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The influence of light intensity, photoperiod and nutrients on growth of 
Cladophora glomerata in culture

 
内田朝子 1)・飯間雅文 2)  

Asako  UCHIDA・Masafumi IIMA

はじめに 
 

　矢作川の中流域で顕著に発生する（内田ら，２００２，

２００４）大型糸状緑藻 Cladophora glomerata を抑制するた

めには，種の繁殖戦略を知ることが重要であると考え， 

２００４年１１月より室内培養実験を継続している．これま

でに，C．glomerata の初期発生過程（内田・飯間，２００５）

および遊走細胞の特性（内田・飯間，２００６）について

報告した． 

　本邦におけるC. glomerata の先行研究では，分類学的

研究として新山（１９８６），谷口（１９９２），生態学的研

究には Okada and Watanabe（２００２，２００５）が，光合成
活性に関する研究には野崎ら（２００３），野崎（２００４）

がある．これらの研究では，個体群の成長に大きく影響

する要因については明らかにされていない．その大きな

理由は，培養条件下での実験的な解析が進んでいない点

にある．  

　野外では様々な環境要因が複雑に絡み合っており，C. 

glomerataの成長と各要因との関係を明らかにするのは

困難であることが多い．そこで，室内培養において，藻

類の成長を大きく左右する光強度，明暗周期，栄養塩濃

度をコントロールし，これらの要因と成長との関係を検

討した． 

 

1  室内培養実験の材料と方法 
 

材料：室内培養実験には，２００５年１１月１４日に豊田市扶

桑町（北緯３５度６分３７秒，東経１３７度１１分３４秒）で採

取した天然藻を培養庫で成熟させたＦ３，Ｆ４，Ｆ５（それ

ぞれ３，４，５世代目）の培養藻を用いた． 

方法：実験に用いた藻体は，Ｆ２，Ｆ３，Ｆ４の培養藻から

ほぼ同時期に放出された遊走子の発芽体を用いた．発芽

体の集合体小片を，培養液４０mlを入れた試料カップ（ポ

リエチレンテレフタレート樹脂，ケニス株式会社製, 径

６.０cm,  高さ３.５cm）に分離し，実験用藻体とした．藻体

が成長し，細胞壁が肥厚し天然藻体と同様の形態になっ

た時点で実験を開始した．実験は全て静置培養で行い，

エアレーションは行っていない．藻体の成長の測定には

湿重量を用いた．湿重量の測定は，各試料カップの藻体

を培養液で湿らせたワイパー（キムワイプ）上に３秒程

置き，藻体表面の水分を除去し，天秤に載せ行った．測

定後，藻体は速やかに新たな培養液を満たした培養カッ

プに移した．藻体の湿重量は実験開始時と実験開始後か

ら７日目毎を目安に測定した． 

　培養液は淡水ＰＥＳ（プロバゾリの栄養補強海水

Provasoli's Enriched Seawater 原液を滅菌河川水に添加し
たものを『淡水ＰＥＳ培養液』と呼称（内田・飯間，２００５）） 

 

要　　約 
１）Cladophora glomerata の成長の特性を把握するため，光強度，明暗周期，栄養塩濃度の３つの環境要因と成長の関係
　　について室内培養実験を試みた． 
２）Cladophora glomerata の成長は，最も強い光強度１５０～１８０μmol/m ２/secで促進された． 
３）Cladophora glomerata の成長は，長日（１６時間明期，８時間暗期）および中日（１２時間明期，１２時間暗期）の明暗
　　周期で促進された． 
４）Cladophora glomerata は，栄養塩無添加の滅菌河川水のみでの培養では成長が抑制されたのに対して，栄養塩を過剰
　　に添加した培養では促進されたことから貧栄養に適した藻類でないと推察された． 
 
キーワード：大型糸状緑藻 Cladophora glomerata，光強度，明暗周期，栄養塩濃度，成長比 
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（３）栄養塩濃度 

　栄養塩濃度は培養液に添加する淡水ＰＥＳの量を次の

３段階に調整した． 

　ａ　滅菌河川水１０００mlに対して２０mlを添加（通常の

　　　培養液）　　　　　　　 

　ｂ　滅菌河川水１０００mlに対して１０mlを添加（通常添

　　　加量の１／２） 

　ｃ　添加なし 

　室内培養実験に供した培養藻は，２００５年１１月１４日に

豊田市扶桑町で採取した天然藻のＦ４を用いた．光周期

は１５時間明期・９時間暗期とした．光強度は１５０～１８０

μmol/ｍ 2/secとした．実験に供した試料はａ，ｂ，ｃ条

件ともｎ＝２１とした．なお，各培養液のＴ‐ＮおよびＴ‐

Ｐ濃度は，表２に示すとおりである． 

 

