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要 約

矢作川中流域（愛知県豊田市）における，大型糸状緑藻 Cladophora glomerataの季節消長の要因を理解するために，2001年４月から2002

年３月にかけて C.glomerataの光合成活性を調べた．光合成―光曲線から得られた最大光合成速度（P ）は，0.52（２月）～2.45（５

月）mg C mg Chl.a h ，呼吸速度（R）は，0.08（２月）～0.58（７月）mg C mg Chl.a h の幅で変動した．P とRは水温の

変化に対応して季節変動すると考えられた．現存量の増加に結びつく純光合成速度は，４月～５月そして９月に高くなり，この時期は潜

在的な成長速度が早いことが予測された．過去の研究では，矢作川中流域の C.glomerata現存量は，初夏と秋に極大を示すことが報告さ

れ，本研究で得られた光合成活性の季節変化の傾向とうまく適合した．しかしながら，本研究では，C.glomerataの現存量が初夏に増加

することは無かった．この時期には，河床かく乱のような現存量を減ずる要因が大きく影響していることが予想された．
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はじめに

河床石面上の底生藻群落における Cladophora，Spi-

rogyra，Ulothrixのような大型糸状緑藻の大繁茂は，河川

への栄養塩負荷の増加，あるいは異常気象や人間の過剰

な水利用に起因する河床かく乱の低下など河川環境の大

きな変化を示していると考えられる．その大繁茂は河川

の景観を著しく変化させるだけではなく，他の河川生物

の生息環境や，食う―食われる関係に代表される生物間

相互作用などの改変を引き起こしている（野崎・内田，

2000の総説を参照）．更に，これらは，河川から取水する

用水路や浄水場ろ過池の通水阻害や，河底で堆積腐敗し

て水に異臭味を付け，人間生活に直結する被害も報告さ

れ（Dodds and Gudder, 1992），迷惑な藻類（nuisance
 

algae）と呼ばれている（Whitton,2000）．従って，糸状

緑藻群落が発達する原因を探ることは，その河川に起き

ている環境変化の実態の把握，そしてより良い河川環境

を取り戻すために意義がある．

愛知県三河地方西部の母なる河である矢作川中流域

（豊田市周辺）では，釣師の記録から1990年代に入ると，

Cladophora glomerata群落の発達が顕著になり，鮎の友

釣りの障害となってきた（山本，2000）．これは，矢作川

における近年の大きな環境変化の１つである．矢作川の

C.glomerataは，初夏と秋～冬の年２回，その現存量が

極大に達することが報告されてきている（内田ほか，

2002）．河川底生藻の現存量は，増加要因である成長や蓄

積と，減少要因である河床かく乱による剥離や動物によ

る捕食によって決定される（Biggs,1996）．近年の矢作川

中流域における C.glomerata群落の発達は，ダム建設に

よる河床かく乱頻度の低下（北村ほか，2000；野崎・内

田，2000；内田ほか，2002）が，その原因として考えら

れているが，１年間の中で現存量が２回の極大を示す理

由については明らかにされていない．これは現存量を決

定する要因として，河床かく乱に代表される，現存量を

減少させる方向に作用する要因の理解にのみ焦点を当て

ていて，増加要因，特に成長に関する研究が皆無である

点に原因がある．そこで，本研究では，C.glomerataの

成長の指標として，光合成活性を測定し，その変動から，

C. glomerata群落の季節消長の原因を解析した．

方 法

野外観測は，河口からおよそ43km地点の中流域（愛

知県豊田市）で，2001年４月から2002年３月にかけて月

１回の頻度で実施した（図１）．底生藻の採集は，川底に

方形枠（25cm×25cm）を置き，内部の石を全て取り上

げ，C. glomerataなど糸状緑藻は丁寧に手でつまみ取

り，残った石面付着物は金属ブラシで剥ぎ取り，水に懸
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濁させることによって行った（Nozaki et al.,2002）．底

