)および Nagaiet al. (1998) 

の方法を併用して無菌化した E.zodiacusとC.wai/esii 

のクローン株を用いた。継代培養および実験には硝酸

態窒素およびリン酸態リン濃度をそれぞれ 500および

50μMとした改変 MPl培地(長井・虞鍋 1994) を用

いた。また，以下の実験は全て温度 9および 20
0
C，光

強度 150μmolm-2 
S-I，明暗周期 10hL:14hDの条件下で

行った。

窒素，リンの取り込みの経時変化 植物プランクトン

による栄養塩取り込みの濃度依存性を評価するため

には，目的とする栄養塩の添加後，その取り込み速度

が一定である時間内に実験を行う必要がある

(Harrison et al. 1989)。そこで，窒素，リンの取り込み

を評価する前実験として，E. zodiacusによる窒素， リ

ンの経時的な取り込みを以下の方法で確認した。まず，
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窒素またはリンを無添加とした改変 MPl培地で E.

zodiaCllsの増殖が定常期に達するまで数日間培養し，

窒素またはリン欠乏細胞とした。その細胞を窒素また

はリンを無添加とした改変 MPl培地1.5Lが入った 2

L の三角フラスコに細胞密度が 5000~I 0000 cells mr1 

となるよう接種し，40μMの硝酸態窒素または 5μM

のリン酸態リンを添加した。栄養塩添加後， 0， 10， 

20， 30， 45， 60， 90， 120， 150， 180， 240， 360分後

および以降は 7日後まで毎日 l回，少量の培養を取り 3

PTFEフイノレター(干し径 0.45mm， Advantec)でj慮過し

た後， TRAACS-800を用いて宝素およびリン濃度を測

定した(異鍋・反田 1986)。

また， C. wailesiiに去、jしても同様の実験を実施した。

C. wai/esiiは，窒素またはリン欠乏細胞を窒素または

リン無添加の改変 MPI耕地1.5Lの入った 2Lの三角

フラスコに 20~30 celIs mr1となるように接種した。窒

素， リンの添加濃度およびi斉養摂取時間の間隔は，E

zodiacllsの実験に準じた。

窒素， 1)ンの取り込みの濃度依存性 上述の前実験と

同様，窒素またはリンを無添加とした改変 MPI府地で

E. zodiacllsを培養し，窒素またはリン欠乏細胞とした。

宝素またはリン源を無添加とした改変 MPI培地 150

mlが入った 300ml三角フラスコをそれぞれ 14本用意

し，窒素またはリンが欠乏状態となった E.zodiacusの

細胞が I0000~20000 cell mr1となるように調整した。

窒素の取り込み実験では硝酸態窒素を 7段階 (1，2.5， 

5， 10， 20， 50， 100μM)，リンの実験ではリン酸態リ

ンを 7段階 (0.25，0.5， 1， 2， 5， 10， 20凶1) の濃度

でそれぞれ添加し，緩やかな撹伴条件下で培養した。

栄養塩添加直後および一定時間情養後，少量の培養を

取り，目的とする栄養塩の濃度を測定するとともに E

zodiacusの細胞密度 (N;cells mrl) を計数した。各栄

養塩濃度 (S;μM) における栄養塩取り込み速度 (ρ，

pmol ceIr1 h-1
) は，次式により求めた。

P = -(dS/dt)別

また値物プランクトンによる栄養塩取り込み速度は，

栄養塩濃度 (S) に依存し，酵素反応式である

Michaelis-M巴ntenの式と同じ次式で表すことができる

(Dugdale 1967)。パラメータ値の推定は東海(1997) 

の方法により行った。

ρ= Pm，，，xS/(Ks+S) 

ここで， ρmaxは最大取り込み速度 (pmolc巴Irlh-1
)， Ks 

は半飽和定数 (μM) をそれぞれ示す。

また， C. wai/esiiにおいても窒素またはジン欠乏細

胞を用いて同様の栄養寝取り込み実験を行った。 C

wailesiiの実験では，窒素またはリンが灯、添加の改変

MPl士号i也150mlの入った 300 mlの三角フラスコに，

C. wailesii が 30~40 celIs mrJとなるように接種し，各

栄養塩の取り込み速度を求めた。

結果

窒素，リン取り込みの経時変化 窒素を無添加とした

信地で窒素欠乏状態となるまで情養した E.zodiacusに

40μMの硝酸態窒素を添加したところ，硝酸態窒素濃

度はE.zodiacusの取り込みによってほぼ直線的に低下

した (Fig.3-19)。場地の窒素濃度は，温度 9および 20
0
C

のいずれの温度条件下においても窒素添加 360分後に

は 5μM以下にまで低下し日後にはほぼ枯渇した

(Fig.3・19)。同様に，リン酸態リンの取り込みでも培

地のリン濃度はリン添加直後から経時的に減少し

日後にはほぼ枯渇した (Fig.3-20)。しかし，リンの 20
0

C

下における実験では，リン添加直後~45 分後までのリ

ン取り込み速度 (0.40"'-'0.74pmol ceIr1 h-1
)と比較して，

リン添加後 60~120 分後および添加後 150~360 分後

のリン取り込み速度がそれぞれ 0.25""0.31 および

0.017----0.10 pmoJ ceJr1 h.1であり，取り込み速度は有意

に低下した (Fig.3-20， Pく0.05)。
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温度 9おリンの取り込みにおける濃度依存性窒素，C. wai/esiiでは，培地の窒素濃度がし、ずれの方

よび 20
0

C下における E.zodiacllsの硝酸態窒素および温度条件下でも窒素添加後 360分後まで直線的に減少

リン酸態リンに対する取り込み速度を Fig.3-23に示す。し，2または 3臼後にほぼ枯渇した状態となった (Fig.

両温度とも窒素取り込み速度は窒素濃度の上昇ととリンの取り込み実験でも， 2または 3日後に添3・21)。

もに増大 した。窒素濃度 (S) と窒素取り込み速度 (p;加したほぽ全てのリンが仁 wai/esiiに取り 込まれた。

pmol celr1 h'l)の関係は Michaelis-Ment巴nの式で以下のまた，E. zodiacusと同様 いずれの温度条件下におい

ように表すことができた。てもリン源添加直後 ~60 分後までの取り込み速度

(0. 17~0.21 pmol cell，l h'l)と比較してその後の取り込

(~= 0.67) 

(r2 = 0.90) 

9
0C: p = 0.777xS/(2.59+S) み速度 (90~360 分後; 0.024~0.13 pmol cell'l h'l)が有

20
0
C:ρ= 0.916xS/(2.92+S) 意に低下した (Fig.3-22， Pく0.05)。以上のことから，

各パラメ ータ値を Table3-4に示す。 9
0

Cおよび 20
0Cに

リン取り込み実験は，培養時聞を 30分

(渡辺 1988)。

以下の窒素，

とした
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リン濃次に同様の方法で求めたC.wai/esiiの窒素，おける硝酸態窒素の最大取り込み速度および半飽和

C 度とその取り込み速度の関係を Fig.3-24に示す。定数は，それぞれ0.777，0.916pmol cell-I h-Iおよび2.59，

リン取り込み速度も Michaelis-Mentenwai/esiiの窒素，2.92μMと推定された。最大取り込み速度 (ρmax;pmol 

それぞれ以下のように表せた。の式に従い，cell-I h-I)および半飽和定数 (Ks)の両パラメータとも，

9
0C下での実験に比べ 20

0

C下の方が高い値を示した。

(r2=0.71) 9
0

C: p = 58.3xS/(2.91+S) 硝酸態窒素と取り込み速度の (ρ)またリン酸態リン濃度 (S)

(r = 0.90) 20
0

C: p = 95.5xS/(5目08+S)Michaelis-Mentenの式での関係も硝酸態宝素と同様，

以下のように表せた。

(r = 0.92) 9"C: p = 41.9xS/(5.62+S) リン酸態リン

(r = 0.92) 20"Cρ= 59.1 xS/(6.67+S) (r = 0.86) 9
0
Cρ= 0.244xS/(1.83+S) 

(r2 = 0.95) 200C:ρ= 0.550xS/(4.85+S) 

各パラメータ値を Table3-4および 3-5にそれぞれまと

めた。 90Cおよび 200C下における硝酸態窒素に対する得られたノぞラメータ値を Table3-5に示す。最大取り込

最大取 り込み速度 (ρ川み速度および半飽和定数は， 9および 20
0

C下でそれぞ

それぞれ 58.3，95.5 pmol cell-I h-Iおよび 2.91，5.08μM れ 0.244，0.550 pmol ceWI h-Iおよび 1.83，4.85μMであ

と算定された。またリン酸態リンのρ"間およびK"値はった。 90C下と 20
0C下で得られたパラメータ値の差は

それぞれ 41.9，59.1 pmol cell-I h-Iおよび 5.62，6.67μM 

C. wai/esiiの栄養塩取り込みに関する各ノぞであった。

窒素の値に比べて大きく，いずれも 20
0

C下の 1/2程度

の値であった。
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と，珪藻の中でも細胞のサイズが大きい仁 wailesiiが，リンともに E.zodiacusに比べてラメータ値は，窒素，

J日l鞭毛藻のKs 値も高く，他の珪i藻に比べて高い値を示した。

Gymnodinium catenatum Graham (Yamamoto et al. 2004) 

やラフィド藻のC.antiqua (Nakamura and Watanabe 察考

と同程度の値で、あった (Table1983c; Nakamura 1985b) 

3-4)。一方，E. zodiacusは珪藻の中でも細胞のサイズE. zodiacusの栄養塩濃度とその取り本実験により，

が比較的大きい種であるにも関わらず， Ks1直はサイズここでは，本実験から込みの関係を明らかにできた。

Chaetoceros spp.やを除くの小さい S. costatum リン取り込み能を Czodiacusの窒素，得られた E

Thalassiosira weissj10gii (Grunow) Fryxell et Hasle等の珪wailesiiをはじめとする他の植物プランクトン種と比

藻種と同程度の値であった。また，最大取り込み速度E. zodiacusが栄養塩の取り込みに較することにより，

も細胞のサイズに依存し，細胞のサイズが大(ρma'、)関してどのような特性を持つのか検討した。まず半飽

(Nakamura and きい種ほど大きい値を示す傾向がある和定数 (Ks) は，栄養塩濃度に対する親和性を示す指

Watanabe 1983c)。そのため，次式に示す細胞内最ノト栄種間の取り込み能の比較に用いられる主票として，

養塩含量を考慮、し標準化した最大比取り込み速度(Eppl巴yand Thomas 1969; Eppley et al. 1969; Gotham 

(Vmax; h-1
) を用いて，種聞の栄養塩取り込み能を比較and Rhee 1981; Yamamoto and Tarutani 1999; Yamamoto 

することが試みられている (Nakamuraand Watanabe さらに Ks値は細胞のサイズに依存し，et al. 2004)。

1983c)。(Eppley 

et al. 1969; Hein et al. 1995)。窒素の取り込み能をみる

般にサイズが大きいほど高くなる傾向がある
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Table 3・5.Comparison ofuptake kinetic parameters for phosphate between ElIcampia zodiaclIs and other marine phytoplankton 

Species Ks Pmax Qo Vmax VmaxfKs Reference 

(μM) iomol ceW1 h-1
) 口molceW

1
) ih-1) 

