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日本藻類学会々則

第 1条 本会は日本務類学会と称する。

第 2条 本会は2築学の進歩普及を図り，併せて会員相互の速絡並に親|陸を図るこ と

を目的とする。

第 3条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。

1. 総会の開催 (fJ:: 1回)
2. E長類に関する研究会，秘習会，採集会主容の開催
3. 定期刊行物の発刊
4. その他前条の目的を達するために必要な事業

第 4条 木会の事務所け、会長のもとにおく。

第 5条 *会の事業年度は 4月1日に始り，翌年3月31日に終る。

第 6条 会員は次の 3極とする。

1. 普通会員(蕊類に関心をもち， 木会の趣旨に賛同する側人又は問f~~で，役員
会の承認するもの)。

2. 名誉会員(謀学の発達に貢献があり，本会の趣旨に筑間する例人で，役員会
の推成するもの)。

3. 特別会員(本会の趣旨に賛同し，本会の発展に特に寄与した偶人叉1"11羽休で，
役員会の推IJ~するもの)。

第 7条 *会に入会するには，住所，氏名(団体名).職業を記入した入会FIi込書を

会長に発出すものとする。

第 8条 会員は毎年会費 500円を前納すーるものとする。似し，名将会員及び特別会

員は会貨を要しない。

第 9条 本会には次の役員をおく。

会長 1名。 幹事若干名。 評議員若干名。

役員の任期は2ヶ年とし重任することが出来る。但し，評議員は引続き 3J例選111さ
れることは出来ない。

役員選出の規定は別に定める。(附則第 1条~第 4条)

第 10条 会長は会を代表し，会務の全体を統べる。幹事は会長の:曹、を受けて日常の
会務を行う。

第 11条 評議員は評議員会を構成 L. 会の要務に関し会長の裕間にあづかる。 ~f議

員会は会長が招集し，また文占をもって.これに代えることが山来る。

第 12条 本会は定期刊行物 「諜類」を年3同刊行し，会員に無料で頒布する。

(附則)

第 1条 会長は園内在住の全会員の投票:cより，会員の互選で定める(その際評議

民会は参考のため若干名の候補者を被隠する乙とが出来る)。幹事は会長が会員tドよ
りとれを指名委嘱する。

第 2条 評議員の選出は次の二方法による。

1. 各地区別に会員中より選出される。その定員は各地区 11ーとし，会員数が 50
名を越える地区では 50 名までごとに 1 ~を加える。

2. 総会に於いて会長が会員仁l'より若干名を推成する。但し，その数十土全許議員
の 1(3を越えることは山来ない。

地区制は次の 7地区とする。

北海道地区。東北地区。関東地区(新潟，長野.Jll烈を含む)0[1'部主!J区(三置を合む10
近-f民地区。中国 ・四国地区む九州地区(沖縄を合む)。

資?;3条 会長及ひ'幹事は評議員を兼任することは出来ない。

第 4条 会長および地区選出の評議員 IC欠員を生じた士号合は，前任者の残余明n~ lJ(
点者をもって充当する。

第 5条 本会則は"封和 331f10月26日より施行する。



福島県塩屋 崎 Ih~~ 附近の 海藻

野田光蔵*

M. NODA: Marine Alga巴 inlhe Vicinity of the Shioyazaki 

Cape， Fukushima Prefectur巴

研究の動機

1I!!，和 28年 8月，中国から帰国 した私は新潟に住み，日本海のi海謀の研究

に着手した。日本海での採集，調査は朝鮮，満洲，北支に於ける とは大部勝

手も違っていて時には困難を感じた。その頃，福島県塩屋崎岬の海辺に住む

在満時代同窓によって結ぼれた鈴木吉隆氏よ

り毎月海藻の採集品が送られてきた。親子揃

つての厚志が2カ年続いた。日本海佐枝烏の

海部研究には非常に参考になった。私も 1958

年の夏，塩屋IU奇岬に隣接する江名，問ツ倉を

含めて採集を行なったので，此処にその大要

を纏めて遅ればせなが ら鈴木吉隆氏並びに御

子息に対し感謝の訟を絡げたい。

概要

福島県単屋崎岬は平市から パス で40分
第1図 塩屋崎灯台下の海辺

の処江名，小名浜に統いており，相当波の荒い処で， I暖流(黒潮)の影響の強

い処である が，ま た千島寒流も南下する。夏季にはアラメ (Eiseniabicyclis) 

の繁茂期で低糊紋下一面アラメ の針生である。 アラメ の生有する岩礁にはサ

ンゴモの誌類も多く， オオシコロ (Cheiloψ01'μm 1naximUllt)， エゾシコロ

(c. yeS:ioense)やハリガネ上に着生する ノリマキ (Derlnatolit1wlltUlnidulwn) 

などがあり ，またエゾシコロには爵総半島や茨城県海岸まで知られている ニ

クサエ ダ (Micl'ocladiacoralluωe)が鋭誌に着生 している。またアラメ の柴

面にはナミマクラ状の コーノケノリ Aやn'actulasal'gassi (YEN∞) FELDMANN 

が移 しく着生 し， 基部には Streblonemaevagatum が密生している。低潮ij~R

附・近の水際にはアミジ グサ， タマジュズモ，フトモ ズクの見事な生育が見ら

本 新潟大学理学部

The Bul1etin of Japanes巴 Societyof Phycology Vo1. Xll. No. ::l， December 1964 
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62 車高類第12巻第3号昭和39年 12月

ギ 母像
A 

B 

礎控
Fig. 2. A Cheilospurum押'laximum B C. yessoense 

C DermaTJlithon tumidulum D Microc/adia corallinae 
D-1. sketch of a habit of frond x 2 
D-2. cross-section of frond x 57 
D-3. tetrasporic frond x 3 

D-4-5. tetrasporangia x 23 

れ，低潮線の岩礁に多いスガモの葉上には Enteromorphaplumosa， :Nlyrio・

nema corunnae， Lωthesia sp. Ilea zostericola NODA sp. nov.などが着生し
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Fig. 3. Ilea zosterぜcola
NODA sp. nov. 

野田: 福島県塩屋崎岬附近の海議 63 

て居り，一帯にはヒジキ，テングサ，カイノリ，

イソマツ，フシツナギなどの他にカザシグサ，ハ

ナフノリ，ハイミ Jレなども見られる。新種 Ilea

zostericola NODAは極めて小形で高さ僅か0.8-1

cm，幅 2-3mmにすぎないが，複子襲も見られ，

葉面には僅かながらも毛が散生しており，変化に

富むセイヨウハパノリ (1.fascia F町田)と区別す

る事が出来る。またミ Jレの胞裂の頂端部には

Rhodochorton terminale NAK.が着生する。頂生

及び側生の単子磁を有する点では原記載と異なる

が，習性，形状一致する。

江名一塩屋崎一四ツ倉に見られる砂浜にはネ

ザシノトサカモドキ (Callophyllisadnata)，ヒロハノトサカモドキ(c.cris-

pata)，ヤツデハトサカモドキ (C.palmata)，ヒメトサカモドキ (C.rhyncho-

carpa)，ヤレウスパノリ，マキユカリ，マJレパアマノリ，エゾイシゲ，フトジ

ュズモなどが打ち揖げられている。四ツ倉の北部の久之浜附近には岩礁発達

し，アラメ，ヒジキ，イソマツの群生があり，また生育するツJレツJレ，タン

パノリ及びホソメコンブなどはアラメ，ヒジキと共に食用にされている。久

之浜附近に生育するイワヒゲの体上に着生する Rhodochortonsp.は特殊の

形状を呈し興味あるも，単胞子僅少で同定するに至らなかった。宿主の体内

に貫入する内生糸と短かき直立糸を有し，直立糸は密集し多少曲りくねって

梢々叉状に分岐し細胞は珠数状を呈する。単胞子は枝の頂端に形成されるよ

うに思われる。

是等の採集品を鈴木吉隆氏から送られてきた標本と一緒にすると 163穣

になる。その中，藍渓 3，緑藻 21，褐蔀 36，紅藻 103穫を含んでいる。藍部

類の Dermoca1アaviolaceaは見事な醤徹紫色を呈し，群休をなして Clado-

phora stimpsoniiの糸状休に着生する。褐謀類には新たに Ectocarapus

penicillatus (C. AG.) K]ELLMANが加えられ，また岡村博士が新種とされた

オオハネモ !Bryopsismaxima)， GratelouPia latissimaも含まれて居る。
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64 泌 類 第12巻第3号 昭和l3日年 12月

