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 貴校ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は本研究会の活動に関しまして格別のご配慮を賜わり、誠に有難うございます。  

さて、標記の研修会を開催いたしますので、公務ご多忙の時期とは存じますが、貴校生

物関係の先生の出席につきまして御配慮下さいますよう、お願いします。 

 

記 

 

 

１．日 時  平成２８年１１月１６日（水） 午後３時００分～５時００分 

 

 ２．場 所  大阪府立今宮工科高等学校 

        （〒557-0024 大阪市西成区出城1-1-6 ＴＥＬ06-6631-0055） 

        科学実験室（本館３階 正門前玄関を入ってすぐの階段を３階まで） 

                     

 ３．参加者  大阪府高等学校生物教員（３０名予定） 

                                       

４．内 容  藻類の生態と培養 

        水界生態系における藻類の役割と生態、および、藻類の教材として 

        の簡易培養法についての講義と実習 
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大阪府高等学校生物教育研究会事務局 

大阪府立枚方なぎさ高等学校生物科 

 岡本 元達 

  TEL: 072−847−1001 FAX: 072-847-0440 

  E-mail seiken@hirakatanagisa.osaka-c.ed.jp 
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 実験研修  

 

藻類の生態と培養 

― Chlorellaの簡易培養と生物分野での機器分析への誘い ― 

 
学校法人大阪初芝学園 橘  淳 治 

府立今宮工科高等学校 三浦 靖弘 

 

１．はじめに 

 藻類は、小・中・高等学校の理科実験におけ

る顕微鏡観察材料のほか、呼吸や光合成などの

生理学実験、水質浄化や水質判定等の環境科学

実験にしばしば用いられる。 

 しかしながら藻類は、単一の分類群ではなく

水中生活をする植物群の総称として用いられる

ため、その解釈には注意を要する。 

 岩波生物学辞典第四版によると、「藻類は広

義には水中に生育し同化色素をもち独立栄養生

活をする植物の総称。海草も含み、系統的に単

一でなく便宜的にまとめられた群。厳密には、

光合成の過程において O2 を放出する生物から

有胚植物を除いたもの。藍藻類･原核緑藻類･紅

藻類･灰色藻類･クリプト藻類･渦鞭毛藻類･黄金

色藻類･珪藻類･褐藻類･黄緑藻類･ハプト藻類･

ラフィド藻類(緑色鞭藻類)･クロララクニオン

藻類･ミドリムシ藻類･プラシノ藻類･緑藻類･車

軸藻類などがあり、藍藻類(藍色植物)と原核緑

藻類は原核生物に、他の藻類は原生生物に分類

されることがある。緑藻類の一部と紅藻類･褐藻

類の大半は組織･器官を形成する多細胞個体と

して生活し、とくに海に生活するものを海藻

(marine algae、 seaweeds)という。」と説明さ

れている。 

 本研修では、カルビン・ベンソン回路の研究

材料として用いられたほか、児童・生徒に馴染

のある淡水産藻類（特に緑藻類の Chlorella）

の生態と培養について、実習を中心に行いたい。 

 