Eucampia zodiacus (90C) 1.83 0.244 0.24 1.0 0.56 Present study 

Eucamρia zodiacus (20
o
C) 4.85 0.550 0.16 3.4 0.71 Present study 

Coscinodiscus wailesii WC) 5.62 41.9 40 1.05 0.19 Present study 

Cos芯inodiscuswailesii (20.C) 6.67 59.1 30 1.97 0.30 Present study 

Skeletonema cost.ョtum 0.68 0.038 0.0038 10 14.7 Tarutani 1999) 

Alexandrium tamarense 2.6 1.4 0.47 3.0 0.87 Tarutani 1999) 

Gymnodinium catenatum 3.40 1.42 1.83 0.776 0.228 Yamamoto et al. (2004) 

Ch[jttQfleJla antigua _L7里 0.14 0.6 _ Q，23 0.13 Nakamur号andWatanabe (1983c). Nakamura (1985b) 
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Vmax '"ρmaxlQ。 のリン取り込み速度は現場海水中のリン酸がし、かな

ここでは第皿章第 2節で求めた E.zodiacusおよび C

wailesiiの最小細胞内栄養塩含量 (Qo;pmol cerr¥)を用

いて，両種の Vmaxを算出した (Table3-4)。また Healey

(1980) は，積聞の栄養塩取り込み能を比較する指標

として， VmaxlKsによる評価を提案している。E.zodiacus 

の V，naxおよび VmaxlKs値を他の植物プランクトンと比

較した結果，本穫の Vmaxは播磨灘で優占する他の小型

産藻や Gcatenatum，仁 αntiquaと比較して高い値を示

した (Table3-4)。また， VmaxlKs値については S.costatum 

と放んで高い値であった。これらのことから ，E

zodiacusは他種と比較して高い窒素取り込み能力を有

していることが示された。

ε1.odiacllSの9
0

Cと20
0

C下の窒素に対する Ksおよび

ρmax値を比較した結果，いずれのパラメータ値も 9
0

C

下で得られた値の方が低く， 9
0

C下の Vmaxおよび

VmaxIKs値は，20
0

C下における値に比べて1/2程度の値

であった。しかしながら、この 9"C下の V=スおよび、

VmaxlKs1i直でもS.costatumの VmaxlKs11直を除く Table3-4 

に示した他種の全ての値をーと回っていた。このことか

ら，E. zodiacllSは水温が 100Cを下回るノリ漁期後半に

おいても 3 他の植物プランクトンに比べて相当に高い

窒素取り込み能を維持していることが示された。木穏

が大量発生した泌域では，他の植物プランクトンが大

量発生した時に比べて，深刻な色落ち被害が発生する。

その要因のーっとして，木穆が高い窒素取り込み能を

有し，i低gi混昆下てで、もそれが高いレベルで

ことがその大きな要因として考考.えられるo

リンの取り込みに関しては，概ね細胞サイズに応じ

て Ks値も高い傾向があり，細胞サイズが比較的大きい

E. zodiaclIsの Ks値は高U¥値を示した。 E.zodiac山の

Vmaxおよび VmaxIKs値も，特に S.costatun1と比較して

低く ，A. tamarenseとほぼ同程度の値で、あった。樽谷

(1999) はS.costatumとA.tamarenseのリン取り込み

に関する各動力学的パラメータを比較し，A. tamarense 

る濃度であってもS.costatumを下回り ，A. tamarense 

がS.costatumより優占することはもちろんのこと，共

存することさえも不可能であることを指摘している o

したがって，A. tamarenseが個体群を拡大するために

は， S. costatU/nが他の要因によって制限されることが

必要であるとしている。本実験から，E. zodiacusがs.

costatwη とリンの取り込みを巡って競合した場合，A 

tamarenseと同様の結果となることが考えられた。しか

し，近年のノリ養殖漁期後半の現場海域においては，

Skeletonemaの占める割合が減少し，E. zodiacusの割介

が増大している (Fig.2-13)。これは，リン以外の水温，

窒素など他の環境要因による制限や有機態リンの利

用特性の違い等の差が与えられる。加えて 3 両穏の現

場海域における出現特性の違いには，両種の生態学的

特性の差も影響していることが想定された。 S

cosfatumは一定濃度以上の栄養塩を必要とし，低い光

強度条件下において休眠細胞を形成することが報告

されており(板倉 2000)，本程は海域の栄養塩が枯渇

する前に悪天候による低光強度の環境下で休眠細胞

を形成し始めると想定される。これに対して ，E.

zodiacusは現時点までに休眠期細胞が確認されておら

ず，周年水中で浮遊生活をしていると推察されている

(山口ほか 2003;板倉・山口 2007)。そのためこのよう

な種聞の関係を考える際には，両種の増嫡生理学的特

性の比較のみならず，生活史や生態学的な特性につい

ても考慮する必要がある。

一'方， C. wailesiiは植物プランクトンの中でも細胞

のサイズが非常に大きく，窒素， リンとも他積に比べ

て最大取り込み速度も極めて高い値を示した (Table

3-4， 3-5)。しかし同時に， Ks値や最小細胞内含量も大

きいことから，木種の Vmaxおよび VmaxlKs1直は，E 

zodiacusやぷ costatumと比較して，珪i藻の中で、は小さ

く，低濃度下における栄養塩の取り込みや，他の珪藻

との栄養塩を巡る競合では強者でないことが示唆さ

れた。
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Sommer (1985， 1989) は栄養塩取り込み能から植物

プランクトンを次の 3つのタイプに分ま頁している。

(1)低濃度の栄養塩を効率よく取り込む稜 (VmaJKs

が大)

(2)取り込んだ栄養塩を速やかに利用して増姫する

種 (μmが大)

(3)取り込んだ栄養塩を細胞内に蓄積する種 (Vma，> 

μm) 

E. zodiacusは VmaxlKsが大きして1)，または増殖速度

が大きく，取り込んだ栄養塩を速やかに増姫に利用す

る戦絡をとる (2)に属すると」考えられる。一方， C 

wailesiiは栄養塩取り込みに関する ρma，11自が大きく， (3) 

の栄養塩を蓄積するタイプであると考ーえられた。この

ように，養殖ノリに色落ち被害を引き起こす珪藻の中

でも，その栄養塩取り込み能は種特具的である。すな

わち， C. wailesiiは細胞のサイズが極めて大きく，一

細胞当たりの栄養塩取り込み畳も大きい。C.wai/esii 

は，栄養塩濃度の比較的高い秋季に細胞密度がピーク

を示 し，木種が大量発生した海域では，本穣による取

り込みによって栄養塩濃度が大きく低下する(異鍋ほ

か 1994a;長井 2000)。一方で，木種の栄養塩取り込み

能は 3 他種と栄養塩を巡る競合には不利であり，栄養

塩濃度の低下した海域では，;;ji::穏は栄養塩による制限

を受け，E. zodiacusをはじめ他稜よりも早くブルーム

が終息する。これに対して，E. zodiacusは最小細胞内

栄養塩含量が低く，低栄養塩環境下においても長期間

フ、/レームが継続する。また E.zodiacusは，温度，光強

度，栄養塩濃度など主要な環境要因に対して高い増嫡

速度を示し，さらに窒素の取り込みにおいても，高い

V max> V maxlKs値を有していることが明らかとなった。

このような生理学的特性から，木積は現場海域におい

て活発な増殖を繰り返しながら，栄養塩が徹底的に枯

渇するまで増殖を繰り返す種であることが推察され

た。

現在，播磨灘では栄養塩濃度に刻する増殖応答や取

り込み能の異なる珪藻によって 3 二重にダメージを受

けるようになったと考えられるo すなわち， C. wa出Sll

が大量に栄養塩を消費し，その後，E. zodiacusの増姐

よって栄養塩がほぼ枯渇するまで低下する。特に7l<11fiL

の上昇や栄養塩濃度の低下によって，近年 E.zodiaclls 

が大量発生するようになったことで，従来見られなか

ったような深刻な色落ち被害が頻発するようになっ

たと考えられた。以上から，E. zodiacusはノリ養殖に

色落ち被害を引き起こす珪藻の中で極めて甚大な被

害を引き起こす可能性があり，現在最も注意を要する

球藻であると」きえられた。

第N章 矯磨灘における Eucampiawdiacllsのサイズ

変化と個体群動態

温帯J或の沿岸，内湾に同現する植物プランクトンの

多くはz 明瞭な季節的消長を示す (Smayda1980)。同

様の傾向はz 瀬戸内海の主要な HAB (Harmful A1gal 

8100m)積や珪藻からも報告されている Omaiand ltoh 

1987; Nagai et al. 1996; ltakura et al. 2002; Shiraishi et al 

2007)。またこれらの種の中には，生活史の中に浮遊

生活を送る時期に加え，シストや休眠期細胞と呼ばれ

る底生性の耐久細胞を形成することが知られている

(Hargraves and French 1983;今井・伊藤 1986;lmai 

1989; Kuwata and Takahashi 1990;板倉ほか 1992;吉松

1992; lmai et a1. 1993;長井ほか 1995;板倉 2000)。例え

ば，瀬戸内海における代表的な有害赤潮藻である

Chatlone/l.α属 (Chattone!laantiquaおよび Chattonella

marina (Subrahmanyan) Hara et Chihara)は，栄養細胞が

概ね 6~9 月に観察され， 7~8 月に赤潮を形成するが，

それ以外の一年の大部分をシストとして海底泥中で

過ごすことが明らかとなっている Omaiand ltoh 1987; 

lmai et a1. 1991)。また，Chattone!la属のシストには休

眠，成熟，発芽能など生理的状態にも季節性があり，

夏季の赤潮発生には越冬したシストが“seed

population" として重要な役割を果たしていることが

指摘されている Omaiand Itoh 1987; lmai et a1. 1989， 
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1991)。したがって，近年の HAB穏を対象とした研究

では2 その大量発生機構を解明する上で、ブ、ルーム形成

時期と同様，それ以外の時期のさと態を明らかにするこ

との重要性が認識されるようになり，瀬戸内海におい

ても多くの HAB種でシス卜調企が実施されてきた

Crmai and Itakura 1991; Imai et al. 1991;山口ほか 1995;

Itakura and Yamaguchi 2001; Yamaguchi et al. 2002)。この

ようなシストに関する生理生態学的な研究など， HAB 

種の生活環に関する研究が精力的に行われた結果，有

害赤潮の発生機構の解明が飛躍的に進展し，

Chattonella属では生活史の全容が解明されている(今

井:1990; Yamaguchi and Imai 1994)。また珪藻において

も， Itakura et al. (1997) が広島湾における調査で，

Skeletonema coslalum， Chaeloceros spp.および

Thalassiosira spp.の休眠期細胞がほぼ一年を通して海

底泥中に存在することを明らかにし，栄養細胞が海水

中から検出されない時期に“seed" として重要な役割

を果たしていることを報告している。また， Nagai et al. 