　　　　 

　  　　　Ｔ‐Ｎ（mg ／１）　　Ｔ‐Ｐ（mg ／１） 

　　　　　ａ 　　 １９.８  　　　　　　  ０.８６ 

　　　　　ｂ 　　　９.５  　　　　　　  ０.５３ 

　　　　　ｃ 　　　０.６ 　　　　　　   ０.０２ 
 

 

　なお，培養液のpHの変化は，培養藻体を入れた試料

カップで，実験開始前７.４～７.５，開始後７日目７.７～７.８，

開始後１４日目７.６～７.７と変化した．滅菌河川水のみの試

料カップの培養液のpHは，実験開始前７.５～７.９，開始

後７日目７.７.～７.８，開始後１４日目７.７～７.８であっ

た（１４日間，培養液の交換は行わずに測定）．本実験

で培養液を取り替えた７日間では両者ともに大きな変化

はなかった． 

 

2  結果と解析 
 

　各室内培養実験による Cladophora glomerata の成長比

（実験後の湿重量／実験開始時の湿重量）を図１～３に

示した．実験開始および実験終了時の培養藻体の平均湿

重量を表１に示した．各実験の３群の成長の比較は分散

分析およびポストホックテストとして Fisherの PLSD 法
を用いて統計解析を行った（図４～６）． 

 

（１）光強度 

　各光強度における成長比を図１に示した．実験開始後

２２日目の平均成長比は，１５０～１８０μmol/ｍ 2/secで培養し

たａで約１２倍，９０～１２０μmol/ｍ 2/secのｂで約１０倍，６０ 

 

 

μmol/ｍ 2/secのｃ で約４倍であった．設定した光強度の範

囲においては，光強度の最も高い１５０～１８０μmol/ｍ 2/sec

で大きな成長比を示した． 

　実験開始後２２日目の成長比を３群で比較すると，ａ

（１５０～１８０μmol/ｍ 2/sec）とｃ（６０μmol/ｍ 2/sec）および

ｂ（９０～１２０μmol/ｍ 2/sec）とｃとの間に有意な差が認

められ，ａとｂの間では有意な差は認められなかった（図

４）．  

 

（２） 明暗周期 

　日長条件の違いによる成長比を図２に示した．長日お

よび中日条件で培養したａ，ｂの平均成長比は，実験開

始後１５日目で約１０倍，実験開始後２１日目で約２０～２５倍

に達した．一方，短日条件で培養したｃの平均成長比は

小さく，長日および中日の成長比の１／２程度にとどまった． 

実験開始後２２日目の成長比を3群で比較すると，ａ（長

日条件）とｃ（短日条件）およびｂ（中日条件）とｃの

間に有意な差が認められたが，ａとｂの間に有意な差は

認められなかった（図５）． 

 

（３） 栄養塩濃度 

　培養液に添加する栄養補強液（淡水ＰＥＳ）の量の違

いによる成長比を図３に示した．培養開始後１３日目の

成長比は，通常の添加量で培養したａで６倍であったの

に対し，添加量を１／２としたｂの平均成長比は約４倍，

添加なしのｃでは２倍と小さくなった． 

　実験開始後１３日目の成長比を３群で比較すると，ａ（通

常の添加量）とｂ（通常の添加量の１／２），ａとｃ（添加

なし）およびｂとｃのそれぞれ間に有意な差が認められ

た（図６）． 

 

3  考　　察 
 

（１）光強度 

　Cladophora glomerataの光合成活性と温度および光強

度に関し，Graham et al.（１９８２）は，ヒューロン湖に生

育するC. glomerataを用いた実験で，光合成活性は１３℃

から１５℃，３００～６００μmol/ｍ 2/secの光強度で高まること

を報告している．この結果は，本種が強光を好むことを

示している．ただし，光合成と増殖のための最適光強度

は必ずしも一致するとは限らない（岩崎，１９７９）．矢作

川中流域の河川水は，地元住民が「ささにごり」と表現

する，うっすらと白濁した状態が継続することが観察さ

れていることから，C. glomerataの成長は，より弱い 

 

 

を用いた．河川水の滅菌は表流水を採取し，フィルター 

（保留粒径５μm，ADVANTEC No.２）ろ過した後，２
Ｌの三角フラスコに入れ，オートクレーブで１２０℃，２０

分間処理した．ＰＥＳ原液は，オートクレーブで滅菌し，

室温に戻した後，滅菌河川水１０００mlに２０mlの割合で加

えた（栄養塩濃度を変えた実験を除く）．珪藻の成長抑

制には，二酸化ゲルマニウム（GeO 2）を用いた（舘脇，

１９７９）．GeO 2 ２５０mgを１０００mlの蒸留水に加え原液とし，

試料カップ４０mlの培地に１ml（GeO 2 ０.２５mg）を添加し

た． 

　培養は人工気象器（東京理化器械株式会社，FLI－

301N型）を用い，温度は矢作川産 C. glomerata の光合成

活性が最適となる１５℃（野崎，２００４）で行った．光強

度は光量子計（光量子データロガー　HOGA製）を用い

て測定した． 

 

