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自然水培養液（培地）
　特別な試薬を使わず、最も手軽に作

れる培養液（培地）です。まず、採集の

ときに大きめのペットボトルなどに水

（海水）を汲んで持ち帰ります。それを

ろ紙でろ過し、そのろ液を培養液（培

地）として使います。ろ液は一回の使用

量を考え、いくつかの三角フラスコや

ふた付きのビンなどに小分けし、オー

トクレーブ（加圧滅菌器）や湯煎、家庭

用電子レンジなどを使って滅菌します。

　

ハイポネックス培養液（培地）
　植物栽培用複合肥料として市販され

ているハイポネックス（Hyponex)を0.1

％程度の濃度になるよう、くみ置きし

た水道水または上記 の自然水培養液に

溶かします。これはいつでも簡単に作

れ、この方法は濃度を適当に変えるこ

とで（1％以下で調製）、珪藻以外の他の

藻類を培養することもできます。この

場合も滅菌を忘れずに。

珪藻を増やしてみよう
～珪藻の培養法～

　池や川から採集した水や泥のなかにはたくさんの珪藻がいま
すが、他の藻類や微生物も同様にたくさんいます。そのなかか

ら珪藻だけを選んで培養する基本的な方法を紹介します。

■培養液（培地）のつくり方

合成培地
　研究用の培地として開発・改良され

てきたもので、それぞれの培養液には

特性があり、以下のような試薬が必要

です。ここでは淡水の珪藻用の Bold

Basal 培地と、 海の珪藻用のProvasoli 海

水補強培養液の作り方を紹介します。

珪藻を採集しよう

採集水の中の珪藻
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A. ストック用主要無機塩類液

　NaNO3 （硝酸ナトリウム）　　 …… 10.0 g
　CaCl2・H2O（塩化カルシウム）………1.0 g
　MgSO4・7H2O（硫酸マグネシウム）…3.0 g
　K2HPO4 （リン酸二カリウム） ………3.0 g
　KH2PO4 （リン酸一カリウム） ………7.0 g
　NaCl （塩化ナトリウム）　　 ………1.0 g
　NaSiO2・9H2O（ケイ酸ナトリウム）…2.0 g

1. EDTA（エチレンジアミン四酢酸ナトリウム）
5.0 g + KOH（水酸化カリウム）3.1 g
2. FeSO4・7H2O（硫酸第一鉄）0.498 g + H2SO4（硫
酸）0.1 ml

3. H3BO4 (ホウ酸）1.142 g
4. ZnSO4・7H2O（硫酸亜鉛） 0.882 g + MnCl2・4H2O
（塩化マンガン）0.144 g+ MoO3（三酸化モリブ
デン）0.071 g + CuSO4・5H2O（硫酸銅）0.157
g+ Co(NO3)・6H2O（硝酸コバルト）0.049 g

○Bold Basal 培養液

　この培養液はA液とB液の2種類の

原液をあらかじめ調合しておき、必要

に応じてそれらを希釈して使います。

注：一般にはBの1～4 の試薬はその10

倍量を1000 ml に溶かすように処方さ

れていますが、実際の使用量を考え、そ

の1/10の量を示しました。

使用培養液の作り方
　940 mlの蒸留水に、まずAの各塩類

10 mlを順に加え、さらにBの各微量元

素液を 1 mlずつ加えよく攪拌します。

そして最後に、pH 7程度に調整（混ぜ

た時の酸・アルカリ度に応じて、1Nの

HClやNaOHを利用）して完成です。で

きればこれにいくつかのビタミン類を

添加します。この培地は一度A、Bの各

液を作ってしまえば、あとはストック

液を混ぜる合わせるだけで簡単に作れ

ます。また、この培地は2倍や5倍に希

釈しても有効です。培養液は分注器な

どを使って適当量（10～20 ml）をネジ

口試験管に小分けし、オートクレーブ

で10～20分間滅菌して保存します。ネ

ジ口試験管がない場合は、普通の試験

管にアルミホイルでふたをして使います。

培養中の珪藻

　次の1～4 をそれぞれ100 ml の蒸留水に
溶かし、別々の容器に保存します。

B. ストック用微量元素液
　次の各塩類をそれぞれ400 ml の蒸留水に
溶かし、別々の容器（ポリまたはガラス瓶）
に保存します。
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海水補強栄養剤