２．藻類の生態 

 藻類の生理生態については、秋山優らの「藻

類の生態」（内田老鶴圃社刊）に詳しく書かれ

ているので、それを引用する。 

 海洋、湖沼、河川などは、まとめて水界と呼

び、藻類は光合成植物として水界生態系におけ

る重要な位置をしめる生産者である。 

 藻類には、植物プランクトンとも言われる浮

遊性の藻類のほか、着生生活を送る大形藻類（海

洋では海草など）のほか、付着性の微細藻類や

植物ベントスとも言われる底生藻類がある。 

 生産者としての藻類については、水深の浅い

沿岸部では海草が極めて大きな現存量を占めて

いるが、沖合や水深が深いため底生藻類の生育

はみられず、植物プランクトン（浮遊藻類）が

生産者としての重要な位置をしめる。 

 また、水界生態系の区分であるが、合成活動

に必要な太陽光が透入する表層を有光層

(euphoticlayerまたは photiclayer)と言い、沿

岸部では浅く、外洋では深く（150m程度と）な

る。 

 湖沼の沿岸部では底生生活を営む大形藻類が

水生高等植物と共に生産者として重要な位置を

しめ、浮遊藻類である植物プランクトンの生産

者としての役割は低い。しかし、湖沼の沖合部

で水深が深いので底生藻類が生育せず、植物プ

ランクトンのみが生産者としての位置をしめて

いる。 

 河川においては、日本の場合、短く、流れの

速い河川では植物プランクトンがほとんど見ら

れず、付着性微細藻が生産者の主体となる。 

 アマゾン川などの大河川の場合には付着性微

細藻と共に植物プランクトンも生育し、両者が

生産者としての役割を果たしている。 

  

３．藻類の増殖と培養 

 藻類の増殖を含めた生活は、光合成に伴い必

要とする物質を取込み、有機物を生産している。 

 藻類が外界から取り込む栄養物質は、炭酸と
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無機の窒素化合物、 リン酸化合物などである。

そのほか、微量物質として金属元素やビタミン

類が挙げられる。 

 藻類を培養する一般的な培養液の組成として、

窒素化合物は、硝酸、無機リン酸、硫酸マグネ

シウムがある。珪藻では、多量の珪酸を要求す

る場合もあるが、海洋では汽水域など淡水との

混合が起る場所に限定される。 

 貧栄養性植物プランクトンの培養の場合、主

要栄養塩である窒素化合物、 リン酸塩が高濃度

で存在すると生育阻害が起ることによるといわ

れる。 

 リン酸塩については、高濃度では急激な生育

阻害あるいは死滅が起るが、必ずしもリン酸塩

そのものが原因ではなく、使用したリン酸塩中

の不純物（ とくに重金属）による生育阻害と考

えられている。 

 一般に、外洋性の藻類は重金属イオンに著し

く感受性が高いと言われているが詳細は不明な

点が多い。 

 しかしながら、家庭雑排水の流入する湖沼や

池では、栄養塩類の現存量がそれほど高くない

にも関わらず藻類の大量発生が観測されること

が多い。このような水域では、石鹸等に含まれ

るキレート剤（例えば EDTA）が多く、このキレ

ート剤が重金属イオンをマスキングしてしまい、

毒性を低下させているため、藻類に対する阻害

作用が減少し、結果的に藻類の増殖が起こって

いる可能性も示唆されている。 

 アンモニア態窒素の場合は、高濃度で生育阻

害を起こす。これは、アンモニア態窒素は光リ

ン酸化や酸化的リン酸化の脱共役を行うので、

細胞内にアンモニアとして蓄積される量が多い

場合に生育阻害が起ると考えられている。 

 また、緑藻類のクロレラなどの場合には、対

数増殖期の終了は栄養塩の欠乏ではなく、藻細

胞密度の増加による光量の減少で起ることが多

い。 

 硝酸態窒素は、細胞に取り込まれてもすぐに

アンモニア、アミノ酸の同化が起らず、一時的

に藻細胞内にプールされてから必要に応じて利

用される。 

 硝酸還元（窒素同化）は光合成（炭酸同化）

に伴って行われるが、一般には炭酸同化に比べ

て低い光強度で飽和する。そのため光強度下で

は、光合成による炭素、窒素の同化量の割合は

炭素同化の割合が高くなり、同一窒素源環境下

にあっても、藻細胞の状態には変化が生じる。

これに加えて温度が低下すると、この差はさら

に著しくなり、比較的弱光下であっても強光下

と同様の窒素欠乏型の変化が起る。 

 自然界では、赤潮発生時のような急激な、し

かも高い密度までの藻額の増殖を除くと、藻細

胞密度、栄養濃度とも希薄であり、比較的長い

時間スケールでの変化のみが起るのが通常であ

る。 

 そのため、自然界での栄養など環境因子と藻

類の質的、量的状態の観察結果が、急速に増殖

させる培養系と異なる結果になることが多いの

で注意が必要である。さらに、単一藻類種では

なく複数種の藻類が存在する場合は、さらに複

雑になり、自然界と培養系（実験系）では、遷

移に代表されるように異なる結果になることが

予想される。（「藻類の生態」より引用。） 

 