( 1996) も Coscinodiscuswailesiiが一年の内で最も不

適で“critical刀な季節である夏季を休眠細胞として生

残し，それが秋季に大量発生する個体群の“seed

population" として作用していることを報告している。

一方 HAB種栄養細胞の現場調査は，対象とする種

のブルーム形成期や漁業被害発生時において，点、j象種

の出現密度の杷握や環境要因との関係解明に重点が

置かれることから，対象種の出現期に調査が集中する

イ頃向がある。したがって，Eucampia zodiacusをはじめ

とするノリの色落ち原因藻の場合，現場調査は主にノ

リ養姫漁期(¥1月~翌年3月)に実施され(堀ほか2006)， 

年間を通じた詳細な調査はほとんど行われていない。

そのため，播磨灘における E.zodiacZlsの周年を通した

生活様式は，特に，木穏の増殖に不適だと推察される

成層期の生態に関して不明な点が多い。

以上のような観点から，播磨灘における周年を通し

た E.zodiacusの生活環を明らかにし，その生態学的役

割を解明することは3 本海域における木種の大量発生

機構と現場海域における環境要因との関係について

理解を深め，さらには本種による色落ち被害発生機構

や発生予察，被害防除を検討する上でも電要な研究諜

題であると考えられる。そこで本主主では，まず第 l節

において E.zodiacusの細胞密度と細胞サイズの変動を

詳細に追跡することによって，木種の年間の生活様討

を明らかにした。また第 2節では，第 l節で得られた

本穏の生態学的特性を利用し，色落ち被害軽減来l策に

繋がる木種の発生予察手法の確立を試みた。

第 1節 季節的な細胞密度の変動および細胞サイズの

減少と回復

第1II主主で実施した種々の培養実験の結果から ，E. 

zodiacusやC.wailesiiなど比較的細胞サイズの大きい

珪藻にとって，最も士宮姫に適した時期は秋季であるこ

とが示された。一方で，播磨灘において E.zodiacusは，

ノリ養殖漁期の後半(I~4 月)に細胞密度が増大する

(Figs. 2-9， 2-12)。この時期は，現場海域の水温が 100C

前後と周年を通して最も低下する時期であり E

zodiacus の最大増殖速度も至適増殖条件下 (20~250C)

で得られる値 (ca.3 divisions d-1
) の 1/3まで低下する

(Figs. 3-4， 3-6)。すなわち E.zodiacusは培養実験か

ら得られた至適増姐条件と，現場海域においてブルー

ムを形成する時期の環境条件が大きく具なっており，

播磨灘において好適とは言い難い条件下でブ、ルーム

を形成している。これは室内培養実験から得られた木

種の増殖生理学的特性だけでは，木積の播磨灘におけ

る大量発生機構を十分に説明することができないこ

とを意味する。したがって，本穏の播磨灘における個

体群動態を理解するためには，増殖に不適な成層期や

至適増殖環境であるにも関わらずブ、ノレームを形成し

ない秋季など，本穫のブ、/レーム形成期以外の時期も含

め，周年を通して木種の個体群生態を明らかにするこ

とが重要である。

一方，珪藻は珪酸質の被殺で覆われており，栄養細
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胞は無性的な二分裂により増殖する。また珪藻は，

“MacDonald and Pfitzer's Rule" と呼ばれる被殻の内

生的形成機構により，細胞のサイズが分裂回数ととも

に減少することが知られている(上野 1991)。そのた

め珪藻は，同一種であっても細胞サイズの変動範囲が

大きく，栄養細胞が二分裂による増殖を繰り返し，あ

る一定の大きさまで、小さくなるとそれ以上細胞分裂

ができず死滅してしまうサイズが存在する (Gallagher

1983;上野 1991;長井・虞鍋 1994)。例えば，長井・

畏鍋(1994) は， C. wailesiiの最小サイズが蓋殻径で

70μm前後であると報告しているc このような特性か

ら，珪藻は生理活動が低下し死滅する大きさに達する

までに，あるいは達した時に，増大胞子の形成によっ

て細胞サイズの回復を図ることが知られている(長

井・員鍋 1994)。

以上のことから，木節では E.zodiacllsの細胞密度と

細胞サイズの変動を明らかにするために， 4年間の詳

細なモニタリング調査を実施し，播磨灘における周年

を通した E.zodiacusの生活環の解明を試みた。

方法

調査は播磨灘北部に設けた 3定点で実施した (Fig

4-1 )。兵庫県立農林水産技術総合センター水産技術セ

ンタ一地先に設けた二見定点(水深 3m; 34041.2' N， 

134052.8' E)では， 2002 年 4 月 ~2005 年 12 月までの

間，週に l回の頻度で調査を実施した。また，加古川

河口から南西へ約 5kmに設けた Hl定点(水深20m; 34 

041.0'N，134045.5'E)，および加古川河口 lkmに設け

た H28定点(水深 10m; 34043.6' N， 134047.4' E)での

調査は，調査船「ひょうごJまたは「新ひょうご」を

用いて，月に l 回(ただしノリ養殖漁期である1l~3

月は月 3回)の頻度で実施した。二見定点ではバケツ

を用いて陸上から表層の海水を 5~30 L採水した。水

温および塩分は， STセンサー(アーンデラージャパン

社製 model3210) により測定した。Hlおよび H28定

49 

心/
Japan Sea 

a
1

・
U
H
-
-
J
J巴

n
 

・
剖州

内n
u
 

au守

m

必
吟

n

u

q

u

 

m
，‘
 

Harima-Nada 

Fig. 4-1. Location of the sampling stations in the 
north eastem part of Harima-Nada， the Seto lnland 
Sea. 

点では，表層 (0.5m)， 5 m (H28)または 10m(Hl)， 

底層(海底上 1m) の3層から 3 北原式またはバンド

ーン型採水器(虞鍋・反田 1985) を用いて 500mlの

海水を採水した。7l<.混と塩分は多項目水質計(アレッ

ク電子社製 ACL215) で測定した。無機態窒素 (DIN;

NOrN+NOz-N+NH4-N) ，リン酸 (P04-p)，珪酸 (SiOz-Si)

の測定は，員鍋・反田(1986) の自動分析法に従い，

Auto Analyzer II (T，巳chnicon社製)または TRAACS800 

(BI-Tec社製)により行った。

二見定点において採水した海水サンフりレは， 5μmの

ミリポアフィルター (47mm; Millipore社製)を用い，

板倉ほか(1990) の方法により 10~30 mlまで濃縮し

た。濃縮した海水サンプルは， lmlを光学顕微鏡下で

観察し，E. zodiacusの細胞数を計数するとともに，画

像解析装置(オリンパス社製 VM-50)を用いて 300細

胞を上限に頂軸長 (μm) を測定し，E. zodiacusの細胞
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のような細胞サイズの減少と回復を周期的に繰り返サイズを求めた。H1および H28定点で得たサンプノレ

した。同様の方法で 20倍に濃縮し細胞密度と細胞サイは，

二見定点において 2002~2005 年の1O~12 月の聞にズを測定した。

観察された E.zodiacusの細胞サイズを 10μm毎の頻度

分布として示す (Fig.4-3)。各年とも当初最小サイズ果結

に近い1O~20μm にピークを持つ個体群が単独で観察

その後明らかに大きさの具なる比較的サイズのされ，二見定点における E.zodiacusの細胞密度と細胞サイ

また，経時的にサイズの小大きい個体群が出現した。ズの変化を Fig.4・2に示す。調査を実施した 4年間を

サイズの大きい個体群のさい個体群の割合が減少し，E. zodiac!lsの栄養細胞はほぼ周年観察するこ通して，

割合が増大した。サイズの大きい個体群が出現し始めとができた。 E.zodiacusの細胞密度は， 2~4 J:1に高く

出現する全ての個体群が細胞てから約 lか月後には，それ以外の月は低密度(最大値は 3.6X105 cells L一1)， 

サイズの大きい個体群となった。10.8 土 0.69~で推移した。細胞サイズ(頂軸長)は，

二見定点における水温，塩分，無機態栄養塩次に，8¥.2:t1.4μmの範囲で変動し， 1O~11 月に最小サイズ

濃度の変化を Fig.4-4に示す。E.zodiacusの大量発生その直後最大値まで回復した。秋季に細胞サとなり，

は，7.k ìÆl.が 7 . 2~10.30Cの範闘で見られた。なお，イズを回復した個体群は徐々に細胞サイズを減少さ

では E.zodiacllsの細胞密度が 100cells ml一lをj包えた期

聞を木穏の大量発生期とした。塩分は 28.45(2003年

l年かけて再び同時期に最小サイズに達した。調

E. zodiacusは毎年こ査を実施した 4年聞を通して，

せ，
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Fig. 4-2. Seasonal changes in cell density (A) and cell size (B) of Eucampia zodiacus at Stn目

Futami合omApril 2002 to December 2005. 
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Fig. 4-3. Changes in cell size frequency distribution of Eucampia zodiaclls at Stn. Futami 
during the period from October to December of each year (2002-2005) 

9月) ~33.26 (2004年 2月)の範惨|で変動した。また

無機態栄養塩濃度は， DトI濃度が 1.0~2 1.2 μM， P04-P 

が 0.15~1 .48μM， SiOrSiが1.1~32.5μM の範囲でそ

れぞれ変動し，毎年ほぽ同様の季節的変動を示した。

E. zodiacus大量発生期の無機態栄養塩は， D別濃度が

2.5~4.9μM ， P04-P 濃度が 0.15~0.31μM， Si02-Si 濃

度が 1.1~7.9μM の範嗣で、変動し， 4 年間とも一年のう

ち比較的栄養塩濃度が低い時期であった。

Hl および H28定点における E.zodiacllsの細胞密度

と細胞サイズの変化を， Fig.4・5および 4-6に示す。 E

zodiaclls の大量発生は l 月上旬~4 月上旬にかけて認

められた。また，E. zodiacusは鉛直的には水柱内にお

いて表層~底層にかけて全層に分布し，底層ほど細胞

密度が高くなる傾向が見られた。細胞密度と細胞サイ

ズの季節変動については， 二見定点で得られた結果と

ほぼ同様で!あった。すなわち，栄養細胞の出現はほぼ

周年観察することができ，細胞密度は 5~12 月にかけ

て低く 1~4 月の聞に高 くなる傾向が明 らかである。
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Fig. 4-4. Seasonal changes in wat巴rtemperature， salinity， OIN， P04-P and 
Si02・Siat Stn. Futami from April 2002 to Oecember 2005. 

また，細胞サイズは年に l回，秋季に最小サイズに逮 まで低下した後，夏季にかけて上昇し， 8月または 9

した直後， 最大値まで回復した。 さらに， 沿岸寄りに 月の表層で 26~280Cに達ーした。表層と!忘層の温度差か

設けた H28定点の方が，沖合に設定した Hl定点に比 ら判断して Otakura et al. 2002)， 9月から翌年の 3月

ベて全般に E.zodiacusの細胞密度が高い傾向がうかが まで聞が鉛直混合期であった。 E.zodiacus大量発生期

われた。 の水温は 7.5~ 1 1. 0
o

C ， 塩分は 26 . 14~33 .46 の範囲であ

Hlおよび H28定点における水温，塩分，無機態栄 った。表層における塩分の低下は，加古川からのinJ)11 

養塩濃度の変化を Fig.4-7および 4-8に示す。水温の 水流入によるものであると判断されたが，E. zodiacus 

変動は毎年同じような季節変動を示し， 2月に約 8
0
C の大量発生と明瞭な関係は見出されなかった。4年間
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Surface (口);middle layer (+); 1 m above the bottom (e). 

