
はじめに

愛知県の中央部を流れる矢作川の中流域で顕著に発生

する大型糸状緑藻 Cladophora glomerata (内田ほか,

2002, 2004) の成長抑制を図るには, 種の繁殖戦略を知

ることが重要であると考え, その生活史を把握する目的

で 2004 年 11 月より室内培養を継続している. 培養下に

おける C.glomerata の初期成長の過程は, 矢作川研究 No.9

に報告した (内田・飯間, 2005). 本稿では, C. glomerata

の初期成長量および室内培養で得られたその発生・生殖・

生活史に関する知見について報告する.

１. 培養に供した天然藻体

室内培養は, 2004 年 11 月から 2005 年 9 月にかけて,

矢作川本川の豊田市池島町 (旧東加茂郡旭町池島), 豊田

市西広瀬町, 豊田市扶桑町, 豊田市越戸町, 岡崎市細川

町 (葵大橋), 岡崎市矢作町 (矢作橋) で採取した天然藻

体を用いた (表１, 図１).

2005 年 3 月14, 15日に採取した天然藻体の粗培養状況

を比較すると, 岡崎市細川町 (葵大橋) および岡崎市矢

作町 (矢作橋) で採取した天然藻体の粗培養では, 緑藻

Scenedesmus 属および Ulothrix 属が異常増殖し, C. glomerata

の単藻培養継続が不可能となった. 一方, それより上流

に位置する, 豊田市池島町, 豊田市西広瀬町, 豊田市扶桑

町で採取した天然藻の培養では, 他種の発生はほとんど

みられず, 単藻培養を順調に行うことができた.

豊田市扶桑町で採取した C. glomerata の培養状況を比

較すると, 11月および12月に採取した天然藻体では他の

藻類や水生菌の繁殖がほとんどなかったが, 7 月に採取

した天然藻体では糸状菌が繁殖した. 豊田市池島町で採

取した C. glomerata では, 2004年12月や2005年 3 月に採

取した天然藻の単藻培養は順調であったが, 2005年 4 月

22日に採取した天然藻体では, Scenedesmus 属の増殖が著
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表１ 培養に供した天然藻体.

採取年月日 採 取 場 所 採取時の水温

2004年11月 9 日 豊田市越戸町 14.1℃
11月18日 豊田市越戸町 12.4℃
11月29日 豊田市扶桑町 (平戸橋下流 0.9km) 11.1℃
12月 1 日 豊田市扶桑町 (平戸橋下流 0.9km) 10.4℃
12月28日 豊田市池島町 14.1℃

2005年 3 月14日 豊田市池島町 6.6℃
3 月14日 豊田市西広瀬町 6.3℃
3 月15日 豊田市扶桑町 (平戸橋下流 0.9km) 6.7℃
3 月15日 岡崎市細川町 (葵大橋) 7.1℃
3 月15日 岡崎市矢作町 (矢作橋) 9.5℃
4 月22日 豊田市池島町 10.0℃
6 月 9 日 岡崎市細川町 (葵大橋) 22.0℃
6 月 9 日 岡崎市矢作町 (矢作橋) 25.6℃
7 月25日 豊田市扶桑町 (平戸橋下流 0.9km) 24.9℃
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しかった.

2004 年11月から2005年 7 月における培養では, 同時期

に採取した天然藻体であっても生育場所によって単藻培

養が容易な場所とそうでない場所があった. また, 同一

採取場所の天然藻体であっても, 採取時期によって順調

に培養が進行する場合とそうでない場合があった.

２. 初期成長量

材料と方法

材料：豊田市扶桑町で2004年11月29日および12月 1 日に

採取した C. glomerata の天然藻の 2 代目培養藻体を用い

た (表 2).

方法：2 代目発芽体の集合体の小片を培養液 40ml を入れ

た試料カップ (径 60mm, 高さ 50mm, ポリエチレンテレフ

タレート樹脂, ケニス株式会社製) に分けて移した (2005年

3 月16日). 藻体が成長し, 細胞壁が厚くなり天然藻体と

似た状態になった時点で湿重量の測定を開始した. 湿重

量は, 各試料カップの藻体を培養液で湿らせたワイパー

上に 3 秒程乗せ, 藻体表面の水分を除去し, 電子天秤で

計測した. 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.

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) を用いた. 河川水

の滅菌は, 表流水を採取しフィルターろ過した後, 21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 (内田・飯間, 2005) 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. 珪藻の発生抑制には, 二酸化

ゲルマニウム (GeO2) を用いた. GeO2 250mg を 1000ml
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表 2 初期成長量の測定を行った培養藻体.

採取日 採取場所 供した世代 発芽体分離 測定開始

グループ 1 (ｎ＝34) 2004/12/1 豊田市扶桑町 F2 05/3/16 05/4/7
グループ 2 (ｎ＝13) 2004/11/26 豊田市扶桑町 F2 05/3/16 05/4/11
グループ 3 (ｎ＝18) 2004/12/1 豊田市扶桑町 F2 05/3/16 05/4/19

図１ 採取位置.