3 

A 2 
l 

Fig.4. A Der川 ocω'taviolaaa B Bryoρω 川 旧工llllCl

C Ectocartusρen icillatu s D G ratelolψω latissimCl 

A List of the Marine Algae in the Vicinity of the 

Shioyazaki Cape， Fukushima Prefecture 

Cyanophyta 

Dermocarpaceae 

1) Derm.oca1アαtrasina¥REINSCH.) B01，NET et THlm目 、

2) D. violacea CROUAN 

Oscillatoriaceae 

3) Lyngbya infixα FREMY 

- 4 ー



野田: 福島県橿屋崎仰附近の海護

Chlorophyta 

Ulotrichaceae 

1) Ulothrix flacca (DILL WYN)τ'HURET 

Ulvaceae 

2) Enteromoゅhacompressa (L.) GREVILLE ヒラアオノリ

3) E. crinita (R!町'H)J. AGARDH 

4) E. intestinalis (L.) LINK ボウアオノり

5) E. linza J. AGARDH 

6) E. plumosa KUTZING キヌイトアオノリ

7) Monostroma angicava KJELLl¥品N エゾヒトエグサ

8) M. undulatum WITIR民 K

var. farlowii FI白 UE ヒダヒトエグサ

9) M. zostericola TILDEN モツキヒトエ

10) Ulva pertusa KJELLMAN アナアオサ

Cladophoraceae 

11) Cladophora densa HARVEY アサミドリシホグサ

12) C. glaucescens HARVEY ツヤナシシホグサ

13) C. stimpsonii HARVEY キヌシホグサ

14) C. utl.iculosaKUTZING 

同 Chaetomorphaaerea (DILLWYN) K凹 ZING タルガタジュズモ

16) C. crassa KUTZING ホソジュズモ

17) C. moniligera KJELLMAN タマジュズモ

18) C. sPimlis OKAMURA フトジュズモ

Bryopsidaceae 

19) Bryopsis maxima OKAMURA オオハネモ

Codiaceae 

20) Codium adhaerens (CABR.) C. AGARDH 

21) C.ρ.agile (SUR.) HARIOT 

Phaeophyta 

Ectocarpaceae 

1) Ectocarpus penicillatus (C. AG.) KJELLMAN 

ハイミ Jレ

ミ Jレ

2) E. yezoensis Y AMADA et T ANAKA エゾシホミドロ

3) Streblonema evagatum SI!."TCHE比 etGA.RDNER 

Sphacelariaceae 

4) Sphacelaria suザuscaS町'CHELLet GARDNER ミツマタクロガシラ

.，-- 5-
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66 藻類第12巻第3号昭和39年 12月

Myrionemataceae 

5) MY1"ionema corunnae SAUV AGEAU 

Elachistaceae 

6) Elachista fucicola (VELLEY) AREscHOUG 

7) E. taeniaefarmis Y AMAnA 

Dictyotaceae 

8) Diityopteris divari・'cataOKAMURA 

9) D. undulata HOL旧 S

10) Dictyota du:hotoma (Huns.) LAMOUROUX 

11) Pachydictyoncoriaceum OKAMURA 

12) Spathoglossum pacificum YENOO 

Leathesiaceae 

13) LeathesiadijJormis ARESCHOUG 

14) Myriactula sargassi (YENOO) FELDMANN 

15) Petrospongium rugosum SEτ'CHELL 

et GARDNER 

ナミマクラ

ヒJレナミマクラ

ズ

ズ

サ

サ

サ

ハ

ハ

グ

グ

グ

ヤ

ヤ

ジ

ダ

ン

ゾ

ワ

ミ

ナ

モ

エ

シ

ア

サ

コ

ネパリモ

ゴノケノリ

ジワノカワ

Chordariaceae 

16) Heterochordaria abietina (RUPR.) 

SETCHELL et GARDNER マツモ

17) Papenfussiellakuromo (YEN∞1) INAGAKI クロモ

18) Tinocladia crassa (SUR.) KYLIN フトモズク

Desmarestiaceae 

19) Desmarestia ligulata (LIGHTF.) LAMOUROUX ウルシグサ

20) D. viridis (MUELL.) LAMOUROUX ケウルシグサ

Punctariaceae 

21) Punctaria latず'oliaGREVILLE ハパモドキ

J¥sperococcaceae 

22) め，elophycuscaespitosus (HARV.) KJELLMAN イワヒゲ

Scytosiphonaceae 

23) Colpomenia bullosa Y AMADA 

24) C. sinuosa (ROTH) DERB. et SOL. 

25) Ilea zostericola NODA sp. nov. 

26) Scytos砂，honlomentaria (LYNGBYE) 

C. J¥GARDH 

- 6ー
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野田: 福島県鹿屋崎岬附近の海蔀

Laminariaceae 

27) Laminaria religiosa MIYABE 

28) Eisenia bicyclis (KJELL.) S町℃田LL

29) Undaria pinnatifida S田町GAR

Fucaceae 

30) Hiziki・afusiformis (HARv.) OKAM明 A

31) Pelvetia wrightii (HARV.) YEN∞ 
32) Sargassum confusum C. AGARDH 

33) S. horneri C. AGARDH 

34) 丘 kjellmanianumYEN∞ 
35) S.、 thunbe7.giiO. KUNTZE 

36) S. tortile C. AG組 DH

Rhodophyta 

Bangiaceae 

1) Bangia fusco・purpurea(D比LWYN)LYNGBYE 

2) Erythrocladia subintegra Ro担 NVINGE

3) Erythrotrichia carnea (DILLWYN) J. AGARDH 

4) E. r，ψ'(!xa (CROUAN) Tm庶民、

5) Porphyra pseudolinearぜ'sUEDA 

6) P. suborbiculata KJELLMAN 

司 P.ten'f!T・aKJELLMAN 

8) P. yezoensis UEDA 

Acrochaetiaceae 

9) Rhodochorton terminale NAKAMURA 

Helminthocladiaceae 

10) Ne7nalion Ve7・miculareSURlN砧R

11) 品 ，zminthocladiayendoana NARITA 

Gelidiaceae 

1劫 Gelidiumamansii LAMOUROUX 

13) G. pusillum (STACKH.) LE JOLIS 

14) G. vagum OKAMURA 

15) Pterocltzdia tenuis OKAMURA 

Dumontiaceae 

16) Pikea californica HARVEY 

1η Neodilsea yendoana TOKIDA 

-7-

ホソメコシプ

アラメ

ワカメ

ヒジキ

エゾイシゲ

フシスジモク

アカモク

ハハキモク

ウミトラノオ

ヨレモク

ウシケノリ

イソリボン

ホシノイト

ユミガタホシノイト

ウップルイノり

マルパアマノリ

アマノリ

ス サ ピ ノ リ

ウミゾPウメシ

ホソベニモズク

テングサ

ハイテングサ

ヨレクサ

オパクサ

ミチガエソウ

アカパ
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68 藻類第12巻第3号昭和39年12月

Corallinaceae 

18) Amphiroa aberrans YEN∞ 
19) A. echigoensis YENOO 

2め Chei・losporummaximum YEN∞ 
21) C. yessoense YEN∞ 
2劫 Corallina jJlぬliferaPOSTELS et R目隠到CHT