の調査期間中， DIN， P04-Pおよび SiOrSi濃度はそれ に l回， 1~4 月の間に見られた。 この間， E. zodiacus 

ぞれ 0.1~34.9 ， 0.02~ 1. 91 および Oブ~85.3μM の範|剖 は植物プランクトンの大部分を占める優占穏であり

で変動した。無機態栄養塩の濃度はいずれも夏季の底 (Fig.2-13)，無機態栄養塩濃度は E.zodiacus細胞密度

層で高く，秋季の鉛直混合の始まりとともに表層~底 の増加とともに低下し，大量発生期間中 3 低濃度の状

層にかけて濃度差がなくなり， 翌年の春季にかけて減 態が継続した (Figs.4-4， 4-7， 4-8) 0 E. zodiacusは大量

少した。特に E.zodiacusの大量発生期は，全ての年で 発生期に栄養細胞が表層~J.丘層にかけて全体的に分

無機態栄養塩が低濃度の状態が継続した。 布し，底層ほど密度が高くなる傾向が認められた (Fig.

4-5)。同様の傾向は同じノリの色落ち原因藻であるc.

考 察 wai!esiiでも報告されている (長井 2000)。C. wailesii 

は他の珪藻に比べて細胞のサイズが大きく，沈降速度

4年間の調査期間を通して， E. zodiacusの栄養細胞 も大きい(小野ほか 2006)ロ一方，E. zodiacusは府発

密度は毎年同様の変動ノ号ターンを示し，大量発生は年 な増殖期に長い螺旋状の群体を形成し， C. wailesiiよ
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55 

り細胞サイズが小さいものの， 播磨灘で優占する 1989; Kuwata and Takahashi 1990;板倉ほか 1992;吉松

Skeletonemaや Chaetoceros等他の珪藻との比較では細 1992; Imai et a1. 1993;長井ほか 1995;板倉 2000)。シス

胞サイズが大きく，沈降速度も大きい(小野ほか 2006)。 トや休眠期細胞の形成は，植物プランクトンが栄養細

これらのことから，E. zodiacω はC.wailesii同様，有 胞による増殖に不適な環境条件を乗り切るための生

光層に留まって大量発生するためには水柱内の鉛直 残戦略と見なされ，生態学的にも重要な役割を果たし

混合が必要で、あると考えられる。 ていると考えられている Omaiet a1. 1991;板倉 2000)。

植物プランクトンは，季節的な変動など海洋環境の 播磨灘で、優占する主要な珪藻では， S. costatum (今井

様々な変化に適応した種特有の生活環を持ち，特に瀬 ほか 1990;板倉ほか 1992) をはじめ， Chaetoceros 

戸内海のような浅海域に生息する有害・有毒鞭毛藻や didymus VaJ: protuberans (板倉ほか 1993)， Chaetoceros 

珪藻の多くは， その生活史の中に耐久性のあるシスト pseudocurvisetus (Kuwata et a1. 1993; Oku and Kamatani 

や休眠期細胞を形成することが知られている 1999)， Leptocylindl・usdanicus (French and Hargraves 

(Hargraves and French 1983;今井・伊藤 1986;Imai 1986; Ishizaka et a1. 1987)， C. wailesii (長井ほか 1995;
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Nagai and Imai 1999)などで休眠期細胞の形成が報告さ

れている。また瀬戸内海では，終点字行釈法 (Imaiet al 

1984) によって海底泥中における珪藻の休眠期細胞分

布密度が調べられている(今井ほか 1990;Itakura et al. 

1997;板倉・山口 2007)。その結果，播磨灘北部沿岸

域の海底泥中(底泥表面から 1cm) には Skeletonema

spp.， Chaetoceros spp.， Thalassiosira spp.等の休眠期細

胞が多いところで 105cells MPN cm-3 wet sedimentのオ

ーダーで検出され，木海域の海底泥中には珪藻の休眠

期細胞が高密度で分布していることが明らかとなっ

ている(今井ほか 1990;板倉・山口 2007)。また，こ

れら珪藻の海底泥中の休眠期細胞分布密度は，海水中

の栄養細胞の挙動ともよく一致することが指摘され

ている(Itakuraet al. 1997;板倉・山口 2007)。さらに，

長井ほか(J995) はC.wailesiiの休眠細胞を探索し，

播磨灘の海底泥中から初めてこれを発見している。こ

のように，現場海峡では珪藻の休眠期細胞に関する調

査が精力的に実施されている(今井ほか 1990;Itakura et 

al. 1997;板倉・山口 2007)。それにも関わらず，現時

点ではE.zodiacusの休眠期細胞は未だ発見されていな

い。一方3 木研究から播磨灘ではほぼ周年を通して E.

zodiacusの栄養細胞が観察され，木種の細胞サイズの

減少と回復には周期性と連続性が見られた (Figs.4-2， 

4-5， 4-6)。これらのことから，E. zodiacusは休眠期細

胞を形成しない，または少なくとも播磨灘の海洋環境

下では休眠期細胞の形成期間が他種に比べて非常に

短い種であることが示唆された。

近年， Ishikawa et al. (2007) は現場海域において植

物プランクトン休眠期細胞の発芽動態を直接捉える

ことが可能な“Planktonemergence trap/chamber" 以

下 PETチャンパー)を開発し， 三重県南部に位置する

英虞湾において， PETチャンパーを使った珪藻休眠期

細胞の発芽挙動を調べている。その結果，Chaetoce/'os 

属を中心に浮遊性中心白珪藻 15属 25種の出現が確認

され(石川・ 石井 2007)，海底泥上から E.zodiacusも

捕捉されている(石井私信)。 今後はこうした新たな

調査手法によって，E. zodiacusの休眠期細胞の探索等，

現場海域における E.zodiacusについてのより詳細な挙

動が解明されるものと期待される。

E. zodiacusの大量発生による養殖ノリの色落ちが，

他の珪藻種による被害に比べてより深刻で長期化す

る要因として，木調査から明らかとなった E.zodiacus 

の生理生態学的特性が密接に関わっていることが考

えられた。上述のとおり播磨灘において優占する主要

な珪藻は，そのほとんどが休眠期細胞を形成する。こ

れらの種は，海域の栄養塩濃度が低下すると休眠期細

胞を形成し，水柱からは消失してし、く。したがって，

例えばC.wailesiiが大量発生した場合，木種は一細胞

あたりの栄養塩取り込み速度が大きいため (Table3-4， 

3-5)，一時的には海域の栄養塩濃度が大きく低下する

ものの，色落ち被害は E.zodiacusに比べて長期化，深

刻化することはない。これは，木穏の一細胞あたりの

栄養塩要求量が大きく，海域の栄養塩濃度の低下とと

もに他の珪藻よりも比較的早い段階で休眠細胞を形

成するためであると考えられる。これに刻して，E.

zodiacusは低栄養塩環境下でも休眠期細胞を形成せず，

栄養細胞のまま生残していることが示唆された。また，

第皿章の培養実験から木穏は高い増殖速度を有し，最

小細胞内栄養塩含量が低く 低温下での窒素の取り込

み能も優れていることが明らかとなった。このような

特性から，E. zodiacusは海域の栄養塩が枯渇するまで

増殖を繰り返し，栄養塩濃度が著しく低下した海域で

も他の植物プランクトン種に比べて長期間栄養細胞

として生残し，降雨によって河)11から栄養塩が補給さ

れれば，他の珪藻やノリよりも素早くその栄養塩を取

り込むことによって個体群の維持を図ることが可能

と考えられた。すなわち，近年の播磨灘では E.zodiacus 

が大量発生した海域において，本種の栄養細胞が存在

する限り栄養塩濃度が上昇に転じる可能性は低く，そ

の結果，甚大な色落ち被害が発生すると想、定された。

第III章では，E. zodiacusおよびC.wailesiiの増殖に

及ぼす光強度，温度，栄養塩濃度等，環境諸要因の影
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響を培養実験から明らかにした。その結果，これらノ

リの色落ち原因藻の増殖生理学的特性と，その増殖に

影響を及ぼすと考えられる現場海域の環境諸要因の

変動から，一年の中でも秋季(JO~II 月)がこれら珪

藻の増殖にとって最も適した時期であることを示 し

た。しかし E.zodiacusは，いずれの年においても秋季

にブルームを形成することはなかった (Figs.4-2， 4-5)。

これに対してC.wailesiiは，播磨灘において秋季に細

胞密度が最大となり(長井 2000)，培養実験から得ら

れた至適増殖条件と現場海域における細胞密度の増

大時期が良く一致する。ノリの色落ち原因珪藻におけ

るこのような出現特性の違いは，両種の生活環の差に

よって生じていることが可能性として考えられた。す

なわち， C. wailesiiは成層期に休眠細胞を形成するこ

とによって海底泥中で生残し，鉛直混合の始まりとと

もに栄養細胞へと復活し，二分裂による活発な増殖を

行 う (Nagaiet a1.1996)。そj乞に刻して E.zodiacusは，

播磨灘において休眠期細胞を形成せず，周年栄養細胞

のまま生残していると推察される。そして，周期的に

細胞サイズの減少と回復を繰り返しながら，年に l回，

秋季の至適増嫡環境下において最小サイズ近くに達

した個体群が細胞サイズを回復する。つまり E.

zodiacusは，秋季に二分裂による活発な増殖を符 うの

ではなく 3 最小サイズ近くまで減少した細胞サイズの

回復を図っていることが示唆された。すなわち木穫は，

秋季に細胞サイズを回復させ，その後サイズを回復し

た個体群が増殖を繰り返すために，秋季ではなくノリ

漁期後半である 1~4 月にかけてブルームを形成して

いることが考えられた。

木研究における E.zodiacusの観察では，現場海域に

おける木穐の増大胞子形成を確認することができな

かった。したがって，木種の細胞サイズ回復がどのよ

うな過程を経て行われるのか，また現場海域では，ど

のようなトリガーによってサイズ回復が誘因される

のか，明らかにすることは出来なかった。珪藻は有性

生殖を伴う増大胞子の形成，または栄養的な増大(無

性的増大)によって細胞のサイズを回復させることが

S. costatum (右田 1967;GallagherI983)， L. danicus 

(French and Hargraves 1986)，仁 wailesii(長井・虞鍋

1994; Nagai et al. 1995; Nagai and lmai 1997)など播磨灘

における主要な珪藻から報告されている。この点につ

いては，今後培養条件下での E.zodiacusの詳細な観察

等を通して解明する必要がある。

第 2節 生態学的特性を利用した発生予察

有害藻による漁業被害防止対策は，発生予察技術と

被害防除技術に大別される (Honjo1994)。発生予察に

は長期，中期および短期予察技術があり，被害防除に

は対症療法的技術と根木治療技術がある(本城 2000)。

瀬戸内海と並んでノリの一大生産地である有明海で

は，珪藻の大量発生によって栄養塩が低下したノリ漁

場に硫安などの窒素肥料を人為的に添加(施肥)し，

養殖ノリの色落ち防止を図っている。木方法は，栄養

塩濃度の低下したノリ漁場において降雨等により河

} 11から丙び栄養塩が供給されるまでの問，栄養塩濃度

を一定レベル以上に保つのが目的である()11村 2006)。

木方法では，海域全体の栄養塩レベルを上昇させ3 そ

れを維持する必要があることから，潮流が緩やかで，

水深が浅い海域で実施される。したがって，水深の浅

い海j或において支柱式のノリ養殖が主流である有明

海では，木方法が有効な色落ち末、j策となっている。こ

れに対して，播磨灘では海岸線のほとんどが埋め立て

られ，有明海に比べて水深の大きい海域において，浮

き流し式によるノリ養姫が行われている。特に，当海

域のよ要なノリ漁場は 3 潮流の速い明石海峡周辺海域

であることから，本海域では施肥によるノリ漁場の栄

養塩濃度の維持，上昇の効果は期待で、きないであろう

(反田私信)。以上のことから，播磨灘における色落

ち被害対策としては，まず原因珪漢の発生予察技術を

確立することが急務である。

有害赤潮藻に対する発生予察手法は，各海域の環境
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調査を継続し，E. zodiacusの細胞サイズを測定した。特性を考慮、した様々な試みが検討されており，例えば