の蒸留水に加え原液とし, 試料カップ 40ml の培地に 1ml

(GeO2 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, 15℃, 日長条件は 14 時間明期・10 時間暗

期, 光強度 114μmol/m2/sec とした.

結果

得られた湿重量の変化を図 2 に示した (参照図 3). グ

ループ 1 (ｎ=34) の増加湿重量 (平均) は測定開始後32

日には開始時の約 8 倍, グループ 2 (ｎ＝13) では29日

後に約 7 倍, グループ 3 (ｎ＝18) では35日目に20倍で

あった.

実験に供した 3 グループの成長量は, 平均湿重量で,

発芽後約30日から40日の間には 0.14～0.25 mg/day, 発芽

後約30日から50日の間には, 0.19～0.36 mg/day, 発芽後

約30日から60日の間には 0.38～1.2 mg/day であった.

３. 生活史における遊走細胞の観察

(1) 遊走細胞数

1 細胞から放出される遊走細胞数を確認するため, 成

熟した母藻をカミソリを用いて切断し, 数細胞の小枝を

高撥水性印刷スライドグラス (松波硝子工業株式会社製)

に移し, 遊走細胞を放出させた. 遊走細胞が母藻から完

全に放出したのを確認後, ルゴール液＊ (厚生省生活衛生

局水道環境部, 1993) で固定し, 細胞数を計数した. 同

時に各遊走細胞の鞭毛数の確認も行った (表 3).

１細胞から放出される遊走細胞数は, 少ないもので65個,

多いものでは 303 個を計数した. 65個の遊走細胞を放出

した母藻の細胞のサイズは, 幅20μm, 長さ50μm であっ

た (図 4 ). それよりサイズが大きい幅40μm, 長さ 180

μm の細胞 (図 5 ) からは, 225 個, 幅45μm, 長さ 220

μm の細胞 (図 6 ) からは, 303 個の遊走細胞を確認した.

遊走細胞数は母藻細胞のサイズが大きいと多く, 小さい

と少なかった.

＊ルゴール液：ヨウ化カリウム 2 g を精製水約 50ml で溶かした

ものに, ヨウ素 1g を少量ずつ加えてよく溶かしたのち, 精製

水を加えて全量を 300ml とした.
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図 2 Cladophora glomerata の初期成長量.
◆ 平均湿重量. 誤差線は標準偏差を示す.

(mg)
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測定開始０日目の培養藻の様子

グループ 1 (カップ 3)

グループ 1 (カップ 2)

グループ 1 (カップ 1)

図 3 Cladophora glomerata の初期成長の様子.

測定開始後 14 日目の培養藻の様子

→

→

→



(2) 遊走細胞の形態と鞭毛数

遊走細胞の形態は, 球形と西洋梨形を確認した. 遊走

細胞のサイズは, 西洋梨形で幅16μm, 長さ 22μm (図 7),

球形では, 直径 13～16μm (図 8－11) とそれより少し小

さいサイズの直径 8μm (図 12) のものも確認された.

鞭毛数は 2 本 (図 7－8, 図 10) と 4 本 (図 9, 図 11－

12) の 2 種類が確認された. 固定のタイミングによって

遊走細胞の活動時期が微妙に異なるためか, 鞭毛が固定

できた遊走細胞とそうでない遊走細胞が混在していた.

すでに運動を停止し着生した状態の遊走細胞は, 鞭毛数

が確認できなかった. 4 本の遊走細胞の割合は低く, 豊

田市池島町で採取した天然藻体から放出された遊走細胞

では, 4 本の割合は全体の 10％以下であった (表 3).
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図 4 豊田市西広瀬町で 2005 年 3 月 14 日に採取した天
然藻体の培養藻 2 代目. 65 個の遊走細胞を放出し
た.

図 5 豊田市池島町で 2005 年 3 月 14 日に採取した天然
藻体の培養藻 2 代目. 225 個の遊走細胞を放出し
た.

図 6 豊田市池島町で 2005 年 3 月 14 日に採取した天然
藻体の培養藻 2 代目. 303 個の遊走細胞を放出し
た.

図 7 豊田市扶桑町で 2004 年 11 月 26 日に採取した天
然藻体の培養藻体 2 代目から放出された遊走細胞.
西洋梨型. 2 鞭毛. ルゴール液で固定後, 撮影.

図 8 豊田市扶桑町で 2004 年 11 月 18 日に採取した天
然藻体の培養藻体初代から放出された遊走細胞.
球形. 2 鞭毛. ルゴール液で固定後, 撮影.
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図 9 豊田市扶桑町で 2004 年 11 月 18 日に採取した天
然藻体の培養藻体初代から放出された遊走細胞.
球形. 4 鞭毛. ルゴール液で固定後, 撮影.

図 10 豊田市池島町で 2004 年 12 月 28 日に採取した天
然藻体の培養藻体 2 代目から放出された遊走細
胞. 球形. 2 鞭毛. ルゴール液で固定後, 撮影.