４．藻類の培養 

 藻類の培養については、田宮博らの「藻類実

験法」（南江堂刊）に詳しく記載されているが、

ここでは、学校の設備等で行える簡易的かつ実

際的な培養について、その意味と方法について

述べたい。 

 藻類の培養に当たっては、陸上植物と同様に

光、温度、水、栄養（主要要素、微量要素）が

必要となる。栄養について考えると、主要要素

として N、P、K、Na、Mgが、微量要素として Fe、

Ca、B、Mn、Zn、Cu、Mo、Co、Ti、W、Cr、V、Ni

がある。その他、炭素源やビタミン類も必要で

ある。 

 これらを考慮して、藻類種に合わせて多くの

培養液が考案されている。ここでは、淡水産藻

類の培養に汎用的に用いることができる培地の

組成とその作成法について述べたい。 

 表１において、ＰⅣ微量元素溶液の組成は表

２に示した。同様にトリス緩衝液の組成は表３

に示した。 

 しかしながら、この培地においても、化学天

秤を用いて毎回秤量し、また、雑菌や藻類が混

入しないように滅菌して作製するのは大変困難
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である。 

 そこで、これまでに府立高校で行ってきた方

法を紹介する。 

 

表１ 緑藻類用完全合成培地 

----------------------------------------- 

硝酸カルシウム  150mg 

硝酸カリウム  100mg 

硫酸マグネシウム   40mg 

グリセロリン酸ナトリウム  50mg 

ビタミンＢ12   0.1μg 

ビオチン     0.1μg 

塩酸チアミン   10μg 

＊ＰⅣｰ微量元素溶液   3mL 

＊トリス緩衝液  500mg 

蒸留水   997mL 

------------------------------------------ 

 
表２ ＰⅣｰ微量元素溶液 

---------------------------------------- 

ＥＤＴＡ     1g 

塩化第二鉄   194mg 

塩化マンガン    36mg 

塩化亜鉛     14mg 

塩化コバルト     4mg 

モリブデン酸ナトリウム   13mg 

蒸留水     99mL 

----------------------------------------- 

 

表３ トリス緩衝液 

----------------------------------------- 

トリスヒドロキシルアミノメタン  0.606g 

0.1規定ｰ塩酸    40mL 

----------------------------------------- 

ｐＨ   7.4-7.6 

  

 まず、表１～表３の試薬については基本的に

は 1,000倍量の濃度の溶液を作製し、それを使

用時に 1,000倍稀釈して培養液を作製する。ま

た、滅菌が大変なので、市販の滅菌済み蒸留水

を購入する場合もあるが、コストがかかるので

藻類の混入が無い水（市販のミネラルウオータ

ー）を購入して、それを用いる。 

 培養用のガラス器具類については、乾熱滅菌

または高圧蒸気滅菌をする必要があるが、これ

も大変なので、藻類の混入が無ければよいとい

うことで、衛生的な容器（具体的には、ミネラ

ルウオーターの入っていたペットボトルなど）

を用いる。 

 

 

図 培養に用いる試薬類の一部 

 

 藻類培養の失敗原因で最も多いものは、コン

タミネーションである。これを回避するために

使用器具類の滅菌や滅菌済みディスポーザブル

器具の使用が望ましいが、発想を変えて、でき

るだけ器具を使わない方法を取る。具体的には、

コンタミネーション原因 No.1 のピペットは使

わない。扱うのは化学分析ではなく生物（生き

もの）であるため、正確な秤量や体積を量る必

要は無いので、メスシリンダーなどは使わず、

市販のペットボトル入りのミネラルウオーター

などは記載された内容量を信じる。また、同一

のミネラルウオーターを複数本購入し、体積を

計りながら新品のミネラルウオーターのボトル

に高さ合わせなどで、体積ごとの印をつける。 

 原理を考えて、工夫することである。 

 例えば、表１の緑藻用完全合成培地の作製に

当たっては、蒸留水 997mLの代わりに市販の１L

のペットボトル入りのミネラルウオーターを購

入し、滅菌三角フラスコの代わりに、そのミネ

ラルウオーターが入っているペットボトル容器

を使う。 

 硝酸カルシウム 150mg を毎回秤量するのは大

変なので、硝酸カルシウム 150g をミネラルウオ

ーターに溶かして１L としたものを用意する。

この場合も、購入した１L のペットボトルの開
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封前に１L の高さのところにマジックペン等で

