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１．九州海域における有害赤潮等発生監視と発生機構の解明 

２）鹿児島湾における有害赤潮等発生監視と発生機構の解明 

 

鹿児島県水産技術開発センター 

西広海・保科圭佑・矢野浩一・小湊幸彦 

 

１．全体計画 

（１）目的 

 近年、沿岸域の開発や経済活動による海域への環境負荷の増加による漁場環境への

影響が懸念されている。また、周辺海域に出現するプランクトンの種構成が変化し、

新たに有害赤潮が発生する海域が拡大する傾向にあることから、これらによる漁業被

害の防止対策が必要とされている。 

このため、シャットネラ、コクロディニウム、ヘテロシグマなどの赤潮による甚大

な被害を経験している八代海及び鹿児島湾において、これらの発生状況に関する環境

調査を実施することにより、赤潮の発生機構解明及び発生予察技術の開発を行うこと

を目的とする。 

 

２．平成２６年度計画及び結果 

（１）目的 

 鹿児島湾において有害赤潮プランクトンの発生状況及び海洋環境を広域的に調査すると

ともに、室内実験によりシャットネラ属等の増殖特性を把握する。 

（２）試験等の方法 

  １）漁場環境調査 

   ア．調査海域及び調査定点 

    図 1－2－１に示す鹿児島湾の 12 点 

   イ．調査期間と調査頻度 

    平成 26 年 4 月～7 月は毎月 2 回、平成 26 

年 8 月～平成 27 年 3 月は毎月 1 回 

   ウ．観測層 

    各調査定点の水深 0、10m 

   エ．調査項目 

    気象データの収集：天候、雲量、風向、 

風力、降水量、気温、日照時間 

    多項目水質計による測定：水温、塩分、 

クロロフィル蛍光値、溶存酸素濃度 

    採水による調査：クロロフィルａ濃度、 

栄養塩（NO２-N、NO３-N、NH４-N、 

TDN、PO４-P、TDP、SiO２-Si）濃度、 

植物プランクトンの同定・計数（有 

 

図1‒2‒1．鹿児島湾における調査定点 
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害種、種組成 

 

  ２）室内培養試験による赤潮増殖特性の解明 

    ①第 1 回試験 

   スケレトネマ属（Skeletonema tropicum）の増殖に及ぼす水温、塩分、光強度の影

響について、八代海で採取し人工培養した株を用い、室内試験を実施した。試験区は、

水温を 25℃、27℃、29℃の 3 段階、塩分を 28、30、33 の 3 段階、光強度を 10、50、

100 μmol/ m2/s の 3 段階を組み合わせた区を設定した（表 1－2－1）。各区は 3 本ず

つ試験管に、八代海で採集し、ろ過して滅菌した海水を用いて調整した f/2改変培地に、

スケレトネマ属を細胞密度が 100 cells/ml となるよう接種した。照明は 14 時間明、10

時間暗周期とした。以上の条件で、14 日間の培養試験を行い、期間中の最高細胞密度

及び対数増殖している期間の細胞密度を基に最小二乗法で比増殖速度を算出し、それ

ぞれに対する水温、塩分、光強度の 3 要因による影響および交互作用を、フリーソフ

トの R を用い、分散分析により検定した。また最高細胞密度及び比増殖速度とも、水

温、塩分、光強度それぞれの平均値の差について、Tukey の多重比較検定法により検

定した。 

 

