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要旨
Chattonella 属や Heterosigma akashiwo に代表される有害ラフィド藻による赤潮に対
し、有効な対策を講じるには、それらの発生-発達機序の解明が必須である。しかし、
沿岸水域の複雑な物理・化学・生物学的環境により、ラフィド藻赤潮の発生-発達を予
測することは困難な状況にある。本研究では、室内の制御された培養環境下で
Chattonella marina と H. akashiwo の競合を考慮した培養実験を行い、両種の増殖-競合
数理モデルの構築を試みた。モデルによる解析値を実験値や既往の解析値と比較した
結果、水温 20℃の限定した条件ではあるものの、提案したモデルが両種の増殖-競合過
程を概ね再現することを確認した。また、春季の赤潮形成における H. akashiwo の優位
性が増殖率や競争係数のモデルパラメータによって定量的に説明できること、両種の
増殖-競合特性が水温 20～25℃近傍で大きく変化し得ることを論じた。未解明であるラ
フィド藻の赤潮発生-発達機序の解明に向けて本研究アプローチの有用性を確認した。
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緒言
Chattonella 属や Heterosigma akashiwo に代表されるラフィド藻による赤潮は、発生水

域の環境悪化に加え、それらの強力な魚毒性により沿岸養殖業に多大な被害をもたら
してきた。鹿児島県では、長島町沖を中心に Chattonella 赤潮により 2010 年は 36 億円、
2016 年にも 1 億円を超える被害が生じ、その対策は喫緊の課題である。しかしながら、
赤潮は、水温、塩分、光強度、栄養塩濃度などの水域の水質・気象条件に加え、プラン
クトンの種や株、プランクトン同士の競合によっても発達特性が異なるため、赤潮発
生・発達機序は複雑で未だに解明されていない点が多い。赤潮は、その発生の初期段階
に発達を抑制して終息させることが重要であり、そのためには赤潮の発生時期を早期
に特定することが重要である。しかし、現状では赤潮の発生タイミングを特定するこ
とはできていない。
既往の研究

1)–3)

によれば、本研究で対象とする Chattonella marina と H. akashiwo の発

生時期のキーファクターは水温であると考えられる。また、野外観測と室内培養実験
の結果から、まず両種は同時に赤潮にならない。C. marina が夏季～初秋、H. akashiwo

が春季～初夏に赤潮を形成し、その形成時期は一般に異なる。両種とも広温性を有し、
最 適 温 度 は 概 ね 25～ 30℃に 存 在 す る 。 水 温 の 耐 性 の 違 い に よ っ て C. marina と H.
akashiwo の間で時期的な棲み分けが生じていると考えられるが、水温が優占種の季節
的な交代に及ぼす影響や温度条件による両種の競合具合などを詳細に検討した事例は
これまで報告されていない。
本研究では、C. marina と H. akashiwo の水温に対する増殖-競合特性を解明するため
に、まず両種の成長が良好でかつ鹿児島近海の春季の沿岸水温を想定した 20℃の条件
で室内バッチ培養実験を行い、両種の増殖-競合過程を表す数理モデルの構築を試みた。
実験値および既往の解析値との比較によって、構築したモデルの妥当性を確認したう
えで、同モデルによって春季における H. akashiwo の赤潮形成の優位性が増殖率や競争
係数のモデルパラメータによって定量的に説明できることを論じた。また、C. marina
と H. akashiwo の競合特性が 20～25℃近傍で大きく変化する可能性を指摘し、対象と
するラフィ ド 藻 赤潮 の 発生 -発 達 機序の解 明 に向けて本研究 アプ ロ ーチ の有 用性 を確
認した。
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モデル式
C. marina と H. akashiwo の競合状態について、両種の個体数（細胞密度）をそれぞれ

x と y とし、次のロトカ-ボルテラ競争モデル
dx dt  rx x 1   x  ay  K x 

(1)

4) 、 5)

で与える。
dy dt  ry y 1   bx  y  K y 

(2)

ここで r は増殖率、K は環境収容力、t は時間であり、添字の x と y は C. marina と H.
akashiwo をそれぞれ示す。a と b は競争係数と呼ばれ、a は H. akashiwo が C. marina の
増殖を抑制する程度を表し、b はその逆を表す。上式の解法には Runge-Kutta 法を適用
し、VBA によって細胞密度の数値解を求めた。すなわち、式(1)と(2)に基づいた数値解
析によって、C. marina と H. akashiwo を同一培地で混合培養した場合の各細胞密度の
時間変化をそれぞれ算出した。
一方、両種の単独成長モデルを式(1)と(2)から以下のように誘導した。式(1)と(2)にお
いて a= b= 0 のとき、競合相手への抑制は無効となり両式はそれぞれ単独の成長を表す
ロジスティック方程式となる。得られた各微分方程式を解くことで、x と y は次の時間
t の関数式で表される。
x t   Kx