印をつけておき、水を少し捨てるか、別のペッ

トボトルに入れて体積を減らし、そのペットボ

トルに硝酸カルシウム 150g を入れて完全に溶

解させ、最終的にミネラルウオーターを加えて

１L にマスアップして完成。硝酸カリウムなど

についても同様にして 1,000倍量の溶液を作る。

ビタミン類や微量元素溶液に用いる少量の試薬

類は 1,000 倍量でも秤量が困難なので 10,000

倍量から 100,000倍量を作製し 2段階稀釈して

1,000 倍量となる溶液を作製する。 

 これらを保存用溶液とし、使用時にディスポ

ーザブルシリンジ（針付きツベルクリン用 1mL

シリンジ）で分取し、新品の１L ペットボトル

入りのミネラルウオーターに順に加えてよく攪

拌して、藻類培養液として用いる。 

 

図 保存用培養液原液とディスポーザブルシリンジ 

 

 なお、（バクテリアフリーでの培養の場合は）

ガラス培養瓶やガラス三角フラスコに入れて高

圧蒸気滅菌してから使うが、プランクトンピュ

アーでよければ、滅菌なしで培養しても構わな

い。 

 また、高圧蒸気滅菌を行うと、ビタミン類は

分解するほか、微量元素溶液に含まれる金属類

も沈殿するので、これらについては、予め孔径

0.45 ㎛のミリポアーメンブランフィルターHA

か 0.1 ㎛のミリポアーメンブランフィルターVC

で濾過滅菌したものを、高圧蒸気滅菌後に加え

る必要があるので大変煩雑になる。 

 応用であるが、海洋の藻類の培養には蒸留水

（ミネラルウオーター）の代わりに滅菌した海

水を使うとよい。さらに、珪藻類の培養に際し

ては、硅酸塩としてメタケイ酸ナトリウム 25g

を 蒸 留 水 1000mL に 溶 解 し た 溶 液

（25g-Na2SiO3 / 1000mL D.W.）を用意し

て、培養液１L に対して 1mL 加えて培養す

ればよい。 

 多少、増殖速度遅く、また、増殖量が少

なくても構わない場合は、液体肥料（例え

ばハイポネクスなど）を 1,000 倍稀釈した

ものに市販のドリンク剤（チオビタやグロ

ンサン内服液など）を数滴加えても簡易的

な培養液として用いることができる。 

 

図 ペットボトルでの藻類培養 

 

 培養であるが、温度や光については恒温

室内で、蛍光灯や LED ライトを用い、振盪

培養すると安定した培養が可能であるが、

直射日光の当たらない室内の明るい窓際

に、ペットボトルを寝かした状態で培養し、

時々、ペットボトルを振って攪拌するとよ

い。但し、ペットボトルのキャップを閉め

ておくと気体の出入りが無くなり、光合成

に必要な炭素源（二酸化炭素や炭酸塩）が

不足するのでペットボトルのキャップを

緩めてゴミが入らないようにアルミフォ

イルで軽く覆ったり、時々、キャップを空

けて空気を入れて、その後、攪拌するとよ

い。 

 また、市販の実験用二酸化炭素ボンベで

CO2 をペットボトルに入れる方法も有効で
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ある。 

 

図 遠沈管での藻類の培養と保存 

 