②第 2 回試験 

    シャットネラ属（Chattonella antiqua）とスケレトネマ属（Skeletonema tropicum）

の増殖に及ぼす水温、光強度の影響及び相互作用について、人工培養した細胞株を用

い、室内試験を実施した。試験区は、水温を 18℃、20℃、23℃の 3 段階、光強度を 10、

50、100 μmol/ m2/s の 3 段階に設定して組み合わせ、塩分は 28 の固定とし、それぞれ

シャットネラ属とスケレトネマ属の単独培養と、混合培養した区を設定した（表 1－2

－2）。 

    各区は 3 本ずつ試験管に、八代海で採集し、ろ過して滅菌した海水を用いて調整し

た f/2 改変培地に、シャットネラ属とスケレトネマ属を細胞密度が 100 cells/ml となる

よう接種した。照明は 14 時間明、10 時間暗周期とした。以上の条件で、14 日間の培

養試験を行い、期間中の最高細胞密度及び対数増殖している期間の細胞密度を基に最

小二乗法で比増殖速度を算出し、それぞれに対する水温、塩分による影響および相互作

用について、単独培養と混合培養の平均値の差を検定した。 

    検定はフリーソフトの R を用い、あらかじめ F 検定で分散を比較し、母分散が等し

いと推定された場合は「t 検定：等分散を仮定した 2 標本による検定（スチューデント

の t 検定）」で、母分散が等しくないと推定された場合は「t 検定：分散が等しくない

と仮定した 2 標本による検定（ウェルチの t 検定）」で行った。 
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表 1‒2‒1．スケレトネマ属の培養試験区の設定（第 1 回試験） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1‒2‒2．試験区の設定（第 2 回試験） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）結果及び考察 

 １）漁場環境調査 

① 気象 

図 1－2－2 に溝辺アメダ

スの降水量 、牧ノ原アメダ

スの日照時間を、表 1－2－

3 に九州南部地域における

気温、日照時間及び降水量

の旬別階級区分を示す。 

気温をみると、6 月上  

旬～7 月下旬は平年並みか 

平年より低く推移した。 

 5 月中旬、6 月下旬、7 月 

上旬と8月上旬にまとまった降雨があった。6月上旬～7月上旬の梅雨時期の降水量は、

概ね平年より多かった。 

日照時間は 5 月が概ね長かったが、6 月上旬～10 月中旬は平年並みか平年より短かっ

た。 

図1‒2‒2．鹿児島湾における降水量と日照時間の推移 

（降水量：溝辺アメダス，日照時間：牧ノ原アメダス）
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表 1‒2‒3．九州南部地域における気温，日照時間及び降水量の旬別階級区分 

（4 月～10 月：気象庁ＨＰ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 植物プランクトン 

   調査定点②、⑧、⑪における植物プランクトン(表層）の組成変化を図 1－2－3、1－2

－4、1－2－5 に、図 1－2－6 に鹿児島湾における Chattonella marina の最高細胞数の

推移を示す。 

 湾央部の St.②では、6 月以降に珪藻類が増加して下旬にはピークとなった。8 月以降

は 9 月中旬に珪藻類がやや増加したほかは、概ね低水準で推移した。湾奥部の St.⑧と⑪

は、6 月以降に珪藻類が増加して下旬にピークとなった。7 月中旬以降はプランクトンの

細胞密度は低水準だったが、9 月中旬に一時増加し、その後は低水準で推移した。 

   6 月下旬～7 月上旬には湾奥部で Chattonella marina が赤潮を形成した。5 月下旬か

らシャットネラ細胞が確認（1cell/ml）されていたが、6 月 23 日に湾奥部の牛根地先や

桜島沿岸にパッチ状の着色がみられ、最高 1,600cells/ml であった。6 月下旬までは潮目

に小規模な着色域が確認された。7 月以降は細胞密度は低密度ながら増減したが、7 月 7
日にパッチ状の着色域が確認されたのを最後に見られなくなり、終息した（図1－2－7）。 

 
図1‒2‒3．鹿児島湾における植物プランク

トンの組成変化（St.②表層） 

図1‒2‒4．鹿児島湾における植物プランク

トンの組成変化（St.⑧表層） 
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③水温 

   表層水温は概ね平年並みかやや低めで推移した。表層水温の最高値は7月下旬の湾奥

部で28.7℃、最低値は4月上旬の湾奥部で16.5℃であった。湾奥部では表層と30m層の

水温差から6月から9月にかけて成層が形成されたと考えられる。また10月以降の水温が

ほぼ等しくなっていることから，鉛直混合が活発になり成層が崩れたと考えられる。 

 