　  NaNO3（硝酸ナトリウム）　　   350 mg
　  Na3- グリセロリン酸　                 50 mg
      Fe.EDTA     　                                2.5 mg
      金属混液   　                      25 ml
      ビタミンB12 　                      10 mg
      チアミン　　　　　　　            0.5 mg

      ビオチン                                            5mg　
　   Tris　　　　　　                    500 mg

金属混液の組成

　蒸留水 100 ml + Na2-EDTA 100 mg + FeCl3
（塩化第二鉄）1 mg + H3BO3（ホウ酸）20
mg + MnCl2・4H2O（塩化マンガン） 4 mg +
ZnCl2（塩化亜鉛） 500 mg + CoCl（塩化コ

バルト）100 mg

使用培養液の作り方
　上の補強栄養剤をpH 7.8 に調製して

から、20 mlずつ試験管に分注し、オ－

トクレーブで10分間滅菌して保存しま

す。ろ過海水1000 mlに対して補強栄養

剤を20 mlの割合で加え、試験管に分注

し、オ－トクレーブで1～2分間滅菌（長

くかけすぎると沈澱を起こすことがあ

ります）してから使用します。なお最

近、藻類用の培養液は理化学薬品とし

て入手できます。

ピペット洗浄法
　この方法は顕微鏡下での細かな作業であり、当然最初は失敗することもあ

りますが、慣れれば特に難しいこともありません。確実に単一個体を分離す

ることができますので、実験や研究に珪藻を用いるためにはぜひとも修得し

■分離と培養

珪藻を採集しよう

○Provasoli 海水補強培養液

　蒸留水 100 ml に対して以下の量の試薬を
溶かします。
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器具：滅菌したパスツールピペット