23) 工加-matolithontumidulum FOSLIE 

24) Li抗ophyllumokamurai F'田:LIE

25) Lithothamnion 斤'etenseF'α孔B

Grateloupiaceae 

2匂 Carpopeltisaffinis (HARV.) OKAMURA 

27) C. cornea (OKAM.) OKAMURA 

28) C. flabellata (HOLMES) OK!U41RA 

29) Cyrtymenia sparsa OKAMURA 

30) Grateloupia filicina (W叫 F.)C. AGARDH 

31) G. latissima OKAMURA 

32) G. livida (HARV.) YAMADA 

33) G. okamurai YAMADA 

34) G. turuturu YAMADA 

3司 Pachymeniopsiselliptica YAMADA (1952) 

36) P. lanceolata YAMADA (1952) 

Endocladiaceae 

37) Gloiopeltis complanata倒ARV.)YAMADA 

3め G.furcata (PosT. et RUPR.) J. AGARDH 

Callymeniaceae 

39) Callophyllis adnata 0臥 MURA

40) C. crispata OKAMURA 

41) C. palmata YAMADA 

42) C. rhynchocarpa RUPR配 :HT

~eßlastoßlaceae 

オオシコロ

エソ。シコロ

ピリヒ/"<

ノリマキ

マツノリ

ツノムカデ

コメノリ

ヒジリメン

ムカデノリ

ヒラムカデ

キョウノヒモ

ツ Jレツ Jレ

タンパノリ

フダラク

ノ、ナフノリ

フクロフノリ

ネザシノトサカモドキ

ヒロハノトサカモドキ

ヤツデパトサカモドキ

ヒメトサカモドキ

43) Nemastoma lancifolia OKAMURA ウスギヌ

44) Schizymenia dubyi (CHAUV.) J. A!砧即日 ペニスナゴ

Solieriaceae 

45) Turnerella mertensiana 

(PosT. et RUPR.).Sa瑚I官 エゾナメシ
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野田: 福島県塩屋崎岬附近の海藻

Hypneaceae 

46) 均 'Pneacharoides L刷 OUROUX

47) H. saidana HOL阻 S

48) Plocamium recurvatum OKAMURA 

49) P. telfairiae HARVEY 

f. uncinatum OKAMURA 

Sphaerococcaceae 

イノぜラノリ

サイダイノぜラ

マ キ ユ カ リ

ユ カ リ

50) Caulacanthus okamurai Y AMADA イソダンツウ

51) Gracilaria compressa (AG.) GREVILLE シラモ

52) G. verrucosa (Huns.) PAPENFUSS オゴノリ

Phyllophoraceae 

53) Gymnogongrus flabelliformis HARVEY オ キ ツ ノ リ

69 

54) G. japonicus SURINGAR ソエダナシオキツノリ

55) Ahnfeltia paradoxa (SUR.) OKAMURA ハリガネ

Gigartinaceae 

56) Gigartina intermedia SURINGAR カイノリ

57) G. teedii (ROTH) L品，fOUROUX シキンノリ

58) Chondrus ocellatus HOLMES ツノマタ

Rhodymeniaceae 

59) Rhodymenia intricata (OKAM.) OKAMURA マサゴシパリ

Champiaceae 

60) Champia parvula (AG.) HARVEY ワツナギソウ

61) Lomentaria catenata HARVEY フシツナギ

62) L. hakodatensis YENOO コスジフシツナギ

63) Gastroclonium ovale (Huns.) KUTZING イソマツ

Ceramiaceae 

64) Antithamnion n争'Ponicum

Y AMADA et INAGAKI フタツガサネ

65) Callithamnion fU1・cellaげaeJ. AGARDH 

66) Car.ρoblφharis schmitziana (RBD.) OKAMURA チリモミグ

67) Centroceras clavulatum (AG.) MONTAGNE トゲイギス

68) Campylaφhora C7"assa (OKAM.) NAKAMURA フトイギス

69) C. hypnaeoides J. AGARDH エ コ ノ

70) Ceramium japonicum OKAMURA ハネイギス

71) C. kondoi YENDO イ ギ ス

- 9 ー
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70 藻類第12巻第3号悶和39年 12月

7劫 C.paniculatum OKAMURA ハリイギス

73) C. tenerrimum (MARTENS) OKAMURA キヌイトイギス

74) Griffithsia japonica OKAMURA カザシグサ

75) Microcladia corallinae (MART.) OKAMURA ニ ク サ エ ダ

76) Ptilota dentata OKAMURA ペニヒパ

Delesseriaceae 

77) Acrosonum flabellatum Y AMADA 

78) A. polyneurum OKAMURA 

79) A. uncinatum (J. AG.) K乱闘

80) A. yendoi Y AMADA 

81) Erythroglossum pinnatum OKAMURA 

82) Nienburg均 javonica(Y i¥MADA) K乱闘

83) Benzaitenia yenosh抑制sisYENDO 

Dasyaceae 

84) Dasya sessilis Y AMADA 

85) HeterosiPhonia japonica YENDO 

86) H. pulchra (OKAM.) FALK町 BERG

Rhodomelaceae 

87) Chondria crassicaulis HARv町

88) C. dasyphylla (Wα)05.) C. AGARDH 

89) C. stolonifera OKAMURA 

9め Herposi，ρhoniasubdisticha OKAMURA 

91) Laurencia glanduliff!1oa KUTZING 

92) L. intermedia Y AMADA 

93) L. okamurai YAMADA 

94) L. pinnata YAMADA 

9句 L.undulata Y AMADA 

96) Polyゆ'honiajaponica HARVEY 

97) P. mom仰が HARVEY 

98) P. pulvinata J. AGARDH 

99) P. sc~μlorum HARVEY 

100) P. senticulosa HARVEY 

101) P. urceolata CDILLWYN) GREVILLE 

ヤレウスノぜノリ

カギウスパノリ

ノ、イウス r~ノリ

タチウスベニ

ハスジギヌ

ベンテンモ

エナシダジア

イソハギ

シマダジア

ニL ナ

ヤ ナ ギ ノ リ

ツルヤナギ

クロヒメゴケ

オ オ ソ ゾ

ク ロ ソ ゾ

ミツデソゾ
ノ、 ネ ソ ゾ

コ プ ソ ゾ

キプリイトグサ

モロイトグサ

ヒナイトグサ

オワリイトグサ

ムツイトグサ

ショウジョウケノリ

102) Symphyocladia latiuscula (HARv.) YAMADA イソムラサキ

103) S. marchantioides (HARV.) F.ιKENBERG コ ザネ モ
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野田: 福島県寝屋崎仰附近の海藻 71 

Summary 

In the summer of 1958 the present writer made a collecting tour of algae in 

the vicinity of the Shioyazaki Cape. This paper is an enumeration of the species 

inc¥uded in these materials and also the marine algae which were collected by Mr. 
SUZUKI YOSHITAKA and his son for the writer on the coast Qf the Shioyazaki 

Cape. They amount to 163 species in all， of which 3 beiong to i:he Cyanophyceae， 
21 to the Chlorophyceae， 36 to the Phaeophyceae and the remaining 103 to the 

Rhodophyceae. The result of the study seems to the writer to be interesting from 

the view point of the geographical distribution of these species 

Literature 

川嶋昭二:岩手県沿岸産海藻目録藻類第2巻第3号 (1954)，第3巻第2号 (1955). 川端

清策:茨城県(常陸国)沿岸の海藻類について 植物及動物第7巻9号. K. IWAMOTO: 

Marine A¥gae from Lake Saroma， Hokkaido in Journal of the Tokyo University of 
Fisheries vol. 46 (1960). Y. NAKAMURA: The Species of Rhodochorton from 

Japan 11 in Sci. Pap. Inst. Algol. Res. Fac. Sci. Hokk. Imp. Univ. vol. 3 (1944). 