実験の設定条件：光強度，明暗周期，栄養塩濃度の３項

目を対象に培養実験を行った（表１）． 

（１）光強度　 

　光強度は，自然状態を再現するには困難なため，従来

の培養例では，８００～１５００lux（光強度換算概算値１３～

８４μmol/ｍ 2/sec）の範囲にあること（舘脇，１９７９）を参

照し，次に示す３段階を設定した． 

　ａ　１５０‐１８０μmol/ｍ 2/sec 

　ｂ　 ９０‐１２０μmol/ｍ 2/sec 

　ｃ　 ６０μmol/ｍ 2/sec 

　ａは実験時に培養カップ直上で得られた上限の光強度 

とし，ｂおよびｃの光強度は対象カップをメッシュ１mm

の黒いネットを一重，二重に覆うことによって調整した．

室内培養実験に供した培養藻は，２００５年１１月１４日に豊

田市扶桑町で採取した天然藻のＦ３を用いた．明暗周期

は１５時間明期・９時間暗期とした．実験に供した試料

はａ，ｂ，ｃ条件ともｎ＝２４とした． 

　なお野外に届く太陽光の光強度は，曇天時，豊田市扶

桑町における矢作川の水深２０cmで１８０～２００μmol/ｍ 2/sec，

水深３０～４０cmで９０～１５０μmol/ｍ 2/secであった（２００６

年４月２５日午前１０：００）．晴天時の光強度は，水深２０

cmで１１００～１２５０μmol/ｍ 2/sec，水深３０cmで１０００～１２００

μmol/ｍ 2/secであった（２００６年６月１日午前１０：００）． 

 

（２）明暗周期 

　明暗周期は夏期，春期・秋期および冬期の３条件を設

定した． 

　ａ　長日条件（明期：１６時間　暗期：８時間） 

　ｂ　中日条件（明期：１２時間　暗期：１２時間） 

　ｃ　短日条件（明期：８時間　暗期：１６時間） 

　培養庫内の明暗周期は長日条件（明期：９：００～１：００

までの１６時間，暗期：１：００～９：００までの８時間）に設

定し，中日条件の試料カップは９：００～１３：００の間,　短日

条件の試料カップは９：００～１７：００の間，それぞれ蓋付き

の紙箱に入れて遮光した．室内培養実験に供した培養藻

は，２００５年１１月１４日に豊田市扶桑町で採取した天然藻

のＦ５を用いた．光強度は５０～６５μmol/ｍ 2/secとした．

実験に供した試料はａ，ｂ，ｃ条件ともｎ＝２０とした． 

 

 
表1   室内培養実験の設定条件． 

表2   各培養液におけるＴ‐ＮとＴ‐Ｐの濃度． 

光強度，明暗周期，栄養塩濃度が，カワシオグサCladophora glomerataの増殖に及ぼす影響 
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　各光強度における成長比を図１に示した．実験開始後
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μmol/ｍ 2/secのｃ で約４倍であった．設定した光強度の範

囲においては，光強度の最も高い１５０～１８０μmol/ｍ 2/sec

で大きな成長比を示した． 
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（１５０～１８０μmol/ｍ 2/sec）とｃ（６０μmol/ｍ 2/sec）および

ｂ（９０～１２０μmol/ｍ 2/sec）とｃとの間に有意な差が認

められ，ａとｂの間では有意な差は認められなかった（図

４）．  

 

（２） 明暗周期 

　日長条件の違いによる成長比を図２に示した．長日お

よび中日条件で培養したａ，ｂの平均成長比は，実験開

始後１５日目で約１０倍，実験開始後２１日目で約２０～２５倍

に達した．一方，短日条件で培養したｃの平均成長比は

小さく，長日および中日の成長比の１／２程度にとどまった． 
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日条件）とｃ（短日条件）およびｂ（中日条件）とｃの

間に有意な差が認められたが，ａとｂの間に有意な差は

認められなかった（図５）． 

 

（３） 栄養塩濃度 

　培養液に添加する栄養補強液（淡水ＰＥＳ）の量の違

いによる成長比を図３に示した．培養開始後１３日目の

成長比は，通常の添加量で培養したａで６倍であったの

に対し，添加量を１／２としたｂの平均成長比は約４倍，

添加なしのｃでは２倍と小さくなった． 
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表1   室内培養実験の設定条件． 