調査は， 2006 年 1 月 ~3 月までの聞は原員Ijとして週にKarenia 冬季の平均水温と三重県玉ヶ所湾では，

10 それ以降は 1~9 月および 12 月は月に]回，1回，mik:imotoiの栄養細胞がその後 1c巴11mrlに達するまで

~11 月は月 3 回の頻度で実施した。サンプルの採集おの期間に高い相関関係があることを利用した長期予

まよび計測は，本章第 l節で実施した方法に準じた。察技術が確立されている (Honjoet al. 1991)。また，播

た，兵庫県水産技術センターが毎年度 11~3 月に，播長井磨灘におけるノリ色落ち原因藻対策としては，

磨灘北部 12定点において月 3回の頻度で実施してい(2000)がC.wailesii秋季発生量を予察する手法を確

(珪藻赤潮情報等.る珪藻赤潮調査結果ノリしかしながら当海域において現在，立している。

年毎にhttp://www.hyogo-suigi.jp/ka/ka_top.htm )から，E の色落ち原因藻として最も問題視されている

播磨灘においてE.zodiacusの出現がピークに達した時zodiacusを対象とした予察手法は皆無である。本章第

期を調べた。細胞密度のデータからピークに達した時l節では，E. zodiacusの周年を通した生活環を明らか

期の判断が難しい場合は 無機態窒素 (DIN)濃度のにし，本種が播磨灘に出現する他の主要な珪藻と比較

DIN 値も併せて参照し，細胞密度が高い期間のうち，して，特徴的な生態学的特性を有していることを示し

濃度が低下しほぽ枯渇した状態のまま横ばいで推移前節で得られた本種の生態学的特性をた。本節では，

し始めた時期を，その年の E.zodiacusの出現がピーク利用し，播磨灘における E.zodiacusの発生予察の可能

に達した時期と判断した。性について検討を試みた。

果
-!-..土
，[-ロ+玄方

の平均値は， 2006 E. zodiacus細胞サイズ(頂軸長)2002 年 4 月 ~2005 年 12 月までは，本章第 l 節で実

年以降も周期的に減少と回復を繰り返し 3 細胞サイズ施した調査によって得たE.zodiacus細胞サイズの測定

の回復は， 7年間の調査期間を通していずれも秋季に

観察された (Fig.4-9) 0 E. zodiacusの秋季個体群は，

値を解析に用いた。 2006年 1月以降は，兵庫県水産技

術センタ一地先に設けた二見定点 (Fig.4-1)における
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Fig. 4-9. Seasona1 changes in ce11 size of Eucampia zodiacus at Stn. Futami from Apri1 
2002 to March 2009. 
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細胞サイズを回復した細胞が出現し始めてから約 10

~30 日後に全ての出現個体群が細胞のサイズを回復

した (Fig.4-10)。年毎に細胞サイズを回復した細胞の

割合が全体の 50%に達したと推定される日を求めた結

果，最も早かったのが 2008年度漁期の 9月 29日，最

も遅い時期が 2006年度漁期の 11月 16 円であった

(Table 4-1， Fig. 4-10)。また，細胞サイズ回復期の平均

59 

細胞密度および珪藻赤潮調査結果から各年の E

zodiaclls細胞密度がピークに達した時期をそれぞれ求

め， Table4-1に示した。さらに，細胞サイズを回復し

た細胞が全体の 50%に達したと推定される日を起点と

して，その日からその年度のノリ漁期において E

zodiacusの細胞密度がピークに達した時期までの積算

日数を求めた (Table4-1)。その結果，細胞サイズ回復

期の平均細胞密度 (X;cell L.1
) と，E. zodiacllsの細胞

密度がピークに達するまでに要した積算日数 (y) の

関係を検討したところ，両者には以下に示す負の相闘

が見られた (Fig.4-11)。

z 。
Y=-0.117X+ 143.7 (r2=0.73) 

すなわち，秋季の細胞サイズ回復期に E.zodiacusの細

胞密度が高い年は，サイズ回復後木種がブルームを形

成するまでに要する日数が短かった。

考察

播磨灘では，養殖ノリに色落ち被害を引き起こす有

害球藻の発生予察として， C. wailesiiの秋季発生量を

予察する手法が確立されている(長井 2000)。木種は 3

増殖に不適な 4~8 月を海底泥中で休眠細胞として生

残し，鉛直混合の始まる 9月以降，栄養細胞となって

増殖する (Nagaiet al. 1996)。長井 (2000)は，培養条

件下においてC.wailesiiの休眠細胞の生残率が水温の

上昇と共に低下することに注目し，播磨灘 19定点に

おける 3~8 月の 3 層平均水温の積算値と 9~11 月の

仁 wailesii細胞密度の積算値に負の相聞があることを

見出した。また，この両者の関係から成層期の水温を

モニターすることによって， C. wailesii秋季発生量を

予察できることを示した。一方，E. zodiacusは仁

wailesiiとは異なった生活環を持つことを前節で示し

た。すなわち E.zodiacusは，播磨灘において周年栄養

細胞が観察されること，細胞サイズの減少と回復に連
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Table 4-1. Parameters to predict the time when Eucampia zodiacus blooms reached the peak in each year 
(2002-2008). Average cell densities were the mean values during the period合omfirst d巴tectionof size 
restored large cells to all the cells became large size in each year. Total of days from restoration of cell size to 
the peak of E. zodiacus blooms were defined the integrated day. The starting point of integrated day was the 
day assumed small size cell: size restored large cell = 1: 1. 

Fiscal year Average cell density Cell size Peak of bloom Integrated day 

(cells L-1
) (Sm剖1:Large = 1・1) (d) 

2002 174.7 8 Oct. 2002 

2003 97.9 10 Oct. 2003 

2004 81.8 15 Nov. 2004 

2005 654.3 30 Oct. 2005 

2006 324.0 16 Nov. 2006 

2007 75.6 31 Oct. 2007 

2008 187.4 29 Sep. 2008 

~ 150 
3 

一'がたごべによ_4t'05 

凶
h 

呂 100

E 
国... 
~ 50 
.... 
E 

。
o 100 200 300 400 500 600 700 

Average cell density (cells L.1
) 

Fig. 4-11. Relationship between average cell densities 
of Eucampia zodiaclls and integrated day during the 
period仕omrestoration of cell size to the peak of 
blooms in each year (2002-2008). Average cell 
densities were the mean values during the period仕om
first detection of size restored large cells to all the cells 
became large size in each year. The starting point of 
integrated day was the day assumed small size cell: size 
restored large cell = 1: 1 

続性と周期性が見られることから，本種は播磨灘にお

いて休眠期細胞を形成しない，または他稜に比べて休

眠期細胞を形成する期聞が極めて短い種であること

が考えられた。そして，E. zodiacusの細胞サイズは調

査を実施した 7年間を通して，毎年 l回，秋季にサイ

ズ回復が見られ (Fig.4-9)，サイズ回復期の平均細胞

密度が高い年は，その後木種のブ、ルームがピークに達

するまでに要する日数の短いことが明らかとなった

(Fig. 4-10) 0 そこで E.zodiacusの発生予察を考える場

14 Feb. 2003 96 

11 Mar.2004 152 

7 Apr. 2005 143 

11 Jan目 2006 73 

1 st Mar. 2007 105 

15 Mar. 2008 136 

22 Jan目 2009 115 

合は，秋季に細胞サイズを回復させた個休群を，翌年

1~4 月にブルームを形成する個体群の“seed

population" と見なし，秋季の平均細胞密度と細胞サイ

ズ回復時期を把握することによって，当該年度のノリ

漁期における E.zodiacus発生時期を予察することが可

能ではないかという仮説を設定した。

ヌド章第 l節では，近年，播磨灘において深刻な色落

ち被害が長期間継続するようになった要因として，E

zodiacusの増姫生理学的特性に加え，木種の生態学的

特性が密接に関わっていることを指摘した。すなわち，

播磨灘で優占する主要な珪藻が休眠期細胞を形成す

るのに対し，木積は休眠期細胞を形成せず，栄養細胞

のまま長期間生残していることが考えられた。そのた

め，低栄養塩環境下では他の主要な珪藻の多くが休眠

期細胞を形成し，水柱内から消失することから，結果

的に E.zodiacusが単独で優占しやすい状況が生じると

想定される。一方，木種の細胞密度が減少する要因と

しては，海域環境の鉛直混令期から成層期への移行，

または鉛直混合期においても海域の栄養塩濃度がほ

ぼ枯渇し，その状態が長期間継続することが必要であ

ろう。したがって，E. zodiacusの細胞密度がピークを

示し，それが減少に転じる時期は，ノリ j魚、場の栄養塩

もほぼ枯渇し，養殖ノリに色落ちが発生する時期とほ

ぼ一致すると見なすことができる。このことから，E
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zodiacusのブルームのピークを予察することは即ち，