K. OKAMURA: On Microc¥adia and Carpoblepharis in Bot. Mag. Tokyo vol. 14 

(19∞).一一 Iconesof Japanese A¥gae vol. 6 (1929-32).ーー: 日本海藻誌 (1936). Y. 

YAMADA: Notes on Some Japanese Algae in Journ. Fac. Sci. Hokk. Imp. Univ. 

Ser. V vol. 1 n. 1 (1930). Y. YAMADA and T. TANAKA: Marine Algae in出e

Vicinity of the Akkesi Marine Biological Station in Sci. Pap. Inst. Res. Fac. Sci. 

Hokk. Imp. Univ. vol. 3 (1944). K. YENDO: Novae Algae Japoniae Decas 1.111 

in Bot. Mag. Tokyo vol. 34 (1920).一一一 CoraJ1inaeverae Japonicae in Journ. Coll. 

Sci. Imp. Univ. Tokyo vol. 16 (1叩2).
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珪藻類図説 (3)

津 村 孝 平 本

K. TSUMURA: Annotated micrographs of diatoms 
from the author's coIlection (3) 

〔術語解〕 珪藻類の既存の文献で種類の判定をしようとするときに，そ

の執筆者が使っている術語の意味が明瞭でないために，せっかく記述がして

あっても余り役に立たないことを筆者はたびたび経験している。そういう場

合には執筆者の違う数篇の文献を対比参照してその術語の意味を知ろうとす

ると，文献によっては同一種類について同ーの術語を全然別の意味に使つで

あることさえもある。草木などではその形態を記載するための術語をかなり

詳しく習得する機会があって，術語が標準化しているのに比して，下等植物

になるに従って外形が単純になるので，多数の詳しい術語などは不必要のよ

うに考え易いけれども，珪藻類のように被殻の形状が独特な構造をもってい

る類では，種類の形態を記述するための特別の術語がなくては，いちいち多

数の語句を用いて形態を常識的に形容して長々と警かなければならなくなり

それでもなお且つ徹底しないととを筆者はたびたび経験している。それで筆

者の ζ の図説では必要に応じて〔術語解〕という項を挿入する乙とにした。

〔術語解 1J Actinoptychusの記載用語(図 1参照)

a 葦殻の外縁部 (marginalpart of valve) 

第 1図 Actinopか'chusの記載用語

*横浜市立大学文理学部

b 放射区画 (radialcompartment) 

c 放射区画の外縁 (outermargin of 

radial compartment) 

d 放射区画の境界 (boundaryof the 

radial compartment) 

e 中央域 (centralarea) 

f 乳頭状突起 (papillateprocess) 

17) Actin申 fychu8mαcraei DEBY， 

The BuJletin of Japanese Society of Phycology Vol. XII. No. 3， December 1964 
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海村: 珪藻類図説(司 '13 

1893. Pl. V， fig. 5. 

DEBY， in Diatomiste， Vol. 1 (1890-93)， p. 68， Pl. Xl， fig. 7; ScHMrDT， 

Atlas， Taf. CCII， fig. 12; LAPORTE et LEFEBURE， Diat. rares et curieuses， 

Vol. 11， P1. XV， fig. 108. 

被毅は円盤状で査殻は 6個の放射状区画に分けられ，各区画は交互に高

低(凸凹)しているので，側面は波曲しているが低い(凹)区画であってもその

区画内では中央部が隆起している。中央域は六角形で，筆者の標本では乙の

部分は単なる無彫刻・平滑で，結節のように特に殻が厚くなっているのではな

いらしい。外縁部はかなり幅が広い。中央域を除いて，その他の部分は細線

が互に交斜した細かい網目のように見えるが，関口数1.25の分解能を使えば

交斜線のように並んだ点紋である。ただし筆者の標本においては低い区画に

対する部分の外縁部の点紋は明らかでない。本種の著しい特徴は高(凸)区画

に強く光線を屈折して光って見える太い特殊な絡脈があり，いま乙の区画の

外周の方を底辺と言うととにすると，絡脈は底辺に大体平行して 4-5個の網

目，それよりも内側(中心に近い方)に 3-4個の網目，さらに内側には 2-3

個の網目というように，底辺から中心の方へ向って，数個の太い環を積み重

ねたように並んでいる。ただしとれらの網目は底辺(外側)から 1-3列くら

いまでで，それよりも中心に近い先端では網目をなさずに，少数の分岐をす

るか，または分岐しない 1本の脈に終っている。また底辺よりも外方，つま

り外縁部には乙の絡脈の末端が網目を構成せずに，ほぼ等間隔に 4-5本放射

状に存する。その状はあだかも「魚」という字を簡略にしたような形であ

る。 Pl.V， fig. 5では乙の絡脈が白く明るく写っていて，外縁部には 4-5本

の黒い短かい影が写っているが，乙の黒い影にピントを合わせれば，やはり

光って白く写る。乙の絡脈の各部分と前述の点紋との両者へ同時にピントを

合わせるととは開口数1.25の焦点深度では不可能である。 DEBYやLAPORTE

etLEFEBUREの図では多分点紋へピントを合わせて置いて撮影し，後から不

鮮明に写っている絡脈を修正加筆したものらしく，絡脈が黒く表わされてい

る。正面の直径は 58μ，全面にある点紋は 10μ に14個，絡脈の網目の直径

は2μである。

本穫はもち論海産穏であるが，原記載にはチヤレンゾヤ戸号探検船が採

集した海底の泥土中にあった乙とだけが記されていて，地名は記録されてい

ない。 LAPORTEet LEFEBUREが掲載している図は原記載の転載したのでは

-13ー



74 藻類第12券鎗3号昭和39年12月

なし明らかに両名の原図であるが，やはりチャレンジヤ戸号の海底泥土と

してあるだけである。ScHMIDTおよびTEl¥峨REet P回 AGALLO:Diat. du 

monde entierによれば，ハンガリ F のBorostelek産の化石としてある。い

ずれにしても極めて稀に見出されている。筆者は北海道稚内市樺岡産の珪藻

土の中から，極めて稀に検出したもので，日本では最初の報告である。

18) Actin制御'chustriforium百間企REetB夜間， 1889. Pl. V， fig. 1-2. 

BRUN et TEM凶RE，1889， Di此 foss.Japon， p. 13， Pl. VII， fig. 3; KA-

NAYA， 1963， Survey of Fossil from Japan (a reprint怠dfrom BRUN and 

TEMP鼠E'soriginal paper， with Dr. KANAYA's annotations)， p. 25， Pl. XLI， 

fig. 3; ScHMIDT， Atlas， Taf. CLV， fig. 12; M也LER，Diat.-Prap.， Taf. 

XXVII， Linie 2， fig. 7. 