５．AGP と教材化 

 AGP 試験とは、藻類生産潜在力試験 （Algal 

Growth Potential 試験）と呼ばれ、特定単一

種藻類の増殖から水質汚濁（有機汚濁）の程度

を判定する方法として、古くから用いられてい

るものである。 

 原理は、水中の栄養塩類（窒素やリンに代表

される諸物の栄養源となる塩類）が多ほど、藻

類は増殖するというもので、天然水を加熱滅菌

や濾過滅菌で水中の生物を死滅させ、その試水

に単一種の藻類を接種して、十分な光と適切な

温度下で培養し、その増殖量から水域の富栄養

化の程度を判定するものである。 

 具体的には、藻類種として、Selenastrum 

capricornutum Prints（緑藻類：標準種）や 

Microcystis aeruginosa Kutz（藍藻類：準標準

種）、Anabaena flos-aquae De Brebisson（藍

藻類：準標準種）を、滅菌試水 1mL 当たり 1000

細胞程度接種し、温度 20℃±1℃または 25℃±

1℃、照度 4000Lux または 1000Lux (±10%)程度

で１～２週間 （１日当りの増加率が５％以下

になったときまで）培養し、増殖率をコールタ

ーカウンター、直接計数、濁度（660-750nm の

吸光度）、クロロフィルなどで測定する。 

 AGP と水域の栄養度の関係としては、貧栄養

は 1mg/L以下、中栄養は 1-50mg/L以下、富栄養

は 50-80mg/L以下である。この関係を利用して

富栄養化の程度を判定する。 

 学校での教材化としては、コールターカウン

ター（粒子計測器）などは高価すぎて購入でき

ないし、また、直接係数も面倒である。 

 そこで、煮沸滅菌か濾過滅菌した試水を三角

フラスコやビーカーに入れ、培養した単一種の

藻類を培地の影響を除くためにミネラルウオー

ターで洗浄したものを数滴加えて、明るい室内

に 2 週間～1 ヶ月程度置いておき、藻類が増殖

して水の着色工合（緑色の濃さ）から富栄養化

の程度を比較するとよい。 

 次の図は、本校近くの狭山池ダムとその流入、

流出河川での AGP試験の結果である。 

 

 

図 狭山池とその周辺河川 

 

 狭山池ダムへの流入河川（西除川、三津屋川）

は住宅地の間を流れているので、家庭雑排水の

影響と考えられるが、栄養塩の分析結果などか

らかなり富栄養化が進んでいる。その河川水が

狭山池ダムや狭山池ダム付属池（副池）に流入

すると物理的な希釈効果や生物学的浄化作用に

よる考えられる浄化が働いていると考えられ、

比較的清浄な水になっている。狭山池ダムから

の流出河川（西除川）は、再び住宅地の間を流
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れるため富栄養化が進んでいるようである。 

 ここで、これらの試水を Whatman 社のグラス

ファイバーフィルター（GF/C）で濾過し、その

ろ過水に Chlorella sp.を少量接種し、室内で

約 3週間培養したものである。 

 

図 各地点での AGP試験の結果 

 

 狭山池ダムへの流入河川（西除川、三津屋川）

は住宅地の間を流れているので、家庭雑排水の

影響と考えられるが、栄養塩の分析結果などか

らかなり富栄養化が進んでいる。その河川水が

狭山池ダムや狭山池ダム付属池（副池）に流入

すると物理的な希釈効果や生物学的浄化作用に

よる考えられる浄化が働いていると考えられ、

比較的清浄な水になっている。狭山池ダムから

の流出河川（西除川）は、再び住宅地の間を流

れるため富栄養化が進んでいるようである。 

 ここで、これらの試水を Whatman 社のグラス

ファイバーフィルター（GF/C）で濾過し、その

ろ過水に Chlorella sp.を少量接種し、室内で

約 3週間培養したものである。 

 栄養塩類の分析結果とも比較的一致し、狭山

池ダムや狭山池ダム付属池のろ過水では、

Chlorella はあまり増殖していない結果が得ら

れた。 

 藻類の培養は化学分析と異なり、同じように

しても増殖にバラツキが見られるほか、培養す

る容器が小さいほど、バラツキの程度が大きく

なる傾向がある。このことを念頭に、可能な限

り大きな容器での培養や、同一試水に対して複

数個の容器で培養するなどして、水域の AGP を

判定するとよい。 

  