生藻の懸濁試料は，C.glomerata細胞の計数および，ク

ロロフィル aの定量に用いた．細胞数は，懸濁試料を駒

込ピペットで計数板（Matsunami,S 6117，格子1mm×

1mm，容量1mL）に入れ，光学顕微鏡下で計数した．

なお，C.glomerataが増殖している期間の試料は，駒込

ピペットでは，群体が詰まってしまい，うまく分注出来

ない場合がある．その際には，C.glomerata群体をはさ

みで短く切断する前処理を行って計数した．クロロフィ

ル aは，ガラス繊維ろ紙（Advantec,GF-75,47 mm）

上に捕集した懸濁物から90％アセトンで色素を抽出し，

Lorenzen（1967）の方法で算出した．

底生藻の光合成は，C.glomerata単独と群落全体（C.

glomerataを含む）で，それぞれ測定した．ただし2001年

４月の底生藻群落全体の測定は欠測，2001年６月，８月

は C. glomerata群落が著しく減衰したために単独で測

定することが出来なかった．光合成は，現場で採集した

試料を用いて実験室で明暗びんを用いて測定した

（Nozaki,2001;Nozaki et al.,2002）．試料は，河川水

でクロロフィル a濃度が0.1～0.2mg L になるよう

に希釈し，酸素びん（100mL）に分注した．酸素びんは，

暗室に設置し現場水温に保った水槽に入れ，白熱電球

（300W×２本，National RF300，松下電工）で３時間

照射した．光強度は光源からの距離で調整し，5～900

μmol photon m s の間に６段階設定した．培養終了

後，0.00625M のチオ硫酸ナトリウム溶液（3.1g L ）

を用いたWinkler法で，びん内の酸素を定量した．培養

期間中に生じた溶存酸素の増減は，呼吸商を１と見なし

て炭素に換算した．光合成―光曲線は，以下の式

（Tamiya,1951）で近似させた．

P＝b I/(1＋aI)

ここで

P：総光合成速度（mg C mg Chl.a h ）

I：光強度（μmol photon m s ）

aおよび b：光合成―光曲線の定数

得られた光合成―光曲線が光飽和する光合成速度を，

最大総光合成速度（P ）として活性の指標とした．

結 果

C. glomerata細胞数と底生藻群落全体のクロロフィ

ル a量の季節変化は図２に示した．C.glomerataの細胞

数は，４月～９月までは低く維持され，肉眼では石面上

に殆ど見られなかった．特に６月には28±42細胞 cm

（平均値±標準偏差，試料数３）の極小値を示した．10
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図１ 矢作川と調査地点（○）．

Fig.1 Yahagi River and the location of study site(○).

図２ 糸状緑藻 Cladophora glomerataの細胞数（●）および，
河床の底生藻群落のクロフィル a量（○）の季節変動（平
均値±標準偏差，試料数３）．

Fig.2 Seasonal variations of cell numbers of a filamentous green alga, Cladophora glomerata (●, mean±SD,
n＝3),and chlorophyll a amounts in benthic algal communities (○,mean±SD,n＝3).
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月からは細胞数が増加し，12月と２月に7408±4558，

5274±2108細胞 cm の極大値がそれぞれ観察された．

底生藻群落全体のクロロフィル a量は，C.glomerata細

胞数が低い４月～９月では，10±3（９月）～22±1（６

月）mg m （平均値±標準偏差，試料数３）の間で変動

し顕著に増加することは無かった．一方，石面上に C.