表2   各培養液におけるＴ‐ＮとＴ‐Ｐの濃度． 

光強度，明暗周期，栄養塩濃度が，カワシオグサCladophora glomerataの増殖に及ぼす影響 
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光強度下で促進されることが期待された．しかし，本実

験の結果では，設定した範囲の中で最強の光強度１５０～

１８０μmol/ｍ2/ secで成長が最も大きくなった． 
　Taylor et al.（２００１）によると，室内培養実験下にお

いて，海産 Cladopora dalmatica の成長率は，１５℃，１７５

μmol/ｍ 2/secで 最も高い結果を得ており，本研究結果と類

似している．C．dakimatica とC．glomerata の室内実験の

成長率は，ともに設定された最高の光強度１８０μmol/ｍ 2/sec

付近で高まっているが，種によって光飽和に達する光強

度は異なる（Kirk，２００２）こと，矢作川に生育する株

を用いた光合成活性の室内実験では，５０,０００lux（およ
そ８４０μmol/ｍ 2/secに相当）の強光下でも光阻害がみら

れていないことから矢作川産 C. glomerata の成長の最適

光強度を把握するには，180μmol/ｍ 2/sec以上の光強度 に

おける成長率の検証も必要である． 

　一方で，ミシガン湖のミルウｫーキー地方の水深１０m

付近に生育する C. glomerata は７０μmol/ｍ 2/sec付近で光

飽和に達する（Bootsma et al.，２００６）という報告もあり，

生息場所の環境によって成長に適した光強度は大きく異

なると推察される．本実験で設定した最大の光強度１５０

～１８０μmol/ｍ 2/secは，河川水中に届く曇天時（４月）

の太陽光の光強度と同程度であり，晴天時の１／６程度と

弱いものである．今後，矢作川の河床に届く光強度の経

年変化の把握も課題としたい．  

 

（２）明暗周期 

　明暗周期が藻類の成熟に影響を与えることは，Porphyra 

tenera（紅藻アサクサノリ）やUndaria pinnatifida（褐藻

ワカメ）で明らかにされているが，いくつかの藻類では

成長とも関係があるとされている（岩崎，１９７９）．例え

ば，Blidingia minima（緑藻ヒメアオノリ）では，短日と

長日条件下では成長が異なり，長日条件で成長・成熟が

促進されることが知られている（Iima，１９８９）． 

　矢作川中流域における C. glomerata の繁茂は初夏と秋

にピークが観察されていることから，中日条件に適した

藻類である可能性が期待された．本実験では明期が１２

時間以上の中日と長日条件でともによい成長を示し，２

つの条件間で成長差がみられなかった．このことから，

１２時間以上の明期は C. glomerata の成長に促進効果をも

たらさないと推察された． 

 

（３）栄養塩濃度 

　C. glomerata はβ中腐水性から貧腐水性の水質の指標

とされている（渡辺，１９７５）．しかしながら，本実験に 

 

おいて，C. glomerata の成長は栄養塩を十分に添加した

培養液で促進され，栄養塩を全く添加していない培養液

で抑制されたことから，C. glomerata は成長に関し，あ

る程度の栄養要求性を持っていると推察される．本実験

の環境は，栄養塩が連続して供給される河川と大きく異

なることを考慮すれば，栄養塩無添加の培養では，野外

よりもかなり低濃度の環境にあると推測される．従って，

C. glomerata は，少なくとも貧栄養に適した藻類でない

と考えられる． 

　本実験では，淡水ＰＥＳの添加量を調整した簡易な方

法によるものであったが，今後，さらに，C. glomerata 

の栄養要求性について，培地組成成分の分析を試みて明

らかにするとともに， 矢作川の中流域で繁茂する他の

糸状緑藻Spirogyra（アオミドロ）の一種やCloniophora 

plumosa（トゲナシツルギ） の栄養要求についての比較

実験を行い，C. glomerata の成長特性を明確にしたいと

考えている． 
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図3　栄養塩濃度と成長比（培養開始後13日目）． 
　  　（光強度 １５０～１８０μmol／ｍ
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　  　（日長条件：１５時間明期・９時間暗期，ｎ＝２４，１５℃） 
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2
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図4　光強度の違いによる成長比（２２日目）の比較． 
　  　分散分析およびポストホックテストとしてFisherのPLSD法を 
　  　用いた統計解析の結果，ａとｃ間，ｂとｃ間に差が認められ 
　  　た（ANOVA；Ｆ（２,６９）＝５９.８５，ｐ＜０.００１） 
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　  　用いた統計解析の結果，ａとｃ，ｂとｃに差が認められた 
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　  　用いた統計解析の結果，aとc間，ａとｂ間，ｂとｃ間に差が 
　  　認められた（ANOVA；Ｆ（2,60）＝３３.７９，ｐ＜０.００１） 
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