養殖ノリの色落ち発生時期を予察することに繋がる

と考えられる。

近年，播磨灘ではほぼ毎年，珪藻の大量発生により

養殖ノリに色落ち被害が発生し，ある程度色落ち被害

が発生することを前提にノリ養殖を行っていかなけ

ればならない状況となっている(原田ほか 2009)0t番

磨灘において，E. zodiacusブルームのピークはノリ漁

期後期である 1~4 月に認められる (Figs. 4-2， 4-5)。兵

庫県の主要なノリ漁場では，ノリ養殖(本張り)は 11

月下旬頃から前期生産が始まり月下旬~2 月上旬

に一度ノリ網を張り替えて後期生産を行うため()'1村

2005) ， E. zodiacusの出現のピークはノリ網の張替時期，

または後期生産開始直後と重なることが多い。本予察

手法では， 1O~11 月の観測値を用い， 12月にはノリ漁

期のいつ頃，五 zodiacusによる色落ちが発生するのか

を予察することが可能である。これは予察技術の中で

は，長期または中期予察技術に該当し，本手法による

色落ち発生時期に関する情報は，ノリの刈り取りのタ

イミングや回数の調整，ノリ網の張り替え時期の判断

材料として活用できると考えられる。すなわち本予察

手法は，色落ち被害を最小限に抑えるため，色落ち被

害が発生する状況下において生産に係るコストを最

小限に抑えるための有用な対策の一つになり得るで

あろう。今後は，本予察に必要な E.zodiacusのデータ

収集に関して単純化と簡便化を図ると同時に，予察精

度の向上を図り ，各地先におけるノリ漁場の海域特性

も考慮、したよりきめ細かな被害軽減対策を検討して

いく必要がある。

第V章 総 括

兵庫県の瀬戸内海海域では，ノリ養殖が盛んに行わ

れており ，漁業生産量の約半分，生産金額では約 4蓄11

を占める重要な漁業種類となっている(近畿農政局兵

庫農政事務所 2009)。一方で，兵庫県の主要なノリ漁

場である播磨灘においては， 1980年代後半頃からノリ

養殖漁期に珪藻が大量発生するようになった。珪藻が

大量発生した海域では多量の栄養塩が消費され，ノリ

の生育に必要な栄養塩が不足し，養殖ノリに色落ち被

害が発生する。

色落ち被害が発生し始めた当初，その原因藻は

Coscinodiscus wailesiiであった。 1990年代後半になる

と，仁 wailesiiに加え，Eucampia zodiacllsがほぼ毎年

大量発生するようになり ，深刻な色落ち被害が頻発す

るようになった。 E.zodiacusは，以前から瀬戸内海東

部海域において出現は観察されていたが，過去に漁業

被害を発生させた事例はなかった。そのため，本穫は

有害種とは見なされておらず，主要な研究対象種では

なかったことから，本稜に関する知見は極めて少ない。

以上のような背景から，本研究ではノリの色落ち原

因藻として現在最も問題視されている E.zodiacusを対

象に，本種が近年になってなぜ毎年大量発生するよう

になったのか，また本穫が大量発生した場合なぜ甚大

な色落ち被害が発生するのか，そのメカニズムを解明

し，本種によるノリの色落ち被害軽減に向けた基礎資

料を得ることを目的とした。本研究ではまず，播磨灘

における E.zodiacusをはじめとする植物プランクトン

L 海域環境の長期変動について調べた。また室内培

養実験から，E. zodiacusの増殖に及ぼす環境誇要因の

影響を明らかにした。 さらに，播磨灘における ε

zodiacusの周年を通した生活環を明らかにし，本種の

生態学的特性を利用した発生予察の可能性について

検討した。本研究によって得られた成果の概要を以下

に要約する。

l 播磨灘lこ設けた 19定点において， 1973年 4月 ~

2007年 12月までの 35年間，毎月 1回，月の上旬に計

417回の海洋観測調査を実施した。本研究では，水温，

塩分，栄養塩濃度および植物プランクトンのデータに

ついて， 19定点の月または年平均値を求め，その値を

用いて長期変動の解析を試みた。その結果，各水質の

調査項目において，冬季最低水温に有意な上昇と， DIN
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濃度に有意な低下が検出された (Fig.5-1)。

2. f番磨灘における植物プランクトンの細胞密度は，

1970 年代~1980 年代前半に高く， 1980年代前半に大

きく減少し，以降はほぼ横ばいで推移した。 1980年代

前半までは，ラフィド漢の占める割合が全体の 20%前

後に達する年も見られたが 構成種の大部分は珪藻で

あった。また 3 珪藻の種組成にも劇的な変化が見られ

た。すなわち， 1970 年代~1980 年代前半は，富栄養

化した海域の代表的な指標種である Skeletonemasppー

が大部分を占めていたが， 1980年代半ば以降は

Chaetoceros spp.をはじめ他種の占める割合が増大した

(Fig. 5-1)。このような珪藻の細胞密度や種組成の変

動は， DIN濃度の低下が密接に関係していることが考

えられ，優占種の Skeletonemaspp.から Chaetocerosspp. 

への変化も 3 生活史特性を含めた両種の栄養塩に対す

る応答:の差によるものと考えられた。

3. 播磨灘における E.zodiacus細胞密度の長期変動

は，他の植物プランクトンとは具なった傾向を示した。
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すなわち，Skeletonema spp. fこ代表される他の多くの種

では経年的に細胞密度が減少する傾向にあるのに対

し，木種は 1990年代半ば以降から出現密度が増大し

ている。また木種は，季節的には 1~4 月の低水温期

に細胞密度が増大し， 1990 年代半ば以降，例年 1~4

月に出現する構成プランクトン種の大部分を占め，優

占穏となる頻度が高くなった。これらのことから，水

温の上昇，栄養塩レベルの低下といった播磨灘の海域

環境の変化が，E. zodiacusの増殖にとって有利に作用

していることが示唆された (Fig.5-1)。

4 培養実験を基木に，E. zodiacusの増殖に及ぼす光

強度の影響を， 6 段階 (8~250C) の温度条件下で調べ

た。各増姫パラメータ値(最大増殖速度，半飽和定数

および光強度の闘値)は，いずれも温度の上昇ととも

に増大した。得られた増殖パラメータをもとに，現場

海域における E.zodiacusの増殖可能水深 (D，)，およ

び 0.5divisions d-1の増殖速度を与える水深 (Ddを推

算し，これらの値が木積のフ守ルーム形成期に上昇する

Year 

1990 2000 

Low 

Nutrients 

Low 

Low 

唖

Dominant species 
ーskeletonemaspp 

二 Somediatom species 
(ex. Skeletonema spp.， Chaetoceros spp.) 

Large-scale 
harmful red-tide 

唱 .. Heterosigma akashiwo， Chatlonella spp 

Massive occurrence of 
harmful diatoms 

噌 ー~ Coscinodiscus wailesii 

4・一一一- Eucampia zodiacus 

Fig. 5・1.A schematic representation of long-term changes in water quality and phytoplankton 
assemblage in Harima-Nada， the Seto lnland Sea. 
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ことを示した。このことから，表層~底層にかけて分

布する本種にとって，水柱内で-場殖水深が鉛直的に拡

大することは，本穫が大量発生するために重要な要因

の一つで、あることが示唆された。

5. E. zodiacllsの増殖に及ぼす水温と塩分の影響を調

べるため，それら 2 要因(水温 5~300Cの範囲で 7 段

階，塩分1O~30 の範囲で 6 段階)を組合せた全ての

条件下で培養実験を実施した。本種は，温度 70C以上

で増殖し，広範な温度と塩分条件下で増殖が可能であ

った。最大増殖速度は昆度 25
0
Cと塩分 25の条件の

組合せて、 3.0divisions d-1と見積もられ，Skeletonemaや

Chaetoceros と並んで植物プランクトンの中でも高い

増殖速度を有することが明らかとなった。一方，本種

が現場海域においてブIレームを形成する時期 (1~4 月

の低水混期)の現場水温は 10
0C前後であり，本種の最

大増殖速度は至適増殖温度条件下 (20~250C) の値の

約 1/3まで低下していることから，本穫は現場海域に

おいて自身に好適とは言い難し、環境下でブノレームを

形成していることが判明した。また E.zodiacusは，低

温条件下において増殖耐性を有しているとは考えに

くいことから，播磨灘における長期的な低水温期の水

温上昇は，近年本穫が大量発生するようになった重要

な環境変動であると思われる。

6. E. zodiacllsの増殖に及ぼす栄養塩(窒素， リン，

珪素)濃度の影響を検討した。各栄養塩濃度と増殖速

度の関係、は， Monodの式で表すことができた。 E

zodiacωの K，値(最大増殖速度の 112を与える栄養塩

濃度)と播磨灘における各栄養塩濃度の月平均値とを

比較した結果， D1Nと珪酸に対しては周年を通して

Ks値の方が栄養塩の月平均値を下回った。このことか

ら，現場海域における平均的な栄養塩レベルでは，E.

zodiacusの増殖に殆ど影響を及ぼさないことが示唆さ

れた。

7. E. zodiacllsの最小細胞内栄養塩含量は， 9および

20
0
C下において窒素が1.6および 1.0pmol cel1-1， リン

が 0.24および 0.16pmol celr1，珪素が 3.8および 2.6

pmol ceIr1であった。このイ直は，E. zodiacllsの細胞サイ

ズを考慮すると，他の HAB種と比較してかなり低い

ことが明らかとなった。また，最小細胞内含量から求

めた細胞内 N!P比は，他の HAB種が Redfield比 (N/P

= 16) に比較的近い1l ~15 の範囲であるのに対し，E.

zodiacllsは 9および 20
0
C下でそれぞれ 6.7および 6.3

という値であった。近年の播磨灘における栄養塩レベ

ルでは， DrN濃度の低下によって他の植物プランクト

ンは窒素制限状態になっていることから，εzodiacus

は現在の海洋環境において増殖生理学的に有利と推

察された。

8. E. zodiαcusの無菌株を用いて各種形態別窒素，リ

ンの利用能を検討した。 E.zodiacusは数種類の有機態

窒素を増殖に利用することができたが，アンモニアで

は 250μM以上の濃度では増殖が阻害され，アンモニ

ア耐性は他の珪藻に比べて低かった。一方，E. zodiaclls 

は無機態リン同様，実験に用いた 14種類の有機態リ

ンを全て増殖に利用することができた。 リン源の利用

特性は，大別すると本研究で実験に供した有機態リン

の全てを増殖に利用できるタイプと，数種類の有機態

リンのみ増殖に利用できるタイプに分けられ，同じ色

落ち原因珪藻でも E.zodiacllsは前者， C. wailesiiは後

者であった。近年，栄養塩レベルが低下傾向にある瀬

戸内海では，有機態リンを増婚に有効利用できる種の

出現割合が増大する傾向が認められ，E. zodiacusもそ

のような利用能を有していることが明らかとなった。

9.培養条件下において，E. zodiacusの窒素，リンの

取り込みに関する動力学的解析を行った。E.zodiacus 

の栄養塩取り込み速度は栄養塩濃度に依存し，酵素反

応式である Mにhaelis-Mentenの式で表すことができた。

種聞の栄養塩取り込み能を Vmax (最大比取り込み速

度)および VmaxIKs (最大比取り込み速度/半飽和定数)

の値により比較した結果，E. zodiacusは他種に比べて

高い窒素取り込み能を有し，水温が 10
0
C前後まで低下

するノリ漁期後半においても その高い窒素取り込み

能が維持されていることが判明した。また同じ色落ち
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原因珪藻でも，E. zodiacusとC.wailesiiでは栄養塩濃

度に対する増殖応答や取り込み特性が異なっており，

現在の播磨灘においてはタイプの具なる珪藻によっ

てノリ養殖は二重に夕、メージを受けていることが示

唆された。特に，E. zodiacusが大量発生するようにな

ったことにより，従来見られなかった深刻な色落ち被

害が頻発するようになったことが，培養実験から裏付

けられた。

10. 2002 年 4 月 ~2005 年 12 月にかけて，播磨灘北

部沿岸域において E.zodiacusの周年を通した細胞密度

と細胞サイズの変化を詳細に検討した。E.zodiacllsの

栄養細胞は，調査を実施した 4年聞を通しでほぼ周年

観察することができた。また，細胞サイズ(頂軸長)