図 地図上に並べた AGP試験を行ったミニカップ（小型

ビーカー） 

 

 

図 地図上に並べた亜硝酸態窒素分析を行ったミニカ

ップ(小形ビーカー) 
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 狭山池ダムとその流入・流出河川の AGP試験

に用いた Chlorella sp.は、私が約 30年前に大

阪府科学教育センターで受講した、水曜日実施

の高等学校生物研修（年間 20回）の藻類の培養

実習で頂いたものである。かなりのコンタミネ

ーションはあるが、学校の実験・観察で必要な

時は、試験管で保存している藻類を、培養液の

入ったペットボトルに入れて、窓際に放置して

おくと勝手に増えて使えるので便利である。 

 このように AGP 試験は、単一種の藻類を培

養・保存しておけば、いつでも簡単に行えるの

で、生物実験や環境学習で用いるよい教材にな

る。 

 学校現場での藻類の培養と併せて、環境学習

に広く用いていただきたいと考えます。 

 

６．生物分野における機器分析 

 前述の水域の富栄養化評価のための、窒素や

リンの化学分析による定量や、AGP 試験結果の

定量方法の一つとしての濁度測定、クロロフィ

ル量測定などは、特定波長域の光の吸収（吸光

度）を計る必要がある。 

 これには、最も基本的な分析機器である（可

視紫外）分光光度計が必要である。 

 一般的に分光光度計、蛍光光度計、液体クロ

マトグラフ分析計などの機器を用いる分析方法

を機器分析という。 

 本研修では、分光光度計の原理と藻類の増殖

やクロロフィル量測定を例に、生物分野での機

器分析に触れてみたいと思う。 

 

図 分光光度計とその後で培養操作を行っている児童 

 天然水中のクロロフィル量と今回の藻類の培

養実験に用いた培養 Chlorella のクロロフィル

量を比較してみます。 

 天然水の代表例の一つとして、近畿の水瓶で

ある琵琶湖を例に挙げると、汚濁の程度の高い

琵琶湖南湖の沿岸部では、クロロフィル aが 10

μg-chl.a/L 程度である。きれいな水とされて

いる琵琶湖北湖の中央部では 1μg-chl.a/L 程

度である。 

 今回の実習に用いた培養 Chlorellaは、緑藻

類培養培地に接種して、直射日光の当たらない

窓際に 3週間程度放置して培養したものである。

外観は市販の青汁程度の色になっている。この

クロロフィルａ量は、天然水中に比べて極めて

高く、予備実験では 500～1,000μg-chl.a/L 程

度であった。 

 このクロロフィルａの測定原理と測定法につ

いて簡単に紹介し、クロロフィルａの定量に挑

戦してみたいと思います。 

 クロロフィルａは、植物に共通な光合成色素

であり、緑藻はクロロフィルａとクロロフィル

bを、ケイ藻はクロロフィルａとクロロフィル c

を、ラン藻はクロロフィルａのみをそれぞれ持

っている。 

 また、これらの光合成色素は、それぞれ特定

の波長の光をよく吸収する性質を持っている。 

 この特定波長の吸光度の測定からクロロフィ

ル量を定量することが一般的に行われており、

数多くの研究者が試行錯誤を繰り返して効率的

かつ信頼性の高い測定法を提案している。 

 この研修では、世界的に広く用いられている

SCOR/UNESCO の方法によるクロロフィルの定量

実習を行う。 

 方法としては、(1)天然水を Whatman社のグラ

スファイバーフィルター(GF/C)で目詰まりが起

こる少し手前まで吸引濾過をする。天然水の場

合は 0.5L～5L の試水を濾過するが、培養種の場

合は藻類濃度が高いので 50mL 程度で十分であ

る。直ぐに分析できない場合は、-20℃で冷凍保

存すると数ヶ月間は保存可能である。 

 (2)乳鉢に濾過済みの濾紙を入れ、それに少量

の 90%アセトンを加えてすりつぶすか、遠沈管

にアセトンと共に濾紙を入れ、最終的に全量を

15mLになるまで 90%アセトンを加えてマスアッ
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プし、超音波洗浄機で数分間振盪してクロロフ