被殻は蓋殻の中央域は各辺が著しく湾入した六角形をなし，透明であ

る。放射区域は 6個で，各放射区域の外縁の中央に小さい乳頭があり，蓋殻

の輪廓はその部分へ向って幾分か外方へ突出ているので，全体の輪廓がやや

六角形の傾向を帯びている。各区画内は放射方向とそれに 2方向から 600 に

交さする合計 3方向の平行な直線が交わった形に配列する点紋で充たされて

いるが，各区画の中央に各区画をさらに 2等分するような放射方向の細い線

がある。との線はその部分の放射方向に並ぷ点紋の 1列を欠くためにできた

ものらしく見える。原記載の図によれば乙の線は中央域の縁部から発して，

前記の乳頭まで達しているようになっているけれども，筆者の標本では中央

域の縁部から始まっているが縁部と乳頭との中間で終っている。 6個の放射

区域は交互に高低(凸凹)しているが，各区画内では中央が高い。高い区画の

表面にピントを合わせると，高い区画の両側の境界は著しく ( )のように湾

曲して見える。乙れは高い区画の膨起の形状(様子)を示すものであることは

もち論だが，乙れが直線に現われる穣類があるらししその場合はそれだけで

はなく，ほかにもその種類としての特徴があるようであるが，その方は未だ

筆者の手許に実物標本がないので，文献だけで知っているととは乙乙iζは書

かないととにした。乙の線が直線に現われるようなら，それは別の種類では

ないかと一応疑ってみる必要がある。正面の直径は 38μ，点紋日は 10μ に

1) 珪務類の被殻の条線の密度が同一種では大体一定していて，個体差が少ないととには

130年ばかり前11:EHRENBERGが注目し，乙れを積の特性目標と考え，パリー式の 1
line (=1/12インチ)の 1/100上にある条線の数を示したのに始まる。無論大体の数であ

って， r約」の字がついているものと考えてよい。
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湾村: 珪諌類図説 (劫 75 

20個ある。

本種は命名者等が日本の Sendai(仙台1)産の化石種として発見・命名

したものであるが，その当時に命名者等からその材料の一部を頒けてもらっ

たらしい学者が外国には 2-3あり，それらの人が実物を見たらしい記録があ

るが，その後は本種の消息が全然なかった。本種は珪藻類を研究している者

が見れば常識から言っても海産種であったはずであるが，仙台はもち論，宮

城県下には海成珪藻土の産地は未だ知られていない乙とから，本種のタイプ

ロカりティは日本というととだけしか判っていない。筆者の標本は石川県珠

訓市正院町飯塚産の珪藻土から筆者が検出して保存しである。乙の珪藻土は

市川渡博士が御恵送下さったものである。極めて稀に本種が見られる程度で

ある。

〔付記〕 珪譲類の研究者の聞には良く知られている乙とであるが，日本

産の化石珪藻類については 1800年代の終りにジュネープの J.BRUNとパリ

およびアルカションの J.TEMP郎Eの共同 (1889)，J. BRUNの単独 (1891)，お

よびプレスプルグ(ハンガリ.....)の J.PANτ"OCSEK (1892および 1905)が日本

から入手した材料を研究して多数の新種を命名したのがある。その中には現

在では既にそれ以前に命名されいた種と多分間種異名になると恩われている

ものや， BRI凹および百即鼠Eの共同または BR聞単独の研究・命名によ

る種と，P.州・TOCSEKの研究・命名による種とが多分同種異名になると思われ

るものも若干あるから，それらの重複を精査・検討して彼等3氏が発見した

日本産の化石珪藻類は何種であるかという結論を言う乙とは煩らわしいが，

ざっと見ても 100種以上の化石珪藻類が日本産の材料によって発見・命名さ

れた。それらの中で後に外国でも同じ種類が得られたという例も多少はある

けれども，大多数は外国でも無論見つかつてはいないから，それらは現在ま

でのと乙ろでは日本特産と言ってもよいのである。と乙ろがそれらの中で日

本人がその後，再び採集して確認し得たのは 1963年までに公表されたのは僅

かに 12種ばかりという情けない現状にある。つまり日本人は自国特産とも

思われる化石珪藻類の珍種について，実物はほとんど知らない状態にあるか

ら，日本の学問の名誉のためにも，それらの実物標本を保存して置く必要が

あろうと思う。筆者の所蔵標本中にも未だその全種類はないけれども，かな

りの種類が保存されているので追々に公表する。

19) Actinoptyck回 Y-latinumA. ScHMIDT， 1890. PI. V， fig. 3. 

- 15ー



76 部 類 第12巻第3号制和39年12月

SCHMIDT， 1890， Atlas， Taf. CLV， fig. 11; MOLLER， Diat.-Prap.， Taf. lX， 

Linie 2， fig. 6 und 21. 

正面は円形で中央域と 6個の放射区画に分かれているが，各区画の境界

のと乙ろが著しく深く谷の如く凹んでいる乙とと，各区画内が著しく膨起し

ているので，低倍単で見ると，甚だ複雑で簡単に言いあらわし得ない彫刻で

あり，且つ干渉色の美光を放っている。その起伏の差が大きいので，高倍率

でみると一部分だけにしかピントが合わなくなるので，構造がずっと簡単に

見える。ツアイス製の NA1.3のアポクロマ戸ト対物鏡で正面の高所(凸部)

ヘピントを合わせると，あだかも雲海上へ頂を出しているように見える。

基本的な微細彫刻は 2方向の線を交斜したように並んだ点紋であるが，

各区画の中央に V字形の無彫刻部があるので本種である乙とが直ぐ確認で

きる。また各区画の外縁の中央に明瞭な乳頭がある。正面の直径は 48/1.，点

紋は 10μ に7個。

本種は前に記したように BRUNおよび TEMP主胞が日本の Sendai(仙台

1)の化石珪藻類を研究した ζ ろに，多分その材料の一部を頒与したものの中

からアムステルダムの J.KINKERが発見したものと思われるが，その後ハン

ガリ戸の SzentPeter，その他でも得られている。日本産として知られている

化石珪藻類の目録は既に 2-3の人によって書かれているが，その当時まで

に既に文献に日本産なる旨が記されていたものでも多数集録もれがあるのは

遺憾である。しかし総目録を作るととは大変な努力を要するととで，しかも

集録もれを生じ易いととであるから，必要の都度その種類について改めて文

献をしらぺなおしてみないと確実な乙とはわからないものである。本種も上

記の目録にはないが，タイプ・ロカリテイ戸は Sendai(仙台1)となってい

る。筆者の乙乙に掲げたのは FloridaのSantaRosa Soundの化石珪藻であ

るが，そのほかにも外国の 1-2の産地の標本を持っている。それらの材料

中において本種と混在している他種から判断(想像)すると，それらの混在種

も日本からは報告されていない種が大多数であるから， KINKERが本種を検

出した材料は果して本当に日本産の珪譲土であったかどうか，筆者には多少

疑わしく思える。

20) Adirwptyc1uJJJpapilio BRUN， 1889. Pl. V， fig. 4. 