は 10.8::!::0.69~8 1. 2土 1 .4 μm の範囲で、変動し，サイズ

の減少と回復には周期性と連続性が見られた。すなわ

ち，木種の細胞サイズは毎年 l回，秋季に最小サイズ

となり，その直後に最大値まで回復した。秋季に細胞

サイズを回復した個体群は徐々に細胞サイズを減少

させ， 1年かけて再び最小サイズに達した。これらの

ことから，本種は休眠期細胞を形成しない，または少

なくとも播磨灘の海洋環境下では休眠期細胞の形成

期間が他種に比べて非常に短い穏であることが示唆

された。

11. E. zodiacllsとC.wailesiiはいずれも，播磨灘で、

優占する珪藻の中では細胞のサイズが大きく，沈降速

度も大きい。そのため，大量発生は鉛直混合期(10月

~翌年の 3月)のみに見られ，それが結果的にノリの

養殖将来期(1 1~4 月頃)と重なることから， ノリと栄

養塩をめぐって競合する状況が生じている。一方で，

ノリ色落ち原因藻の生活環は，種によって大きく具な

っていることが明らかとなった。c.wαilesiiは増嫡に

不適な時期 (4~9 月の成層期)に休眠細胞を形成して

海底泥中で生残し 3 鉛直混合の始まりとともに復活し

て栄養細胞となり，二分裂による増婚を開始する。木

種は播磨灘において年に 2 回，秋季(10~11 月)と春

季 (2月)に出現のピークを示し，一般に秋季に細胞

密度が最大となる。一方，E. zodiacusも秋季が至適増

殖環境であるにも関わらず，木種はこの時期にブ、ルー

ムを形成しない。本穫は，周年栄養細胞として生残し

ていると推察され，秋季にニ分裂による活発な士宮姫を

行うのではなく，増大胞子の形成によって細胞サイズ

を回復させていることが示唆された。さらに，木穏に

おいては秋季に細胞サイズを回復させた個体群がそ

の後増殖を繰り返し，ノリ漁期後半 (1~4 月)にブル

ームを形成すると想定される。このように，E. zodiacus 

は播磨灘で優占する他の主要な珪藻とは具なった，木

種特有の生活環を持つことが明らかとなった。

12. E. zodiacusによる色落ち被害軽減末、j策として，

木種の生態学的特性を利用した発生予察の可能性に

ついて検討した。秋季に細胞サイズを回復した細胞の

割合が全体の 50%に達した日を起点として ，E.

zodiacusのフツレームがピークに達するまでに要した積

算日数を調べた。また 3 細胞サイズ回復期における z

zodiacus秋季個体群の平均細胞密度 (X;c巳11L-1
) を求

め，積算日数 (y) との関係を比較した。その結果，

両者には以下に示す負の相聞が見られ，秋季に細胞サ

イズを回復した個体群密度が高い年は，本種がブルー

ムを形成するまでに要した日数が短いことが判明し

た。

y=ー0.117X+ 143.7 (r2=0.73) 

このことから，秋季に細胞サイズを回復した個体群

を，木稜ブ、ルームのシードポピュレーションと見なし，

秋季の細胞サイズ回復時期と平均細胞密度をモニタ

ーすることによって，その年のノリ養殖漁期における

色落ち発生時期を予測することが可能であると考え

られた。

木研究では，主に環境諸要因に対する E.zodiacusの

増殖生理学的特性と生活環の解明から 3 木種の播磨灘

における大量発生機構の解明を試みた。その結果，木

種が水温の上昇，栄養塩レベノレの低下といった近年の

播磨灘の海域環境によく適応した生理生態学的特性
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を持ち，それは一方で，他穆に比べて甚大な色落ち被

害を発生させる要因となっていることを示した。本研

究によって得られた生物学的諸特性に基づき ，E.

zodiacusの周年を通した生活環を Fig.5-2に整理した。

養殖ノリに色落ち被害を引き起こす細胞サイズの大

きい珪藻にとって，活発な増殖が可能な時期は鉛直混

合期(概ね1O~3 月)である。特に鉛直混合期の中で

も， 7J<. r昆，光，栄養塩といった環境諸要因から考えて，

秋季がこれら建藻にとって最も増婚に適した時期と

言える。 E.zodiacusと並んでノリの色落ち原因藻とし

て問題視されているC.wai!esiiは，この時期に細胞密

度がピークを示す。これに対して，E. zodiacusはこの

至適士宮姫条件下においてブノレームを形成せず，木種は

May-Aug 

この時期に細胞サイズの回復を行い，その後細胞サイ

ズを回復した個体群が 1~4 月にかけてフ、ルームを形

成する。

ところで， 1990年代前半頃まで，E. zodiacusはなぜ

近年のようにノリ養殖漁期に大量発生しなかったの

であろうか?E. zodiacusは 1990年代半ば以前も現在

と同様，秋季に細胞サイズを回復していたであろう。

しかし，大量発生が可能な鉛直混合期の聞に 3 ブルー

ムを形成するレベルにまで増殖できなかったのでは

ないかと考えられる。 E.zodiacusは現在，播磨灘にお

いて一年のうち最も水温が低下する時期にブルーム

を形成するものの，他の蔑藻と比較して必ずしも低温

耐性が高い種ではない。一方で¥木穏は珠藻の中でも
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Fig. 5・2.A schematic r巴presentationof biological phases of Eucampia zodiacus and 
Coscinodiscus wailesii， and巴nVlronm巴ntalfactors affecting their seasonal occurrenc巴sm

Harima-Nada， the Seto lnland Sea. 
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高い増殖速度を有し，増殖が可能である 7
0

C以上の温

度条件下において至適増殖温度である 20~250Cに向

かつて，温度の上昇とともに増殖速度も急激に噌大す

る。したがって， 1990年代後半以降，水温が高め基調

で推移するようになったことにより，本積は大量発生

が可能な鉛直混合期にブルームを形成できるように

なったと考えられる。それ以前は，冬季水温が低く，

増殖速度も低いままで春の成層期を迎えていたもの

と考えられる。このように播磨灘における環境ー要因の

変動，とりわけ冬季水温の上昇が木種の大量発生機構

に大き く関与していると考え られた。

一方，水温以外の要因，例えばDrN濃度の低下とい

った環境要因の変動も，本穫の優占化機構に有利に作

用していると想定される。他の主要な珪藻と比較した

Mero-planktonic life cycle group 

ex. Skeletonema spp 
Chaetoceros spp 
Coscinodiscus wailesii 

. High growth rate or/and 

high nutrients requirement 

. Resting stage cell formation 

~: .'寸 Eu伽仰 zo似

nutrient concenlrations 

ι 

Holo-planktonic life cycle group 

ex. Rhizosolenia imbricata 

. Low growth rale 

. Low nulrienls requiremenl 

.Survival as vegelativ巴cell

(No resting stage cell) 

Occurrence of protracted and severe bleaching due 10 Eucampia blooms 

E 
官

Managemenl of Nori aquaculture ground 

t t 
|C耐 ul打lOnitori崎 II p附 clthe bl吋 l叩 ccurrenceI 

Fig. 5-3. Comparison of growth characteristics for environmental factors and life history of 

Eucampia zodiacus and other marine diatoms， with the damage to Nori aquaculture by 
b¥巴achingand counter actions for reducing the negative effects due to Eucampia blooms. 
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木種の生理生態学的特性を Fig.5-3にまとめた。浮遊

珪藻類は，その生活様式から生活史の一部に休眠期細

胞を形成する (Mero-planktoniclife cycl巴)穫と終生浮

遊生活を送る (Holo-planktoniclife cycle)種に大別す

ることができる。前者には Skeletonema spp.， 

Chaetoceros spp.， C. wailesii等が含まれ，後者は

Rhizosolenia imbricata Brightwellが代表的である。播磨

灘で、優占する主要珪藻の大部分は Mero-planktonに属

し，これらは概して高い増殖速度を有し (and/or栄養

塩の要求が高し、)，増嫡に不適な環境下では休眠期細

胞を形成するe また，海域環境が好転すると速やかに

栄養細胞へ復活し，活発な増姐を繰り返すことによっ

て個体群を増大させる。したがって，このような特性

を持つ種が赤潮を形成した海域では，栄養塩が多量に

消費され，その濃度が急激に低下する。これに対して 3

Holo-planktonは珪藻の中では比較的増殖速度が低く，

R. imbricataのように，栄養塩が高濃度で添加されてい

る府地では増殖できない積も知られている(佐々木・

鬼頭 2003)。さらに， Holo-plankton は一般に低栄養塩

濃度下における耐性が高く，低栄養塩濃度下でも栄養

細胞のまま長期間生残することが可能である。そのた

め，このような種が形成する赤潮は継続日数が長い傾

向があり(山口ほか 2003)，栄養塩濃度の低い状態が

長期間継続する。

E. zodiacZlsを特徴づける木種特有の生理生態学的特

性は 3 ノリ養殖に対して悪影響を及ぼす Mero-および

Holo-plankton両方の特性を備えていると言えよう。す

なわち，本種は珪藻の中でも高い増嫡速度を有し 3 低

温下において窒素の取り込み能に優れていることか

ら，木種が大量発生した海域では海域の栄養塩がほぼ

枯渇するまで消費される。一方で，木種は休眠期細胞

を形成せず，最小細胞内栄養塩含量も低いことから，

栄養塩濃度が低下した海域においても栄養細胞のま

ま長期間生残することができる。その結果，木種の大

量発生は長期に及び3 その間，海域の栄養塩もほぼ枯

渇した状態が継続する。このような Mero-および

Holo-plankton両方の特性を持つ種は，沿岸域の浮遊珪

藻の中では，特に播磨灘に出現する主要な珪藻の中で

は，E. zodiaclls以外に見あたらない。加えて，E. zodiacus 

は細胞サイズが比較的大きく，特に活発な増姫により

螺旋状の群休を形成している場合には，動物プランク

トンなどによる捕食圧もノトさいことが想定される。以

上のことから，近年の播磨灘ではノリ養殖漁期に E

zodiacusが大量売生するようになり，他種の大量発生

時には見られない甚大な色落ち被害が発生するよう

になったと考えられる。播磨灘では今後も，木種によ

る色落ち発生が懸念されることから，その被害を最小

限に抑えるために，ノリ養殖漁期における木種のモニ

タリング調査を継続し，得られた水温，栄養塩濃度，

細胞密度等のデータを迅速に情報発信するとともに

色落ち発生時期の予察情報を活用した効率的なノリ

養殖を漁業者と一緒に検討する必要がある (Fig.5-3)。

最後に，瀬戸内海の赤潮発生件数は現在，年間約 100

件前後で推移しており，ピーク時の約 113近くまで減

少した(Imaiet al. 2006) 0 I瀬戸内海を魚、の楼めるきれ

いな海に戻す」ための様々な取り組みは，一定の成果

を収めたと言えよう 。その一方で瀬戸内泌の再生」

が叫ばれる昨今，瀬戸内海が未だ「豊かな海」を取り

戻したとは言い難い。有害赤潮に関する問題において，

本来「善玉」植物プランクトンであるはずの珪藻によ

って養殖ノリに色落ち被害が発生するようになり，従

来にはなかった新たな問題が提起されている。これは，

瀬戸内海の今日的な問題として，瀬戸内海が未だ「豊

かな海」を取り 戻せていないこととも関連の深い現象

であろう。今後， i!頼戸内海にとって「豊かな海」とは

どのような海なのか，またそれを取り 戻すためにはど

うすればよいか，さらに議論を積み重ねていく必要が

あろう。木研究では，播磨灘における養殖ノリの色落

ち被害について，現在その原因藻として最も問題視さ

れている E.zodiacusの大量発生機機を解明し，近年の

本種の大量発生が海域環境の変化を反映した現象で

あることを示した。木研究成果は今後，珪藻による色
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落ち被害対策に加え，これからの瀬戸内海のあるべき

姿を考えていくにあたり，その一助となれば幸いであ

る。

摘要

ノリ養殖が盛んな播磨灘では， 1990年代半ば以降，

中心目珪藻 Eucampiazodiacusがほぼ毎年のように大

量発生するようになり 3 深刻な色落ち被害が頻発して

いる。本研究は，E. zodiacusがなぜ近年になって毎年

大量発生するようになったのか，また木種が大量発生

した場合，なぜ甚大な色落ち被害が発生するのか，そ

のメカニズムを解明し，本穏によるノリ色落ち被害軽

減に向けた基礎資料を得ることを目的として実施し

た。その主な内容は次の通りである。

播磨灘における 1973 年 4 月 ~2007 年 12 月まで， 35 

年間の海峡環境と植物プランクトンの長期変動を解

析した。E.zodiacusの出現は毎年確認され， 1990年代

半ば以降，出現密度が増大し3 季節的には 1~4 月に

細胞密度が高くなる傾向が認められた。一方，植物プ

ランクトン全体の細胞密度は， 1970 年代~1980 年代

前半に高く， 1980年代前半に減少し，以降はほぼ横ぱ

いであった。植物プランクトンの大部分は珪藻で，種

組成は 1970 年代~1980 年代前半は， Skeletonema spp. 