図1‒2‒8．湾央部における水温の経時変化    図1‒2‒9．湾奥部における水温の経時変化 

 

④塩分 

   表層塩分は、湾奥部では降雨の影響で6月下旬から7月下旬にかけて30を下回ったが、

全体的に平年並みからやや高めで推移した。 

図1‒2‒5．鹿児島湾における植物プランク

トンの組成変化（St.⑪表層） 

図1‒2‒6．鹿児島湾におけるChattonella m

arina の最高細胞数の推移 

図1‒2‒7．鹿児島湾におけるChattonella marina 赤潮の発生状況 
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図1‒2‒10．湾央部における塩分の経時変化    図1‒2‒11．湾奥部における塩分の経時変化 

 

⑤透明度 

   透明度は春季・夏季にかけて低下し、冬季にかけて上昇する例年と同様の傾向で推移

した。最高値は1月の湾奥部で16.3m、最低値は6月下旬の湾奥部で3.3mであった。 

 

図1‒2‒12．湾央部における透明度の経時変化   図1‒2‒13．湾奥部における透明度の経時変化 

 

⑥栄養塩 

表層DINは平年より低め、表層DIPはほぼ平年並みで推移した。表層の最大値は

DIN、DIPともに1月でそれぞれ10.0 μg-at/L、1.03 μg-at/L、最小値はDINでは6月上旬

で0.1 μg-at/L、DIPで5月下旬の0.01 μg-at/Lであった。また、8月から10月の湾奥部に

おいて、30m層でDIN、DIPとも高くなった。 

図1‒2‒14．湾央部におけるDINの経時変化  図1‒2‒15．湾奥部におけるDINの経時変化 



- 47 - 
 

図1‒2‒16．湾央部におけるDIPの経時変化   図1‒2‒17．湾奥部におけるDIPの経時変化 

 

⑦溶存酸素量 

   表層の溶存酸素量は、ほぼ平年並みかやや高めで推移した。最高値は5月下旬の湾奥

部で9.3 mg/L、最低値は湾奥部の1月で5.8 mg/Lであった。また30m層でも調査期間中

に4.0 mg/Lを下回ることはなかった。 

図1‒2‒18．湾央部における溶存酸素量の経時  図1‒2‒19．湾奥部における溶存酸素量の経時 

変化                      変化 

 

⑧St11における鉛直分布の経時変化 

a.水温 

6月上旬から成層が形成されはじめ、水温の上昇とともに安定した。10月以降は表

層と30m層の水温差が小さくなり、成層が崩れて鉛直混合が生じ、水温低下とともに

鉛直混合は底層まで及んだ（図1－2－20）。 

b.塩分 

    表層では降雨の影響により6月下旬から7月下旬にかけて30を下回ったが、それ以外

の月では30以上で推移した（図1－2－20）。 

c.溶存酸素量 

 表層から水深30mでは、調査期間中に4.0 mg/Lを下回ることはなかった（図1－2

－20）。 

d.クロロフィル濃度 

  5月中旬から8月下旬までは概ね10m層以浅にクロロフィル濃度のピークがみられた

が11月下旬には水深20～30m層にかけて、クロロフィル濃度のピークがみられた（図
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1－2－20）。 

e.栄養塩 

4月上旬から11月下旬の表層の栄養塩は低く推移した。8月から10月に30m層で栄

養塩が高くなったが（図1－2－15、1－2－17）、底層の栄養塩が供給されたものと

考えられる。水温や塩分の分布からも12月から1月にかけては鉛直混合が活発であっ

たと考えられ、栄養塩濃度も表層から50m層までは上昇し均一となった（図1－2－

20）。 

 

 

 

 

 

 

 

図1‒2‒20．水温、塩分、ＤＯ、クロロフィル、栄養塩（DIN、DIP、SiO2）の鉛直分布の 

経時変化（St.11） 

 