BRUNetTEMP立RE，1889， Diat. foss. Japon， p. 12; Pl. VII， fig. 4; KANA-

YA， Fossil from Japan， p. 25， Pl. XLI， fig. 4; SCl瑚1DT，Atlas，Taf. CLV， fig. 4. 
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棒村: 珪若草類図説 (3) 7ft 

蓋殻は中央域は六角形で透明である。放射区画は 6個で，外縁部は著し

く狭い。各放射区画の外縁の中央に小さい乳頭があって，それへ向って査毅

の輪廓が外方へ張り出しているので，正面の輪廓はやや六角形的な円形であ

る。各放射区画内は 2方向の線が鈍角を放射方向に向けて互に交斜したよう

に並んだ点紋で充たされているが，中央域の六角形の各辺の中央点と各放射

区画の外縁の中央にある乳頭とを結ぶ線およびその両側にそれと平行に 3-

4本の線がある。 乙れらの平行線はその所にあるべき点紋を欠いたためにで

きた極めて細い無彫刻である。乙れらの平行線が放射区画の外縁と接すると

乙ろに 1個あての極めて小さい乳頭がある。正面の直径は 701-l， 点紋は 101-l

に15個，平行線は 10μ に2本あてに存する。

本種も上掲の BR:凶 et百 MP鼠 Eの共著論文において日本産の材料から

検出・命名された海産化石珪穣であるが，産地は原記載によれば Yedoとし

てある。乙の Yedoは原記載の序文によれば横浜の碇泊地で採られた海の泥

土 (vasemarine recoltee dans la rade de Yokohama)と記されているが，そ

うだとすれば，乙れは東京湾の海底土という乙とになり， Yedoは「江戸」

であるはずであり，またScH阻 DT:Atlasには Jedo(BRUN)としてあるが，

ζれは原記載はフランス人の書いたもので， Atlas はドイツ人の書いたもの

ゆえ， Yedoが Jedoとなるまではよいが， BRUNet τ'EMPEREの共著論文中

には他の種類の産地の所に“Calcairede Y edo. Aussi ivante dans le port de 

Yokohama"と記したのがあるから， Yedo=東京湾ではなさそうであり，ま

た J.P制限溜Kは北海道産の化石珪藻類を記述するのに“ininsula J脳 0"

と書いており(ただし BRUNetTEMPお也と PANTOC溜 K とは日本の珪言葉土の

入手経路が別であるらしい)， Yedoはエゾ，つまり北海道とすれば，北海道

には海成珪藻土の産地はかなりあるから筋が通る。しかし本種はその後に

日本産の珪藻土から再度得られた報告はないように思う。筆者が乙乙に掲げ

た標本はニュージーランドのオアマルーの Jackson'sHeightsの中央付近か

ら採集された珪言葉土中から筆者が検出したもので，極めて稀にしか見られな

い。 Jackson'sHeightsという地名は珪藻類の研究分野では俗に Jackson's

Paddockと言っている所 (TEMP鼠Eet PERAGALLO ': Diatomees du monde 

entierなどに記されている)で，同国 ChristchurchのF.C.D.REED氏によ

れば 1880年代の中頃に Waitaki高等学校教師の ChalesG田 ORD氏によっ

て発見された珪藻土露頭のととであるが， DunedinのJ.DOIG氏によれば現
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78 起草類第12巻 第3号昭和39年 12月

在では 'Jackson'sHeightsというべきだそうである。筆者の標本を得た珪藻

土は Wellingtonにある国立地質調査所長 W.F. HARRIS博士から筆者に送

って来たものである。本種はニユ F ジーランド産としても筆者が初めて記録

するものである。

21) Auricula complexa (GREG.) CLEVE var. reniformis TSUMURA， 

nova varietas Pl. VI， fig. 1-3 and Pl. VII， fig. 1-2. 

(ErratumJ Euodia sp.， T AKAMINE and SAKAI， List of Diatf)ms， collect-

ed at Sugashima， Mie Prefecture (愛知学芸大学研究報告， Vol. IV)， p. 56， 

fig. 8. 

Frustu1a est membranacea. Va1va est reniformis ve1 elliptico・reniformis.

Margina1is carina se extendit non tantum ad reniformem dorsa1em margi-

nam sed etiam ad ventralem marginam. Et nuda ventra1is margina， quae 

non habet margina1em carinam， se extendit infra 1β-1/6 partum totius 10n-

gitudinis. Longitudo de va1va est circiter 150μ. Costu1ae ex parte margi-

nae sine margina1 carina ad margina1em carinam sunt divergentes， et cos-

tu1ae inveniuntur circiter 20 in 10μ. 

Haec varietas inventa est in marino p1anktone， quod tempore aestivo 

in sinu 1ittoris Nabeta， prefecturae Shizuoka et in circa Sugajima et To-

shijima， prefecturae Mie collectum est. 

Ho1otypus: SS-No. 1590 (ex mari circa Sugajima， prefecturae Mie). 

Paratypi: SS-No. 1610 (ex mari circa Sugajima， Mie prefecturae)， 

SS-No. 5339， 5482， 5508， 5563， 5589， 5692， et 5701 (ex mari circa Suga・

jima， Mie prefecturae)， SS-No. 2626 (in sinu littoris Nabeta， Shizuoka 

prefecturae) conservantur in meo 1aboratoris ut singuli specimenis slides. 

被殺はミカンの房袋の如き形状で，その平たい両面が蓋殻である。その

厚い方の縁を背縁，薄い方fの縁を腹縁という乙とにすると，背縁に竜骨縦溝

がある。蓋毅を正面から見れば Pl.V， fig. 1-2および Pl.VI， fig. 1のようで

腎臓形または幅の広い腎臓形で，背縁の中央が僅かに溢れている。乙の溢れ

は種や個体によって顕著なととと不顕著な ζ ととがあり，乙の変種 (var..r，ι 

nずormis)では注意しないと見落すほどであるが，と乙に極めて小さい中央結

節がある。被殻の側面(背面)を見ると，蓋殻の背縁は翼状をなして帯殻より

も外方に著しく突出しており，しかもそれが貫般紬の方向に湾曲していて，
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律村: 珪藻類図説 (3) 79 

それを中央結節が岨止しているような形になっているので，正面で見る中央

の溢れは僅少であるが，側面観では櫨れ自にある中央結節を境にして各半部

が翼状に広がっているように見えるのである。もっとも個体によっては側面

観でも翼状の広がりが，もう少し小さいものもある。以上の説明は実物また

は模型を使ってしないと，なかなか理解しにくいであろうが， G. KARSTEN 

(1899): Die Diatomeen der Kieler Bucht， S. 100-101 (S. 116-11η に詳し

い説明と fig.155とがあり，その図だけならば同じく KARSTI到が ENGLER:

Naturlichen Psanzenfamilienの珪藻類の分冊の 284ぺ戸ジに 384図として

掲げているから参照するとよい。

被殻は全体が薄い膜のような感じであるが，蓋殻はいくらか強固で，帯

殻や中間帯は極めて薄弱であって，強烈な酸処理をすると全部が破かいされ

てしまうととがあり，弱い酸処理やホルマリン潰の古い材料では帯殻が脱落

して査殻だけになっているとともあるくらいであるから，乙れを顕微鏡下で

人為的に側面を観察するように向けかえる乙とはかなり困難である。それで

前述または図で見るように蓋殻の背縁の中央の韓れは，正面で見ると僅かで

あるが，側面で見ると著しいことを理解するのはかなり難かしいであろうと

思う。無論筆者は正面・側面ともに確認した上に，それが観察できるように

正面と側面とを上に向けた標本(単種プレパラート)を保存しである。

さて A.complexa var. complexaでは竜骨縦溝が腎臓形の正面の背縁

にあって，その両端付近で終っているか，両端を越えて幾分か腹縁の方に及

んでいる程度であるけれども， var. ren;fornUSでは竜骨離溝が腎臓形の両端

を完全に越えて，腹縁の方にまで囲っていて，竜骨縦溝のない裸出した部分

は腹側の全長の 1/3から 1/6だけになっている。その形状はイタヤガイの如

き二枚貝の穀を想わせるほどである。蓋穀面には細い肋線が密に存し，竜骨

縦溝のない縁から発して，竜骨縦溝のある縁に向って噴出しているような形

に並んでいて， 10μ に約20本あてに存する。 乙の細線は光学顕微鏡では点

線に分解されない実線であるから条線 (stria)といわずに肋線 (costa)という。

光学顕微鏡では乙の肋線のステレオスコピックな構造の確認がむずかしいが

殻の実質の厚い部分(明るく光って見える)が細い線状に存し，それが2文分

岐をしていて，その枝が疎らに散開せずに枝(肋諌)自身の太さくらいの間隔

を空けて存在している。乙の校条と枝条との間隔は薄暗く陰影のように見え

るから，多分殻の実質の厚い部分と厚い部分の谷聞になっている部分だと思
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Explanations of the plates 