glomerataが肉眼で観察される10月～３月では，クロロ

フィル a量は，44±24（３月）～197±164（12月）mg m

の間で変動し，細胞数と同様に12月と２月に極大値が得

られた．細胞数とクロロフィル a量の季節変化は良く一

致し，両者の平均値の相関は極めて高かった（図３，r＝

0.97，p＜0.01，y＝0.026x＋10.72）．

C. glomerataおよび底生藻群落全体の光合成―光曲

線は，図４に示した．全ての測定で顕著な強光阻害は観

察されなかった．C.glomerataのP は，細胞数が極め

て少なく単独での測定が不可能であった６月と８月を除

くと，４月から12月の間で高い値が得られ，1.24（12月）

～2.45（５月）mg C mg Chl.a h の間で変動した．

９月以降のP は，12月にかけて緩やかに減少し，１月

に入ると0.65mg C mg Chl.a h に半減した．極小

値は２月に得られた0.52mg C mg Chl.a h であっ

た．底生藻群落全体のP は0.55（９月）～2.09（７月）

mg C mg Chl.a h の間で変動し，季節変化の傾向は，

大まかには C. glomerataのP と同じであったが，８

月と９月には非常に低い値を示した．特に９月では，わ

ずかに生育していた C. glomerataが高いP を示した

のに対して，群落全体の値は調査期間中の最小値を示し

た．おそらく C.glomerata以外の藻類の光合成活性が低

下していたのであろう．表１は，C.glomerataおよび群

落全体の光合成―光曲線の定数 a，b，P および呼吸速

度Rをまとめたものである．Rは，４月～８月の値が，

C. glomerataでは0.25（４月）～0.58（７月），群落全

矢作川中流域における糸状緑藻 Cladophora glomerataの光合成活性

図３ 糸状緑藻 Cladophora glomerataの細胞数および，底生
藻群落のクロロフィル a量の関係（r＝0.97，p＜0.01，
y＝0.026x＋10.72）．

Fig.3 Relationship between cell  numbers  of a filamentous green alga,Cladophora glomerata,and chlorophyll a amounts in benthic algal commu nity(r＝0.97,p＜0.01,y＝0.026x＋10.72).
-

表１ 糸状緑藻 Cladophora glomerataと底生藻群落全体で測定された光合成―光曲線の定数（a，

b）最大光合成速度（P ）および呼吸速度（R）．

Table1 Constants (a,b)of Photosynthesis -irradiance curves,maximum photosynthetic
 

rate(P )and resperation rate(R)obtained from a large filamentous green alga,

Cladophora glomerata,and bulk sample of benthic algal community．

Date
 

Cladophora community
 

a  b  P R

(mg C mg Chl.a h )

Bulk benthic algal community
 

a  b  P R

(mg C mg Chl.a h )

25 Apr.2001  0.018  0.035  1.76  0.25  no data no data no data no data
 

15 May  0.023  0.063  2.45  0.34  0.028  0.051  1.173  0.39
 

5 Jun. no data no data no data no data  0.017  0.032  1.58  0.55
 

18 Jul. 0.019  0.043  1.78  0.58  0.013  0.038  2.09  0.75
 

28 Aug. no data no data no data no data  0.015  0.008  0.56  0.49
 

18 Sep. 0.029  0.055  1.59  0.14  0.023  0.012  0.55  0.16
 

11 Oct. 0.008  0.015  1.48  0.14  0.012  0.024  1.64  0.23
 

7 Nov. 0.021  0.034  1.29  0.23  0.018  0.014  0.77  0.13
 

3 Dec. 0.039  0.049  1.24  0.30  0.067  0.071  1.20  0.19
 

15 Jan.2002  0.088  0.048  0.65  0.17  0.050  0.031  0.67  0.15
 

18 Feb. 0.027  0.015  0.52  0.08  0.015  0.019  0.88  0.12
 

26 Mar. 0.041  0.029  0.76  0.17  0.054  0.033  0.68  0.18
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Fig.4 Photosynthesis - irradiance curves of a filamentous green alga, Cladophora glomerata(●,mean±SD,n＝3),and bulk sample of benthic algal community
(○,mean±SD,n＝3).