ィル類を抽出する。 

 (3)遠沈管を遠心分離器で濁りの成分が完全

に沈殿するまで遠心分離を行い、上澄みのみを

別の試験管に分取する。 

 (4)分光光度計にて、上澄み液を 1～5cm長の

分光光度計用のセルに入れ、630nm、645nm、663nm、

665nm、750nmの波長にて吸光度を測定する。 

 (5)さらに、希塩酸を上澄み液 5mL 当り１滴の

割合で加え、665nm、750nmの波長にて吸光度を

測定する。 

 クロロフィル量は次式によって算出する。 

・クロロフィル a (μg/l) = (11.64E６６３ 

-2.16E６４５+0.10E６３０)･v･V－１･l－１ 

・クロロフィル b (μg/l) = (-3.94E６６３ 

+20.97E６４５-3.66E６３０)･v･V－１･l－１ 

・クロロフィル c (μg/l) = (-5.53E６６３ 

-14.81E６４５+54.22E６３０)･v･V－１･l－１ 

                  以上、SＣＯＲ / UNESCO 法 

・クロロフィル a＊ (μg/l) = 26.7(E６６５ 

-E６６５ａ)･v･V－１･l－１ 

・フェオフィチン a＊(μg/l) = 26.7(1.7E665ａ 

-E６６５)･v･V－１･l－１ 

            以上、Lorenzen 法 

 但し、E はその波長での吸光度から 750nm の

波長での吸光度を差引いたもの。また、E６６５ａ

は、希塩酸を加え同様にしたもの。v は上澄み

液の体積 (mL)、Vは試水の濾過量 (l)、lは分

光光度計のセルの長さ (cm)である。 
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緑藻類用培地（Closterium用完全合成培地） 
 

 

硝酸カルシウム 150mg 

硝酸カリウム  100mg 

硫酸マグネシウム  40mg 

グリセロリン酸ナトリウム  50mg 

ビタミンＢ12   0.1μg 

ビオチン   0.1μg 

塩酸チアミン   10μg 

＊ＰⅣｰ微量元素溶液   3mL 

＊トリス緩衝液 500mg 

蒸溜水  997mL 

ｐＨ 7.4-7.6 

 

【ＰⅣｰ微量元素溶液】 

ＥＤＴＡ   1g 

塩化第二鉄  194mg 

塩化マンガン   36mg 

塩化亜鉛   14mg 

塩化コバルト    4mg 

モリブデン酸ナトリウム  13mg 

蒸溜水   99mL 

 

【トリス緩衝液】 

トリスアミノメタン  0.606g 

0.1規定ｰ塩酸   40mL 

 



クロロフィル定量法 

 

【試薬】 

①  90%アセトン；  900mL-アセトン / 1000mL D.W. 

②  希塩酸；  50mL-濃塩酸 + 100mL D.W.   

 

【操作】 

試水0.5L～5Lをﾜｯﾄﾏﾝ社製ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰﾌｨﾙﾀｰ(GF/C)で吸引濾過し、ろ紙 

を冷凍保存する。 

   ｜ 

ろ紙を90%アセトンを加えながら乳鉢ですりつぶし、全量を15mL程度 

にして遠沈管に入れ、上澄み液から濁りがなくなるまで遠心分離する。 

   ｜ 

上澄み液を1～5cm長の分光光度計用のセルに入れ、630nm,645nm, 

663nm,665nm,750nmの波長にて吸光度を測定する。 

   ｜ 

さらに、希塩酸を上澄み液5mL当り１滴の割合で加え、665nm,750nmの 

波長にて吸光度を測定する。 

 