２）室内培養試験による赤潮増殖特性の解明 

①第１回試験 

（最高細胞密度） 

スケレトネマ属の細胞密度の推移を見ると、水温25℃では、光強度50 µmol/m2/s以

上では、塩分が高くなるほど増殖が早い傾向が見られた。水温27℃、光強度100 
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µmol/m2/sでは塩分の差による増殖の差はあまり見られなかった。水温29℃ではどの

光強度でも塩分の差による増殖の差は見られなかった（図1－2－21）。 

最も最高細胞密度が高かったのは水温27℃、光強度10 µmol/m2/s、塩分30区の

362,267 cells/mlで、最も低かったのは水温25℃、光強度100 µmol/ m2/s、塩分28区

の74,517 cells/mlであった（表1－2－4）。 

また、試験期間中の最高細胞密度に対して、水温、塩分、光強度とも有意に影響

し、最高細胞密度は水温が高くなるほど高く、塩分33で有意に低く、光強度100 

µmol/m2/sで有意に低くなった（図1－2－22）。また塩分と光強度、水温と塩分と光

強度の交互作用が有意に認められた（p＜0.01）（図1－2－23）。 

 

表 1‒2‒4．第１回試験（スケレトネマ属）結果 
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図 1‒2‒21．スケレトネマ属の細胞密度の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各項目の異なる文字間で，有意差があることを示す（p＜0.05） 

図 1‒2‒22．スケレトネマ属の水温別，塩分別，光強度別の最高細胞密度 

      

 

 

 

 

 

 

 

図 1‒2‒23．スケレトネマ属の最高細胞密度に対する水温，塩分，光強度の交互作用 
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（比増殖速度） 

最も比増殖速度が高かったのは水温27℃、光強度100 µmol/m2/s、塩分30区の

2.95 ind/dayで、最も低かったのは水温25℃、光強度10 µmol/m2/s、塩分33区の

0.84 ind/dayであった（表1－2－4）。 

     試験期間中の比増殖速度に対して、水温、塩分、光強度の３要因のうち、水温と光

強度が有意に影響し（p＜0.001）、水温は 27℃区が他の水温区より比増殖速度が有

意に高かった。また光強度が強くなるほど比増殖速度は増加し、光強度 10 µmol/m2/s

区は他の光強度区と有意な差がみられた（図 1－2－24）。 

     どの塩分でも、水温 27℃で比増殖速度が高かった。またどの光強度でも水温 27℃

の比増殖速度が高く、水温と光強度で交互作用が有意に認められた（p＜0.01）（図

1－2－25）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各項目の異なる文字間で，有意差があることを示す（p＜0.05） 

図 1‒2‒24．スケレトネマ属の水温別，塩分別，光強度別の比増殖速度 

         

 

 

 

 

 

 

図 1‒2‒25．スケレトネマ属の比増殖速度に対する水温，塩分，光強度の交互作用 

 

  ②第２回試験 

（最高細胞密度） 

シャットネラ属で最も最高細胞密度が高かったのは水温 20℃、光強度 50 

µmol/m2/s、混合培養区の 4,253 cells/ml で、最も低かったのは水温 18℃、光強度 10 

µmol/m2/s、混合培養区の 730 cells/ml であった。スケレトネマ属で最も最高細胞密

度が高かったのは水温 23℃、光強度 50 µmol/m2/s、単独培養区の 275,800 cells/ml

で、最も低かったのは水温 18℃、光強度 50 µmol/m2/s、単独培養区の 170 cells/ml

であった（表 1－2－5）。 

シャットネラ属の細胞密度の推移を見ると、単独培養では、どの水温区とも光強
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度が 10 μmol/m2/s より