C e
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(3)
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(4)

ここで C は積分定数であり、各種の t＝0 における初期細胞密度から決定される。上式
より、C. marina と H. akashiwo を単独培養した場合の各細胞密度の時間変化が求めら
れる。
モデルパラメータ r、K、a、b は、各式による細胞密度の計算値を実測値と比較する
ことによって決定した。まず、式(3)と(4)による細胞密度の計算値を各種の単独培養実
験値とフィッティングし、r と K を検定した。次に、検定した r と K を式(1)と(2)に用

い、両式よる細胞密度の計算値を各種の混合培養実験値とフィッティングすることに
よって a と b を検定した。実際のフィッティングでは、平均二乗対数誤差の平方根
RMSLE（Root Mean Squared Logarithmic Error）を最小化するようにした。検定したパラ
メータの妥当性は、検定で使用した実験値とは異なる実験値との比較によって検証し
た。以上より、これらのパラメータを C. marina と H. akashiwo の単独培養と混合培養
の実験結果から決定することにより、目的とする両種の増殖-競合モデルを構築した。
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培養実験
室内バッチ培養実験では、国立環境研究所で保存された無菌株 NIES-559 と NIES-6

を、C. marina と H. akashiwo の培養株としてそれぞれ入手して用いた。両株を入手後、
各種を後述する培養条件で数カ月間以上継代培養し、設定した培養条件に十分に馴致
させた。
培地条件は以下のよう に設定し た。鹿児島湾から採水した塩分 29.6 のろ過海水を
121℃で 30 分間オートクレーブ（LBS-325、トミー精工）し、滅菌済み細胞培養フラス
コに 180 ml 分取した。培地の栄養塩濃度を調整するために、粉末状のダイゴ IMK 培地
（和光純薬）から 50 倍濃縮ろ過滅菌培液を別途作製した。この濃縮培液を用いて、試
験培地の溶存無機態窒素 DIN を 2,400 µM および溶存無機態リン DIP を 38.6 µM に調
整し、C. marina と H. akashiwo の成長を制限しない高栄養塩濃度条件とした。
作製した培地に C. marina と H. akashiwo を添加し、以下に示す条件で培養した。同
じ条件で培養した前培養培地から C. marina と H. akashiwo の初期細胞密度が同等とな
るように本培養培地に添加し、各種の単独培養ならびに両種の混合培養の試験区を作
製した。各培地を、室温 20±1℃、12 時間周期の明暗条件で明条件時の光量子量 37.1
µmol m–2 s –1 のように設定したインキュベータ（CLE-303、トミー精工）内で約 1 カ月
間培養した。培養期間では概ね 1 日間隔で各培地から 0.3 ml を計数板（MPC-200、松
浪硝子工業）に分取し、細胞数を倒立顕微鏡（IX70、オリンパス）で計数して細胞密度
を求めた。以上の実験を、初期細胞密度が高密度の約 2,000 cells ml –1 および低密度の約
5 cells ml –1 の各条件で異なる日にそれぞれ実施した。
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結果と考察
まず、単独培養モデル式(3)と(4)による C. marina と H. akashiwo の細胞密度の時間

変化を実験値と比較することによって、両種の r と K をそれぞれ検討した。初期細胞
密度が 2,000 cells ml –1 程度の高密度条件の培養実験との比較により、r x = 0.31 day –1 （分
裂速度換算値で 0.45 div. day –1 ）、K x = 26,600 cells ml –1 、r y = 0.65 day –1 （分裂速度換算値
で 0.94 div. day –1 ）、K y= 268,000 cells ml –1 を得た（Fig. 1(a)および Table 1）。これらの妥
当性を検証するために、約 5 cells ml –1 の低密度条件で別途培養した実験結果とモデル
計算値を比較した結果、両種とも計算値は実測値と概ね一致した（Fig. 1(b)）。ここで
得られたパラメータに関し、比較可能な既往の文献値として C. antiqua と H. akashiwo
の増殖-競合特性を調べた Qiu et al.6) のデータがある。Qiu et al.によれば、r と K は C.

antiqua で 0.42 day –1 （分裂速度換算値で 0.60 div. day –1 ）および 66,167 cells ml –1 、 H.
akashiwo で 0.90 day –1 （分裂速度換算値で 1.30 div. day –1 ）および 540,009 cells ml –1 であ
る。一般に H. akashiwo の r と K は Chattonella 属よりも大きい（たとえば山砥ら
6)

3)

、

7)

Qiu et al. 、Zhang et al. ）。この傾向は本研究で得られた r と K についても同様であり、
各絶対値も既往の文献値

6) 、 7)