が大部分を占めていたが， 1980年代半ば以降は

Chaetoceros sppをはじめ他穫の占める割合が増大した。

35か年の間，海J或環境で、は冬季の最低水温に有意な上

昇と D町濃度に有意な低下が検出され，経物プランク

トンの長期変動はこのような海域環境の影響を受け，

E. zodiacusにとってはそれが有利に作用していると考

えられた。

培養実験によって E.zodiacusの増殖に及ぼす光強度，

温度，塩分および栄養塩の影響を調べた。本積の光強

度に対する各増殖パラメータ値は，いずれも温度の上

昇とともに増大した。 E.zodiacusの増殖可能水深 (Dt)

および 0.5divisions d-1の増殖速度を与える水深 (D05)

は，木種のブルーム形成期に上昇した。このことから，

表層~底層にかけて分布する木穫にとって，水柱内で・

増殖可能な水深が鉛直的に拡大することは，木種が大

量発生するために重要な要因の一つであることが示

唆された。

本種は，温度 7
0

C以上で増殖し，広範な温度，塩分

条件下で増殖が可能であった。最大増磁速度は，温度

目。C，塩分25の条件下で3.0divisions d-1と見積もられ，

珪藻の中でも高い増殖速度を有していることが明ら

かとなった。一方，木積は現場海域において水温が

10
0

Cを下回る低水温期にブノレームを形成することか

ら，近年の播磨灘における最低水温の上昇は，本積の

大量発生にとって重要な環境要因となっていると考

えられた。

E. zodiacusの増殖に及ぼす栄養塩(窒素， リン， B長

素)濃度と増姫速度の関係は Monodの式で表すことが

できた。 E.zodiacusの Ks値(最大増殖速度の1/2を与

える栄養塩濃度)は， DINと珪酸においては周年を通

して Ks値が播磨灘における栄養塩濃度の月平均値よ

りも下回った。また，木穆の最小細胞内栄養塩含量は

他の有害赤潮種と比較しでかなり低いことが判明し

た。さらに，E. zodiacusは実験に用いた 14種類の有機

態リンを，全て増殖に有効利用することができた。こ

のような栄養条件に対する増殖生理学的特性から，木

種は海域の栄養塩が枯渇するまで増嫡を繰り返すこ

とが可能であること，栄養塩レベルが低下傾向にある

播磨灘において，他種との栄養塩を巡る競合に有利で

あることが示唆された。

窒素 s リンの取り込みに関する動力学的解析ーから，

E. zodiacusの栄養塩取り込み能を Vmax (最大比取り込

み速度)および VmaxlKs(最大比取り込み速度/半飽和

定数)値を指標として他穫と比較した結果，E. zodiac!ls 

は優れた窒素取り込み能を有し，それは低水温下にお

いても維持されていることが明らかとなった。

播磨灘北部沿岸域において，E. zodiacusの周年を通

した細胞密度と細胞サイズ(頂軸長)の変動を詳細に
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調べた。4年間の調査期間を通して，E. zodiacusの栄

養細胞はほぼ周年観察することができた。 また，細胞

サイズは 10.8:!::0.69~8 1. 2 土 1.4μm の範聞で変動し，

サイズの減少と回復には周期性と連続性が認められ

た。すなわち，本種の細胞サイズは毎年 l回，秋季に

最小となり，その直後に最大値まで回復した。このこ

とから，木穫は至適増姫環境条件下である秋季に増大

胞子の形成などによる細胞サイズの回復を図ってい

ることが示された。また，水平重は休眠期細胞を形成し

ない，または少なくとも播磨灘の海洋環境下では休眠

朔細胞の期間が他種に比べて非常に短い種であると

考えられた。

E. zodiacusが細胞サイズ回復後，ブルームを形成す

るまでに要した積算 日数と，サイズ回復期である秋季

個体群の平均細胞密度には負の相関関係があること

を見出した。この両者の関係から，秋季に細胞サイズ

を回復した個体群を 3 本種ブルームのシードポピュレ

ーションと見なし，秋季の細胞サイズ回復時期と平均

細胞密度をモニターすることによって，その年のノリ

養殖漁期における色落ち発生時期の予測が可能であ

ることを示した。

以上，E. zodiacusの環境諸要因に対する増殖生理学

的特性と生活環から， 本穏の播磨灘における大量発生

機構が明らかとなり，本穏が近年の播磨灘の海域環境

によく適応した生理生態学的特性を持ち，それは一方

で他種に比べて甚大な色落ち被害を発生させる要因

となっている ことが木研究によって解明された。

Summary 

In Harima-Nada， eastem part of the Seto Inland Sea，“Nori" (?orphyra yezoensis) cultivation is of significant economic 

importance for fisheries with the average production of around 10-15 billion yen per year. Since the mid 1990s， the 

chain-forming diatom Eucampia zodiacus have caused blooms almost every year during the harvest season of Nori 

cultivation. Th巴 bloomslead to depletion of nutrients， and indirectly cause bleaching of aquacultured ?orphyra thalli 

through competitive and overwhelming utilization of nutrients during bloom events. Therefore， E. zodiacus has become a 

predominant organism causing the bleaching of ?OIphyra thalli in Harima-Nada目 Forreducing the negative effect of the 

blooms on Nori bleaching， the present study was conducted to understand the biological background of the mechanism of 

mass occurrence and serious damage to ?OIphyra thalli due of E. zodiacus in recent year 

Long-term monitorings ofwater quality and phytoplankton was conducted at 19 sampling stations in Harima-Nada for 35 

years during 1973 to 2007. Over the study period， E. zodiacus cells were d巴t巴ctedevery year， and seasonal cell densities 

tended to be higher from January to April. Total phytoplankton cell densities tended to be higher from the 1970s to the early 

1980s， then declined in the mid 1980s， and remained at a relatively stable level thereafter. In contrast to the trend， the 

abundances of E. zodiaclls increased in the mid 1990s. The major phytoplankton component was always diatoms over the 

35-year period， and there was a dramatic shift合omSkeletonema dominance to Chaetoceros in the mid 1980s. There were 

two significant long-term changes， i.e. an increase in winter water temperatures and decrease in dissolved inorganic nitrogen 

(D別).The present results suggest that the shift of environmental conditions is more advantageous to the growth of E. 

zodiacus， which corresponded to the domination ofthe E. zodiacus abundance in r巴centyears 

The effects of irradiance， temperature， salinity and nutrients on the growth of E. zodiacus were examined using c¥onal and 

axenic culhlres to evaluate the relative importanc巴 ofthose factors on the dynamics of natural populations. The r巴sults
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showed that all the parameters of growth-irradiance curves， such as the maximum growth rate (μm)， ha1f saturation constant 

(Ks) and threshold value of irradiance (10)， increased with increasing temperature. The effect of irradiance on the popu1ation 

dynamics of E. zodiacus in water columns was evaluated using阿 oindices， Ot (depth of the threshold irradiance for growth) 

and 005 (depth where a growth rate of 0.5 divisions day"1 is attained). Ot and 00.5 remained a1most stable from October to 

Oecember， but gradually increased in early March when E. zodiaclls blooms in Harima-Nada. As the vegetative cells of E. 

zodiacus were obs巴rvedin the who1e water columns， the increase in the depth range over which E. zodiacus is able to grow 

is conc1uded to be an important factor allowing deve10pment of its b100ms 

Eucampia zodiacus can grow at 70C and above， but not at 50C. The to1erab1e salinity range for growth was very broad. 

The highest growth rate of 3.0 divisions d-1 was observed under the environment of the combination of 25
0
C and 25， 

r巴spectlv巴1y.The growth rates of E. zodiaclls are approximately equa1 or higher than v昌luesreported for other diatom 

species， and rapidly increase along with a rise in temperaれlre.Consequently， E. zodiacus can grow at higher rates under the 

recent warm winter conditions， and it is an impo口antfactor allowing the dominant development ofthe abundance in recent 

years 

The relationship between nutrients (nitrate， phosphate and silicate) concentration and growth rate is well described by 

Monod equation. The Ks values of nitrate and silicate were lower than mean concentrations of these nutrients in water of 

Harima-Nada year-round， and E. zodiacus can successfully use various organic phosphorus compounds of different 

molecular structures as the sole P source. 1n addition， minimum cell quotas for nutrients of E. zodiacus are relatively lower 

than those of other harmfl.11 species. These parameters indicate that E. zodiaclls is advantag巴din competing for nutrients to 

other species， and it enables this species to grow until available nutrients are a1most exhausted. 

We experimentally investigated the nitrate and phosphate uptake kinetics of E. zodiacus， Harima-Nada strain. The 

maximum specific uptake rate (V max) and V maxlKs for nitrate at 9 oC are about 112 of those obtained at the optimum 

temperature (20 OC)， they are still higher than those obtained for many other phytoplankton at their optimum temperature 

conditions for uptake. These results suggest that E. zodiacus utilizes nitrogen efficiently at low water temperature， and it is 

one ofthe important factors causing the serious damag巴to?OIphyra thalli by bleaching 

The seasonal changes in cell density and cell size of E. zodiacus were investigated for four years (April 2002-December 

2005) to understand the population ecology of this diatom in Harima-Nada. Vegetative cells of E. zodiacus were usually 

detected year-round. The average c巴IIsize (1ength of apical axis) of E. zodiacus populations ranged合omIO.8:t0.69μm to 

8I.2::!:: 1.4μm， and the restoration of cell size occurred only once in autumn every year just after reaching the minimum cell 

size. 1n addition， its great seasonal regularity was confirmed by the decrease and restoration of its cell size through four-year 

study period. Although temperature and nutrients were suitable in autumn for the growth of E. zodiacus， its blooms never 

occur in that season. These results strongly suggest that E. zodiacus did not have a resting stage， and it spends autumn for 

size restoration and starts to bloom thereafter in Harima-Nada in winter and spring 

Average cell d巴nsitiesof E. zodiacus population in autumn， when it spent for restoration of its cell size， had a significant 

negative correlation with the integrated day during the period from restoration cell 
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cel1 size restoration time and the mean cel1 density of E. zodiacus in autumn season in Harima-Nada目
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