Fig. 1-2. Actinottychus かがoliu/ll.T立MPEREet BRUN. (MF...Iizuka， Suzu 
City， Ishikawa Prefectur巴 3.Actinoρtychus V-latinum A. SCH-
MIDT. (MF.. .Santa Rosa Sound， Florida， U. S. A.) 4. Actinoρり-
c/WSρatiho BRUN. (MF…Jackson's Heights， Oamaru， N巴wZealand) 
5. A.ctinoρtyc/I.IIS lIlacraei DIミBY 仏1F...Kabaoka，Wakkanai， Hok-
kaidu) New to .1apan. 
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津村 : 法務類図説 (3) 

Fig. 1-2. Auricula CO/lψlexι(GREG.) CLEVE var. renザonl/.isTSUMURA， 
Nov. var. Showing th巴 frontview. (MR-. .Sugajima Island， Mie 
Prefecture). Fig. l-Holotype: SS-No. 1610. Fig. 2-Paratype: 
SS-No. 5692. 3. Auricula COIIψle:ra (GREG.) CLEVE var. 1-elli-
fonnis TSUMURA， Nov. var. Showing the side viewよ(MR...Sugajima 
Island， Mie Prefecture). Holotype: SS-No. 1590. 

- 21ー
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』ー~

Plate VII 

Fig. 1. AlIriCl/la ("0川 ρlexa(GREG.) CLEVE vぺ

日目前51i1522F
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誇村: 珪穣類図説 (3) 83 

うが，線画による写生図や顕微鏡写真では，との薄暗い陰影の部分を黒く表

現する ζ とになるので，その黒い方を肋線と考えるならば，分岐は藍藻など

に見る仮性分岐のようになっているのである。なお var.complexaの肋線も

竜骨縦溝のない縁から生じて，竜骨縦溝のある縁に向っているので，肋線の

あり方の原則は .var.reniformisと同じ乙とになっているが， v，町・ reniformぬ

では竜骨縦溝のある縁と無い縁の長さが極端に違うから，肋線は分岐が多く

噴出状になるけれども， var. complexaでは幾分か散開している程度である。

との新変種は昭和 29年7月に静岡県鍋田湾の下回にある東京教育大学

付属臨海実験所付近の海で福井玉夫博士が横浜市立大学の生物学科の学生の

臨海実習を指導されたときに採集されたプランクトンのホルマリン漬の標本

中から筆者が稀に検出したほかに，その翌年7月に三重県鳥羽の答志島にお

いて，同じく学生の臨海実習を指導された福井博士に随伴した筆者が再び検

出したし，その翌年に岡県菅島にある名古屋大学付属の臨海実験所付近で，

同大学の小島学氏が採集して筆者に寄贈されたプランクトンの中にも見られ

たが，いずれもやや稀であった。ついでながら記すと，筆者は別に var.com-

plexaの標本も既に所蔵しているから，それとの比較検討も決して単なる図

の上での比較ではないととと，上記の静岡県および三重県で採集されたプラ

ンクトンの材料中には var.complexaに完全に一致する Auriculaは全然見

られなかった。

愛知学芸大学研究報告第4集(1954年)に高嶺昇博士ほか 1名が， p.56， 

Fig. 8 (上記文献参照)に Euodiasp.として掲げられている顕徴鏡写真は学

名の判定を誤っているのであって，実は明らかに乙の新変種である。言うま

でもない乙とであるが，Auriculaは羽状類 (Pennate)であり，Euodi臼は中

心類 (Centricae)であるから，属名や種名が文献の不足などで仮に判定でき

なかったとしても，正攻法で判定すればこの両者を混同するようなことは先

ず起り得ないはずである。

Summary 

In the present paper the writer deals with four curious species of A('tinopty-
chus and one new variety of Auricula comple:ra. Actinoptychus macuraei is new 
to fossil sora of Japan.τ'hough the other three species of Actinop，砂chushad been 

already reported from Japan，也eyare so very I1lJ'e that we can scarcely find them 

even in our country. The specimens of the inse巾 dfigures were coIlected in the 
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84 藻類第12巻 第3号昭和39年 12月

lucalities shown in the brackets in the following explanations and are securely 

preserved in the writer's private laboratory， as a matter of course. The sign MF 

shows “Marine Fossil"， and MR shows “Marine Recent". 

ハイミルの津軽海峡北岸で、の分布

山本弘敏*

H. Y AMAMOTO : On the distribution of Codium adhaerens (CABR.) 
c. AG. along the northern coast of Tsugaru Straits 

津軽海峡周辺に於ける

ハイミルの採集記録として

は，青森県側は，大問弁天

島(山間，1928:高松，1938: 

川嶋，1957)，佐井(高松，19

38: 111嶋，1957)，浅虫(J11嶋，

1957)，母衣月(同)，三厩(同)，

及び海峡の外の深浦(同)と

大間越(加藤・加藤， 1963) 

があり，北海道側は海峡の

外であるが， 小島(山田，

1942)のほか，島牧村小田西

の沖合約2000m，水深 40

mから沈没船に着生したハ

イミ Jレを得た記録(福原，

1958)がある。 乙の小田西

が現在までに知られたハイ

ミJレの日本に於ける分布北

限である。しかし，津軽海

峡内の北岸，すなわち北海

。
火山
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Fig. 1. Distribution of Codium adhaerens 
around Tsugaru Straits. The dark spots 
denote the places where the alga was 
collected. 

キ 北海道大学水産学部水産植物学教室

The Bulletin of Japanese Society of Phycology Vol. XII. No. 3， December 1964 
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山本: ハイミ Jレの津軽海峡北岸での分布 85 

道側沿岸でハイミ Jレが採集された記録は未だない。

筆者は昭和 34年以来津軽海峡北岸の海藻分布をしらべているが，次の 3

地点でハイミ Jレを採集し得たのでととに報告しておきたい。

本論に入るにさきだち，本稿の校閲と研究の指導をいただいた。時田部

先生に深く感謝の意を表します。

Codium adhaerens (CABRERA) C. AGARDH 

ハイミル(岡村)

C. AGARDH， Sp. Alg. 1， 2， p. 457 (1822);山田， 1928， p. 498; 1942， 

p.99;高松， 1938， p. 8;川嶋， 1957， p. 51;福原， 1958， p. 39;加藤・加

藤， 1963， p. 640. 

分布:九州，本州，北海道南西部;小笠原島;琉球;太平洋 (NewZea-

land) ;印度洋 (Ceylon);紅海;地中海;アドリヤ海;大西洋。但し， O.C. 

SCHMIDT (1923， p. 27)は本種を Codiumdifforme KUTZINGとは別穫であ

ると考え， C. adhaerensは大西洋の種であって地中海には無いとしている。

津軽海峡北岸採集地点:松前(山本， July 1959， July 1960， August 1961， 

April 1962， August 1962， April & May 1963)，白神岬(山本， April & July 

1962)，立待岬(山本， August 1959， June 1960， June 1961， May 1962). 