（実際には使用直前に先端部分をア

ルコールランプで熱し、ピンセッ

トで引き延ばし、内径が数10ミク

ロン程度のキャピラリー状にして

使用します）・ゴム帽・滅菌したス

ライドガラス（またはホールスラ

イド）・培養プレート・ピンセット・

アルコールランプ・倒立顕微鏡ま

たは生物顕微鏡

1 . スライドガラス上に培養液のド

ロップを3、４個つくる。

2.サンプルを一滴別のスライドガラ

スに取り、そのなかから狙った珪

藻をパスツールピペットで吸い上

げます（珪藻にパスツールピペッ

トの先端を近づけると、毛細管現

象で自然に吸い込まれる）。このと

パスツールピペット（上）と
顕微鏡を使って吸い上げてい
るところ

たい技術です。以下に示した手順は基本であり、慣れるに従って自分なりに

工夫し、自分のスタイルで行うことができるようになります。

き他のプランクトンやごみができ

るだけ入らないように注意します。

3. 吸い上げた珪藻を隣のドロップの

中に静かに落とす（パスツールピ

ペットのゴム帽をゆっくりと押

す）。

4.新しいパスツールピペットに換え、

ドロップのなかから目的の珪藻を

吸い上げ、また隣のドロップに移

す。この操作を4、５回繰り返すと、

ゴミや他の珪藻がいなくなり、確

実に狙った珪藻1個体（1細胞、1群

体）だけになります。

5.最後に、吸い上げた珪藻を培養液を

入れた培養プレートの各穴に 1個

体ずつ入れていきます（もし培養

プレートがない場合は、培養液の

入った試験管に1個体ずつ入れま

す）。
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6.作業が終わったら、それぞれの穴に

1個体ずつ珪藻が入っていることを

確認します。もし、2個体以上あるい

は別のものが混入していたらチェッ

クしておくか、パスツールピペット

でそれらを取り除きます。最後に培

養プレートの周りをパラフィルムな

どでシールドし、培養庫などに保存

します。

7.増殖状況を確認し、数百細胞になる

のを待ちます。

8.十分に増えたら、培養プレートから

希釈法

細胞群を滅菌したパスツールピ

ペットで吸い上げ、培養液の入っ

た試験管に移します。

9.十分に増えてくると茶色に色付いて

きます。以後は、増殖状況を見なが

ら、幾つかの試験管に分けて保存

します。また、増えすぎたり、全体

が白みがかってきたら元気がなく

なってきた証拠ですので、その一

部を別の試験管に植え替えましょ

う。大量に必要ない場合は大型の

三角フラスコ等に植え替えます。

　この方法は菌類などを分離する時にもよく使われる方法です。試料を寒天上

にランダムに接種し、成長してきたコロニーを分離する方法です。この方法

寒天プレートと試料の希釈

珪藻を採集しよう
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器具器具器具器具器具：シャーレ・試験管・駒込ピペッ

ト・三角フラスコ・アルミホイル・

湯煎なべ・柄付きニクロム線か白

金耳・アルコールランプ・オートク

レーブ・乾熱滅菌器・倒立顕微鏡ま

たは一般の生物顕微鏡

薬品：液体培養液・寒天・滅菌水（試

験管に10mlずつ）

1. 寒天培地の作成；三角フラスコに

培養液を用意し、それに1～2％の

寒天を加えアルミホイルでふたを

して、湯煎で寒天を完全に溶かし

ます。寒天が完全に溶けたら、熱い

うちに試験管に駒込ピペットで

5ml  ずつ分け、アルミホイルで

窓際での培養と寒天上で
増えたコロニー

しっかりとふたをして保存します。

2. 希釈用滅菌水の作成；試験管に10

m l  の蒸留水を入れふたをして、

オートクレーブで10分程度滅菌し

保存します。

3.寒天プレートの作成；1で作った寒

天培地を湯煎で溶かし、滅菌した

シャーレに素早く流し込み、平ら

な机の上などに置いて固まるのを

待ちます。

4. 試料の希釈；2で作成し滅菌水の

入った試験管10本を試験管立てに

一列に並べ、1～ 10の番号を付け

る。採集した生の試料または予備

培養した試料を1 ml取り、1番目の

試験管に入れる。その試験管をよ

はバクテリアフリーの珪藻コロニーを分離することができます。しかし、目

的の珪藻が少ない場合、それを確実に分離できるとは限らないのが欠点です

が、逆に思いもかけない珪藻が分離できる可能性もあります。
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く振って試料を均等に混ぜ、そこ

からピペットで1 ml 取り2番目の

試験管に入れる。同様に2番目の試

験管から 1 ml 取り、3番目の試験

管に入れる。この操作を繰り返す

ことで、順に10倍ずつに希釈され

た試料水ができます。

5.接種；希釈された試料水をピペッ

トで吸い上げ寒天プレートの上に

注ぎ、素早くふたをします。シャー

レを静かに回転させ、寒天の表面

全体に広げ、余分な水分は捨てま

中心目珪藻
アクチノキクルス
（Actinocyclus）

羽状目珪藻
ディプロネイス
（Diploneis）

す。接種したシャーレは逆さまに

して培養庫などに置きます。

6.コロニーの分離；約2週間位で様々

コロニーが寒天上に現れます。そ

の中から目的とする珪藻のコロ

ニーを探し出し、ニクロム線か白

金耳（使う前には必ずアルコール

ランプで先を熱し、その後寒天な

どで冷やしたもの）でコロニーを

はぎ取り、培養液の入った試験管

に移して分離は終了です。

培養で得た珪藻

珪藻を採集しよう