50 μmol/m2/s 以上のほ

うが細胞密度が高かっ

たが、20℃区では 9 日

目以降、23℃区では 7

日目以降に細胞密度が

減少した。混合培養区

は単独培養区と細胞密

度は概ね同様に推移し

た（図 1－2－26）。 

スケレトネマ属の細胞

密度の推移を見ると、い

ずれの試験区も9日目も

しくは 12 日目までほと

んど増殖が見られず、低

密度で推移した。水温

18℃、20℃の区は、単独

培養、混合培養とも培養

12 日目以降に細胞密度

の増加がみられたが、23℃区の単独培養区は 12 日以降に急激に細胞密度の増加がみ

られたものの、混合培養区は最後まで増殖が見られなかった（図 1－2－26）。 

シャットネラ属単独培養の最高細胞密度は、光強度が 10 μmol/m2/s では水温が高

くなるほど細胞密度が高くなったが、光強度が 50 μmol/m2/s 以上では水温 20℃区

が最も高かった。スケレトネマ属単独培養の最高細胞密度は、23℃区の 50 μmol/m2/s

以上が突出して高かった。どの光強度区とも、水温が高くなるほど細胞密度が高く

なった（図 1－2－27）。 

シャットネラ属とスケレトネマ属の最高細胞密度を水温別、光強度別に比較する

と、水温 18℃区、20℃区では光強度が 50 μmol/m2/s 以上の区でシャットネラ属の

方がスケレトネマ属より 3.1 倍から 14.6 倍と有意に高かった（ｐ＜0.05）が、水温

23℃区はスケレトネマ属の方がシャットネラ属より 4.3 倍から 90.8 倍と有意に高

かった（ｐ＜0.05）（図 1－2－28）。 

シャットネラ属とスケレトネマ属の混合培養による相互作用を水温別、光強度別

に比較すると、シャットネラ属は水温 20℃区では光強度 10 μmol/m2/s では単独培

養区のほうが有意に高かったが、50 μmol/m2/sでは逆に混合培養区のほうが高くなっ

た。（ｐ＜0.05）（図 1－2－29）。 

スケレトネマ属は、水温 18℃で光強度 50 μmol/m2/s 以下の区で、混合培養区の方

が単独培養区より最高細胞密度が有意に高く、水温 23℃、光強度 50 μmol/m2/s 区

で単独培養区の方が混合培養区より最高細胞密度が有意に高かった（ｐ＜0.05）ほか

は、単独培養と混合培養の有意な差はみられなかった（図 1－2－29）。 

 

表 1‒2‒5．第２回試験（ｼｬｯﾄﾈﾗ属、ｽｹﾚﾄﾈﾏ属）結果 
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図 1‒2‒26．シャットネラ属とスケレトネマ属の細胞密度の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‒2‒27．シャットネラ属とスケレトネマ属の水温別，光強度別の最高細胞密度 
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図 1‒2‒28．シャットネラ属とスケレトネマ属の最高細胞密度の水温別，光強度別の比較 

 

 
図 1‒2‒29．シャットネラ属とスケレトネマ属の最高細胞密度に対する相互作用 

 

（比増殖速度） 

    シャットネラ属で最も比増殖速度が高かったのは水温 23℃、光強度 50 µmol/m2/s、

単独培養区の 1.06 ind/day で、最も低かったのは水温 18℃、光強度 10 µmol/m2/s、単

独培養区の 0.19 ind/day であった。スケレトネマ属で最も比増殖速度が高かったのは

水温 20℃、光強度 100 µmol/m2/s、単独培養区の 1.61 ind/day で、最も低かったのは

水温 20℃、光強度 100 µmol/m2/s、混合培養区の 0.36 ind/day であった（表 1－2－

5）。 

シャットネラ属単独培養の比増殖速度は、光強度が 10 μmol/m2/s の区では水温によ

る差はそれほどなかったが、光強度 50 μmol/m2/s 以上の区では、水温の上昇とともに

高くなった。スケレトネマ属単独培養の比増殖速度は、光強度 10 及び 100 μmol/m2/s

の区では、水温 20℃区が最も高かった（図 1－2－30）。 

シャットネラ属とスケレトネマ属の比増殖速度を水温別、光強度別に比較すると、ど
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の水温、光強度区ともスケレトネマ属の方がシャットネラ属より 1.3 倍から 4.2 倍と高