と類似した。以上より、検定した r と K は、春季を想定

した水温 20℃の両種の増殖特性を表すパラメータとして妥当と判断した。なお、Qiu et
al.の r と K が本研究のそれらよりも大きかった要因は、Qiu et al.の培養温度が両種の
適温範囲の 25℃であったこと、培養時の光強度が最適強度により近い 250 µmol m–2 s –1
であったことによるものと考える。
次に、混合培養モデル式(1)と(2)により C. marina と H. akashiwo の競合過程を推定
し、実験結果との比較によって a と b を評価した。初期密度が高密度条件の混合培養
実験値に対してモデル計算値をフィッティングした結果、a= 0.17、b= 10 を得た（Fig.
2(a)および Table 1）。この数値の妥当性を低密度条件で別途行った混合培養実験と比較
して調べたところ、両種とも計算値は実測値と概ね一致した（Fig. 2(b)）。上述の Qiu et
al.によれば、C. antiqua と H. akashiwo に対して得られた a= 0.114 および b= 10.6 であ

り、本研究の検定値と類似する。ここで、式(1)より a は H. akashiwo の 1 細胞の影響を
C. marina の 1 細胞分に換算する係数であり、式(2)より b はその逆を示す係数と考える
ことができる。こうした考えに基づいて C. marina と H. akashiwo の競合関係を考察す
ると、H. akashiwo は C. marina の 0.1 細胞分の資源を消費するに過ぎないが、C. marina
の資源消費は H. akashiwo の 10 細胞分に相当するため、競争係数で評価すると C. marina
の競争力は H. akashiwo より強い。競合種の生態学的特性が競争係数 a と b の大小関係
に及ぼす影響は不明であるが、本研究または Qiu et al.により、a と b の大小関係は単純
に細胞サイズによって説明できるかもしれない。つまり、一般にサイズの大きい
Chattonella 属 8)が H. akashiwo よりも多くの資源を消費し、より強い競争力を発揮する
ため、b> a となると考えられる。この点に関しては、Heterocapsa circularisquama 8)より
もサイズが大きいと思われる Gymnodinium mikimotoi 8) の競争係数が大きい

9)

ことも報

告されている。以上より、検定した a と b は、春季を想定した水温 20℃の両種の競合
特性を表すパラメータとして妥当と判断した。
構築したモデルによる C. marina と H. akashiwo の赤潮発生-発達機序の解明に向け、
西日本沿岸域における季節的な優占種交代機序について水温との関係から考察する。
20℃条件で構築した本モデルを用いて、様々な初期細胞密度条件に対する両種の競合
具合を調べた結果、どのような条件であっても競合の末 H. akashiwo が生残し、C. marina
は死滅した。この結果は、春季に相当する 20℃の温度条件下で両種が競合した場合、
H. akashiwo が C. marina よりも有利であることを示す。この H. akashiwo の優位性を両
種の増殖-競合を特徴づけるモデルパラメータ（Table 1）からさらに考察する。C. marina
と H. akashiwo の増殖率 r x と r y は後者が前者よりも約 2 倍大きいが、競争係数 b と a
は前者が後者よりも 60 倍ほど大きい。モデル式(1)と(2)から明らかなように、相手の

増殖を実質的に抑制する効果は低密度条件では極めて小さいため、赤潮初期の低密度
条件では C. marina の比較的大きい競争力はほとんど機能しない。つまり、H. akashiwo
は C. marina の強い競争力をも凌駕する増殖速度によって春季の赤潮形成において極
めて大きい優位性を持つ。しかしながら、20℃よりも高温になった場合は、両種の競合
結果が大きく異なる可能性が高い。たとえば、C. antiqua と H. akashiwo が 25℃で競合
し た 場 合 、 ど の よ う な 初 期 細 胞 密 度 条 件 で あ っ て も C. antiqua が 必 ず 生 残 し 、 H.
akashiwo は全滅する

6)

ことが報告されている。この結果と本研究結果より、C. marina

と H. akashiwo の競合関係において、生残種は 20～25℃で入れ替わり、この水温帯また
はその近傍に両種の優占種交代の温度境界が存在するものと考える。
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結論
本研究では、C. marina と H. akashiwo の増殖-競合特性について、温度条件を 20℃に

限定し、その他は両種の成長を制限しない条件で検討した。培養実験値および既往の
解析値との比較によって、構築したモデルは 20℃における両種の増殖-競合過程を概ね
推定可能である。また、春季の赤潮形成における H. akashiwo の優位性および水温が季
節的な優占種の交代に及ぼす影響について、構築したモデルによる数値解析によって
定量的に評価・説明することができた。今後、様々な培養条件ならびに各条件における
モデル推定値の再現性について検討を重ねる必要はあるが、本研究アプローチが複雑
なラフィド藻の赤潮発生-発達機序の解明に有効であると考える。
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