図４ 糸状緑藻 Cladophora glomerata（●）および，底生藻群落全体（○）の光合成－光曲

線（平均値±標準偏差，試料数３）．
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体では0.39（５月）～0.75（７月）mg C mg Chl. a

h を示し，９月以降に比べて高い値となった．極小値は

２月に得られ，C.glomerataで0.08，群落全体で0.12mg
 

C mg Chl.a h であった．

考 察

鮎釣師の記録によると（山本，2000），1990年代に入る

と，矢作川中流域で C.glomerataが繁茂し，友釣りの障

害になることが記述されている．友釣りが行われる時期

を考えると，その繁茂は６月～９月中旬に発生していた

ことが予想される．事実，内田ほか（2002）は，2000年

初夏に C. glomerata群落が発達したことを報告してい

る．また，多摩川中流域でも春～初夏に河床石面を C.

glomerata群落が頻繁に覆うことが観察されている

（Okada and Watanabe,2002）．しかしながら，2002年

の初夏には，C.glomerata細胞数は増加せず，釣りの障

害になるような大繁茂は観察されなかった．むしろ群落

は友釣り期間終了後の10月から発達が見られた．この秋

の増殖は従来の調査結果と良く一致する（内田，2002）．

藻類の大増殖には，成長速度の上昇，そして，河床か

く乱や捕食による現存量の消失が低く抑えられ蓄積する

ことが必要となる（Biggs,1996）．C. glomerataの野外

における消長には，水温が最も重要な要因となることが

古くから指摘されてきた（Belis, 1968;Wong et al.,

1978;Lorenz and Herdendorf, 1982;Hoffman and
 

Graham, 1984）．つまり，水温が成長律速要因の１つと

して重要であることを示している．図５は，光合成測定

時の水温とP （a）および，R（b）との関係を示した

図である．C. glomerataのP は，水温が19℃であっ

た５月に最大値を記録し，Rの値を考慮した純光合成速

度でも2.11mg C mg Chl.a h となり最大である．

５月の C. glomerataの潜在的な成長速度は１年の中で

最も高い可能性がある．従って，今回は観察されなかっ

たが，過去に C.glomerataが初夏に大増殖したことは，

成長の面から見ると理にかなう結果である．Graham et
 

al.（1982）は，培養株を用いた室内実験の結果から，C.

glomerataの純光合成速度は，水温が13～17℃，光強度が

300～600μmol photon m s の間で最大になることを

見出しており，水温に関しては，本研究の結果とおおよ

そ一致する．

８月には，C.glomerataが少なくなり，単独での光合

成の測定は不可能であったが，底生藻群落全体として測

定されたP は低下し，Rの値も高いことから，C.

glomerataの純光合成速度は低下しているものと考えら

れる．夏期に C.glomerataが減衰することは，北米大陸

五大湖のエリー湖沿岸（Lorenz and Herdendorf,1982），

オンタリオ湖沿岸（Bellis and McLarty,1967）で観察

Fig.5 Seasonal changes of P (a)and R (b)values obtained from a filamentous green alga,Cladophora glomerata(●),and bulk sample of benthic algal community (○)in relation to the water temperature when the photosynthesis was measured. The values of C.glomerata were connected seasonally with solid line. The P and R value of C.glomerata in August could not measure due to it′s decreasing. Thus,the value that was speculated in similar to that of bulk communitiy was connected with dotted line.

図５ 培養水温の変化を考慮した，糸状緑藻 Cladophora glomerata（●）と底生藻群落全体（○）の最大光合成速度（P ＝a）およ
び呼吸速度（R＝b）の季節変化．実線は，C.glomerataのP 値を結んでいる．８月の C.glomerataのP およびR値は，
細胞が少なく測定不可能であったが，底生藻群落全体の値と，ほぼ同じであると仮定し点線で連結した．
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されており，Graham et al.（1982）の研究で水温が25℃