【算出方法】 

クロロフィルa (μg/l) = (11.64E６６３-2.16E６４５+0.10E６３０)･v･V
－１･l－１ 

クロロフィルb (μg/l) = (-3.94E６６３+20.97E６４５-3.66E６３０)･v･V
－１･l－１ 

クロロフィルc (μg/l) = (-5.53E６６３-14.81E６４５+54.22E６３０)･v･V
－１･l－１ 

                                         以上、SＣＯＲ / UNESCO 法 

クロロフィルa＊ (μg/l) = 26.7(E６６５-E６６５ａ)･v･V
－１･l－１ 

フェオフィチンa＊(μg/l) = 26.7(1.7E６６５ａ-E６６５)･v･V
－１･l－１ 

                                         以上、Lorenzen 法 

 

Eはその波長での吸光度から750nmの波長での吸光度を差引いたもの。また、E６６５ａは、希

塩酸を加え同様にしたもの。vは上澄み液の体積 (mL)、Vは試水の濾過量 (l)、lは分光光

度計のセルの長さ (cm) 

 

【文献】 

SＣＯＲ / UNESCO (1966): Determination of photosynthetic pigments in sea water. 

IN,Monographs on oceanographic methodology, UNESCO publications center, New York, 

69pp. 

Lorenzen, C.J. (1968): Carbon / chlorophyll relationships in an upwelling area. 

Limnol. Oceanogr., 13, 202-204. 

 



藻類生産潜在力 （Algal Growth Potential） 
 

【藻類種】 

① Selenastrum capricornutum Prints  緑藻類 （標準種） 

② Microcystis aeruginosa Kutz   藍藻類 （準標準種） 

③ Anabaena flos-aquae De Brebisson  藍藻類 （準標準種） 

④ Chlorella      緑藻類 

⑤ Chlamydomonas reinhardi   鞭毛藻類 

⑥ Euglena      鞭毛藻類 

⑦ Scenedesmus     緑藻類 

 ※ ④は汚濁の低い自然水でも使用可、⑦は汚濁に強い。 

 

【接種】 

①は1000細胞･mL-1または、0.02mg･l-1 

その他は10000細胞･mL-1または、0.2mg･l-1 

 

【温度】 

20℃±1℃、または25℃±1℃ 

 

【照度】 

①は4000Lux、他は、1000Lux (±10%)程度。 

 

【培養時間】 

１～２週間 （１日当りの増加率が５％以下になったときまで） 

 

【増殖率の測定法】 

・コールターカウンター 

・直接計数 

・濁度（660-750nmの吸光度） 

・クロロフィル 

 

【AGPと水域の栄養度】 

・貧栄養 ━ 1mg･l-1以下 

・中栄養 ━ 1-50mg･l-1以下 

・富栄養 ━ 50-80mg･l-1以下 

 

【文献】 

日本水質汚濁研究会(1982)；湖沼環境調査指針,p193-199.公害対策技術同友会. 

富栄養化防止のための指標の開発と実用化 

 

 

図－ AGP試験法の概要 
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亜硝酸態窒素分析法  （ＢＲ法） 

 

【試薬】 

①  スルファニルアミド溶液； 5g-スルファニルアミド + 50ml濃塩酸 / 500ml D.W. 

②  N-(1ナフチル)-エチレンジアミン2塩酸溶液； 

0.5g N-(1ナフチル)-エチレンジアミン2塩酸 /500ml D.W. 

 

【操作】 

試水 5ml 

   ｜←0.1ml スルファニルアミド溶液 

2-8分間放置する 

   ｜←0.1ml N-(1ナフチル)-エチレンジアミン2塩酸溶液 

室温にて20分から2時間放置後、543nmの波長での吸光度を測定 

 

【文献】 

Bendshneider,Kenneth and Rex J. Robinson (1952); A new spectrophotometric method for 

the determination of nitrite in sea water. J.Mar.Res., 11, 87-96. 

 

【標準溶液】 

0.345gｰ亜硝酸ナトリウム / 1000ml D.W. 

1ml=5μgｰat.N （5mg-at.N/L = 5mmol/L） 

 

【備考】 

・河川や湖沼水の硝酸態窒素の現存量は0.1～5μg-at.N/L程度であることが多い。標準液

は5μg-at.N/L程度のものを作成するとよい。 

 