図 11 豊田市池島町で採取した天然藻の培養藻体 2 代
目から放出された遊走細胞. 球形. 4鞭毛. ルゴー
ル液で固定後, 撮影.

図 12 豊田市池島町で 2005 年 3 月 15 日に採取した天
然藻体の培養藻体 2 代目から放出された小さい
サイズの遊走細胞. 球形. 4 鞭毛. ルゴール液で
固定後, 撮影.

表 3 １細胞より放出された遊走細胞の数とその鞭毛数.



(3) 遊走細胞の接合

培養中, 培養液の交換時に藻体の成長状況を把握する

目的で, 培養藻を生物顕微鏡下で確認した. その際, 遊

走細胞の放出の瞬間から放出後の運動の様子を観察した

(表 4).

遊走細胞は, 培養藻の先端近くの栄養細胞が成熟し遊

走細胞嚢となり, そこから放出される場合が多い. 遊走

細胞の多くは母藻細胞から放出後, 単独でくるくる廻る

運動を繰り返すが, 中には, サイズの異なる大小の遊走

細胞が互いに絡み合いながら遊泳し (図 13－14), ハー

ト形もしくは不定形に変形, 融合して 1 つの球形になる

ものも確認された (図 15－16). サイズの異なる遊走細

胞同士が絡み合う運動はしばしば観察できたが, 接合に

至った事例は 5 例確認された (表 4). 融合後は, 母藻の

細胞壁やスライドグラス上に付着し不動となった (図17).
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図 13 豊田市池島町で 2004 年 12 月 28 日に採取した天
然藻体の培養藻体初代から放出された遊走細胞.
サイズの異なる遊走細胞が絡み合いながら運動
をしている. 運動中を撮影.

図 15 豊田市池島町で 2004 年 12 月 28 日に採取した天
然藻体の培養藻体初代から放出された遊走細胞.
サイドバイサイド型に変形し, 回転運動をして
いる. 運動中を撮影.

図 17 豊田市扶桑町で 2004 年 11 月 26 日採取した天然
藻体の培養藻体 3 代目から放出された遊走細胞.
サイズの異なる 2 個の遊走細胞が 1 つに融合し,
母藻の細胞壁に付着し, 不動となった.

図 14 豊田市池島町で 2004 年 12 月 28 日に採取した天
然藻の培養藻体初代から放出された遊走細胞.
サイズの異なる遊走細胞が絡み合いながら運動
をしている. ルゴール液で固定後に撮影.

図 16 豊田市池島町で 2004 年 12 月 28 日に採取した天
然藻体の培養藻体初代から放出された遊走細胞.
2 個の遊走細胞が接合した直後の状態. ルゴール
液で固定後に撮影.



４. 考 察

緑藻 Cladophora シオグサ属の生活史には 2 型が知られ

ており, 1 つは複相体のみで核相の交代がみられない型,

他方は単複相の両世代が交代する型が知られている (越

坂, 1978). 単複相の両世代が交代する型には海産のシオ

グサ属が該当し, その生活史は解明されている (越坂,

1994). これに対して淡水産種 C. glomerata の生活史は,

通常, 無性生殖であり核相の交代は行われないと考えら

れているが, １例のみ接合の事例も報告されている (新

山, 1994). 一般に複相体に遊走子が形成されるときは,

原則として減数分裂が行われ, できた遊走子は単相であ

るが, C. glomerata は時として減数分裂を経ないで複相の

遊走子をつくるアクセサリー生殖を含む生活史をもつ種

類とされている (広瀬 1965, p.64, p.472第 204図 V,W).

本研究で確認した遊走細胞の接合は, 同一個体から放

出された遊走細胞同士で行われたものであることから,

単複相の両世代が交代する型ではなく, 擬似的な有性生

殖的接合行動の可能性が大きいと考えられるが, あるい

は自家受精である可能性も考えられる.

矢作川における C. glomerata の繁茂を抑制するには,

個体群の維持や分布の拡大方法の究明が重要である. 矢

作川産の C. glomerata の生活史が従来報告されてきた無

性生殖を主流としているのか, 核相の交代を生活史のど

こかで行っているのかどうかを明らかにし, その繁殖戦

略の解明につなげたいと考えている. 今後, 培養藻の世

代ごと, また生育場所や季節ごとに染色体数の確認を行

う計画である.

生活史の解明を図る一方で, 今後は, 今回得た室内培

養の一定条件における C. glomerata の初期成長量を元に,

光強度, 栄養塩濃度などの環境条件をコントロールし,

成長速度の違いの把握を行う予定である.
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表 4 遊走細胞の接合(融合し１つの球形になるまで)を確認した培養藻.

確認日 母藻採取地 採取日 世代

2005/4/11 豊田市池島町 04/12/28 F1
2005/5/17 豊田市扶桑町 04/12/1 F2
2005/5/24 豊田市池島町 05/3/16 F1
2005/6/6 豊田市扶桑町 04/11/8 F2
2005/7/9 豊田市扶桑町 04/11/29 F3
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