以上になると純光合成速度が低下することから，夏期の

高水温による成長阻害が有力な要因とされている（Do-

dds and Gudder, 1992）．矢作川中流域においても７月

～８月にかけて河川水温が25℃以上に達する（白金，

2002）ので，高水温による成長阻害が生じていると考え

るのが妥当であろう．

水温がやや低下した９月に入ると，わずかに増加した

C. glomerataは，高いP を示し，更にRが７月に観

察された0.58mg C mg Chl.a h から0.14mg C mg
 

Chl.a h に低下しているために，純生産速度としては

７月を上回った．これが10月以降の群落の発達に寄与し

ているのであろう．９月以降，C.glomerata群落の発達

とは逆に，P は減少していった．図６は，C.glomerata

細胞数とそのP との関係であるが，高いP は，細

胞数が少ない時期に得られる傾向が見られた．これは，

群落が厚くなるとともに下部に位置する細胞は，上部の

細胞に遮光され活性が低下するのが原因であろう（相崎，

1980;Boston and Hill,1991;Hill and Boston,1991;

Nozaki,1999 ;2001）．更に１月の急激な低下は，10℃以

下の低水温による活性低下であると思われる（Bellis,

1968）．

本研究の結果から，矢作川中流域における C. glom-

erataの光合成活性は，水温の変化に大きく影響を受け

ていることが予測された．また，光合成活性を潜在的な

成長速度の指標と見なせば，従来から観察されていた本

種の初夏と秋の増殖は，高い光合成を反映していたもの

である可能性が高い．しかしながら，本研究では初夏の

増殖は見られなかった．つまり５月に得られた高い光合

成活性は，群落の発達に結びつかなかったのである．初

夏には，成長速度は高いと予測されるので C.glomarata

の現存量を減らす要因が大きく作用したと考えられる．

内田ほか（2002）は，2001年初夏に C.glomerata群落が

発達しなかった理由として，2000年秋に生じた東海豪雨

による大規模な河床かく乱の影響（田中，2002）が残存

しているとの仮説を提唱している．しかしながら2002年

の初夏にも，本種の増殖は観察されなかった（野崎ほか，

未発表）．Power（1992）は米国カリフォルニア州の河川

では，冬期に増水が生じると，河床かく乱によって捕食

者である水生動物が一掃されるので，春になると C.

glomerata群落が良く発達することを述べているが，こ

れも今回の現象を説明することは出来ない．C. glom-

erataのような大型糸状緑藻群落の発達には長い期間が

かかるため（Peterson and Stevenson,1992），河床の長

期間に渡る安定が重要な要因である（Power and
 

Stewart,1987;Uehlinger, 1991;Power,1992,三橋・

野崎，1999）．本稿では取り組むまでに至らなかったが，

本研究の結果を説明するには，この河床の安定性につい

て解析することが必要であると考えられる．

Summary
 

Photosynthetic activity of a large filamentous
 

green alga,Cladophora glomerata,was investigated to
 

understand their seasonal fluctuation in the middle
 

region of the Yahagi River, Toyota, Aichi, Japan,

from April  2001 to March 2002. Maximum
 

photosynthetic rates (P ) obtained from
 

photosynthesis-irradiance curves and respiration rates

(R) varied in the ranges of 0.52 (February)-2.45

(May)mg C mg Chl. a h , and 0.08 (February)

-0.58 (July) mg C mg Chl. a h , respectively.

Seasonal changes of the P and R values seemed to
 

be related to the change of water temperature. We
 

presumed that the C. glomerata propagates in early
 

summer and autumn,because the net photosynthesis
 

rates which directly connect to the growth were high
 

at April,May and September. Some previous studies
 

were reported that the development of C. glomerata
 

community was observed in early summer and

図６ 糸状緑藻 Cladophora glomerataの細胞数と最大光合成
速度（P ）との関係．

Fig.6 Relationship between the cell number and P value of a filamentous green alga,Cladophora glomerata.
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autumn. However, the biomass of C. glomerata did
 

not increase in early summer in this study. We
 

speculated that any factor regulating the biomass
 

increase such as a disturbance of river-bed had an
 

influence on community development of C. glomerata
 

in early summer 2002.
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