く、水温 18℃で光強度 10 μmol/m2/s 区、20℃で光強度 10 及び 100 μmol/m2/s 区、水

温 23℃で光強度 50 μmol/m2/s 以上の区で有意に高かった（ｐ＜0.05）（図 1－2－31）。 

シャットネラ属とスケレトネマ属の混合培養による相互作用を水温別、光強度別に

比較すると、シャットネラ属の比増殖速度は水温 18℃、光強度 50 μmol/m2/s 以上の

区、水温 23℃、光強度 10 μmol/m2/s の区で混合培養区が単独培養区より有意に高か

く（ｐ＜0.05）、水温 23℃、光強度 50 μmol/m2/s の区で混合培養区が単独培養区より

有意に低かった（ｐ＜0.05）ほかは、単独培養区と混合培養区の有意な差は見られな

かった（図 1－2－32）。 

スケレトネマ属は、水温 18℃でいずれの光強度も単独培養区と混合培養区の有意な

差はみられなかった。20℃区では単独培養区より混合培養区の方が 100 μmol/m2/s 区

は有意に低かった。水温 23℃区では、単独培養区より混合培養区の方が 100 μmol/m2/s

区は有意に低かった（図 1－2－32）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‒2‒30．シャットネラ属とスケレトネマ属の水温別，光強度別の比増殖速度 

 

 

図 1‒2‒31．シャットネラ属とスケレトネマ属の水温別，光強度別の比増殖速度比較 
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図 1‒2‒32．シャットネラ属とスケレトネマ属の比増殖速度に対する相互作用 

 

今回の試験では、スケレトネマ属はいずれの試験区も 9 日目もしくは 12 日目までほとんど

増殖が見られず、全体的に低密度で推移した。 

25 年度の培養試験で、同じ条件（水温 18、20、23℃、光強度 10、50、100 μmol/ m2/s、

塩分 28）で単独培養したスケレトネマ属の増殖の推移を見ると、培養 5 日目で 18℃区を除き

1000 cells/ml を超え、最終的な最高細胞密度は 39,383～81,740 cells/ml、比増殖速度は 1.02

～2.06 ind/day であったのに対し、本年度の単独培養区の最高細胞密度は、200,000 cells/ml

以上となった 2 試験区を除くと 170～8,340 cells/ml、比増殖速度は 0.41～1.61 ind/day と、

増殖が劣っていた。両者とも同じ継代培養したスケレトネマ属株を供試しているが、今年度の

スケレトネマ属の細胞は、25 年度の時より小型化しており、細胞の状態が悪かった可能性が

ある。 

最高細胞密度の推移を見ると、シャットネラ属は水温 18～23℃で光強度が高い方が、スケ

レトネマ属は水温 18～20℃では光強度が低い方が増殖に有利という傾向が見られた。 

シャットネラ属とスケレトネマ属の混合による最高細胞密度に対する影響をみると、水温

18℃では、スケレトネマ属はシャットネラ属との混合によって最高細胞密度は高くなり、特

に光強度 50 μmol/ m2/s 以下では有意に高くなった。 

シャットネラ属の細胞密度は、混合培養区は単独培養区と概ね同様に推移したが、混合培

養区では、スケレトネマ属の増殖が低水準であったことから混合の影響を受けていない可能

性がある。混合培養区でスケレトネマ属がある程度増殖した試験区（水温 20℃で光強度 10 

μmol/ m2/s、水温 23℃で光強度 10 μmol/ m2/s）は、シャットネラ属は単独培養と混合培養の

最高細胞密度に有意な差が見られているので、シャットネラ属とスケレトネマ属の混合による

影響やシャットネラ属とスケレトネマ属の最高細胞数の比較などについて、再度検証する必

要があるものと考えられた。 