津軽海峡の海流は，海峡西日(松前地方)からは対島暖流が流入し，東口

(恵山地方)附近は千島寒流の強い影響をうける。従ってこの東西両口では水

源に，夏季 3-50C，冬季 20Cぐらいの差がみられる。その結果，松前から白

神岬にかけては，Ishige okamurai (イシゲ)， Dilophus okamurai (フクリン

アミジ)， Callophyllis adnata (ネザシノトサカモドキ)等暖流性の種が極く

普通に生育するのに対し，恵山岬から汐首岬にかけては Fucusevanescens 

(ヒパマタ)， Pelvetia wrightii (エゾイシゲ)， Ptilota pectinata (クシペニヒ

ノイ)等で代表される寒流性の種が生育し， 海峡の東西両地域の海藻フロラに

非常に明確な相違がみられる。従って，海峡西日附近にハイミ Jレの生育を見

る乙とは当然予想されるが，事実，松前から白神岬にいたる沿岸では，春か

ら夏にかけて，低潮線以下 1-2mの岩のとに極く普通に見られる種の一つ

であるととが確認された。

松前と白神岬で採集したハイミルの体の大きさは，径7-8cmに達し，

7-8月頃に配偶子嚢の形成がみられた。なお春から初夏の候に採集した体に
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Fig. 2. Codu，川 adhae7-ens(CABR.) C. AG. Four specimens 

collectecl at Matsumae in April 1962. 

は，ACTochaeaum (Rhodochorton) spp.の着生がみられ，休が全体に赤色を

おびているものが多い。

白神 11却を東へ廻ると ハイミノレは急にみられなくなるが，立待岬の低潮線

開近の岩l塗や，タイドフ ~ )レに少数の個体を採集 し得た。 その大ささは，松

前と白利111叩で得た個体と殆ど差異はないようである。

上述のどとく， 白神岬と汐首Ih甲にはそれぞれl暖流性と寒流性の海藻の代

表種が生育しており，コンブの分布についてみても(神田， 1944， 1946)，乙

の両岬は海藻分布の境界とみなす乙とが出来る o ハイミノレの津軽海峡北岸で

の分布は汐首Ih~1 まで達せず，その分布限界は立待Ihrp附近と考えられる。

Summary 

In Hokkaiclo， Codi1l111 adhael'ens has been reported to date from Kojima Islet 

(Yamacla， 1942) and from Odanishi in Shimamaki Village (FUKUHARA， 1958). In the 

present paper is reported for the first time the occurr巴nceof this alga on the 

northern coast of Tsugaru Straits. It grows along the coast washecl by a branch 

of Tsushima vVarm Current and is distribllted in the Straits from Matsumae east-

wards as far as Cap巴 Tachimachimisakiin Hakodate City. 

文献

福原英司 (1958):ハイミノレの北限について 北水誌月報 15(8)， 39-43 神間千代ー

(1944) : 函館近海並び((駒山支庁管内 1[[[する加盟資源海部の ~i!i iJk調査報告. 同誌 1 (3)， 

129-142.一一 (1946) 北海道沿岸昆布族植物の発生学的研究。水産科学 研 究所 業績，2， 

4-6. 加藤3ET鰍 ・加藤鉄也 (1963):秋庇i県及び青森県南部沿岸産の海泌目録.誌類， 11

(2)， 62-70. 川崎l間二 (1957):東北地方海泌雑記 (1)同誌 5(2)， 51-52. TAKAMATSU， 

M. (1938): Marine algae from Tsugarll Strait， northern I-Ionshu， .Tapan. Saito-Hoon 

- 26ー



熊谷・猪野: アミジグサ自の形態発生 87 

Kai Museum Res. Bull. No. 14， 8. YAMADA， Y. (1928): Marine algae of Mutsu 

Bay and adjacent waters 11. Sci. Rep. Tohoku Imp. Univ. 3 (4)， 498. 山田幸男

(1942):渡島国小島の海藻.生態学研究 8(2-3)， 99. 

アミジグサ自の形態発生

IV. シマオオギの胞子発生侍

熊谷信孝林・猪野俊平林*

N. KUMAGAI & S. INOH: Morphogenesis in Dictyotales. IV. 

Germination of Zonaria di・'esingianaJ. AGARDH 

アミジグサ目では世代の交代は同形，同大の造胞世代と配偶世代の繰返

しであるとされている。その造胞世代では一般に四分胞子が形成されるが，

シマオオギ属のあるものでは一つの胞子轟に八つの胞子が形成されて，それ

ぞれの胞子は発芽して配偶体を形成する。しかしながら実際に採集される植

物体の殆んどが造胞体であり，配偶体が発見されるととは非常に稀である。

従ってアミジグサ自の世代の交代は必ずしも造胞世代と配偶世代との規則的

な繰返しであると考える乙とはできない。著者らはその両世代の関係を明ら

かにしようとしてきた。今回 Zonariadiesingiana AG.シマオオギの胞子が

どのような発生をするかを知るために培養実験を行なった。その結果，完全

な配偶体を生育させるまでには至らなかったが，その聞に二，三の知見が得

られたので乙乙に報告する。

材料と方法

Zonaria diesI:噌ianaJ. AG. シマオオギは 1963年 10月6日と 10月 20

日， 11月17日の三回，福岡県津屋崎で採集した。シマオオギは低潮線下の

垂直な岩の表面に層状に多数生育する。葉状休はウミウチワ属に似て縁辺に

生長線を有し扇形となるが，多くは後に裂片になる。しかしながら生長線は

本 岡山大学理学部生物学教室.植物形態学研究業績 No.92
紳福岡県立田川高等学校

勢市* 岡山大学理学部生物学教室
The Bulletin of .Tapanese Society of Phy官:ologyVol. XII. No. 3， December 1964 
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内側に巻き込まれるととはなく，基部には中肋を有する。胞子裂群は葉状休

の先端部に 10月上旬から層状または長だ円形に形成され 11月中旬まで順次

胞子を放出する。胞子重量群は多数の側糸とともにあるので白く見える。ろ過

海水にスライドグラスを敷き，その上に葉状体を並べて胞子を採集した。水

槽は北向きの窓側に置き，一週間毎に海水を交換した。一部でアクアリウム

用エア戸・ポンプを使用したが，初期発生は使用しないものと大差なかった。

観察

(1) 正常に形成された胞子の発生

シマオオギでは胞子母細胞は三回分裂して八個の胞子を形成する。 10月

6日に採集した胞子は直径 42.5-51.0μ のものが全体の 82%であり，それ

以外に 85μ以上の胞子母細胞がそのまま放出されたとみられるものが5%で

あった。 しかしながら 11月17日に採集したものでは 51.0-59.5μ のものが

67%となり，それ以下のものは少なくまた 85μ以上のものが 16%以上に達

した。故に，胞子は放出が開始された当初より徐々に大きさを増し，一方，

胞子母細胞がそのまま放出される割合も大になると見る乙とができる。正常

な胞子は球形であるが，胞子母細胞がそのまま放出されたものの中には卵形

や角のあるものが見られた。胞子は放出後， 24時間以内に殆んど完全に二分

される (Pl.II， Fig. B)。胞子発生は暗黒下でも開始される。乙の場合第一分裂

はどの方向にも行なわれるが，光があればその方向はほぼ一定になる。二分

された胞子の一方の細胞はそのまま伸長し隔膜で仕切られて仮根細胞とな

る。仮根細胞はそののち分裂を繰返し，伸長するので一列の細胞からなる糸

状の仮根が形成される (Pl.II， Figs. C， D， E)。 一方仮根を形成しなかった側

の細胞は最初の分裂雨に平行に分裂するか (Pl.II， Fig. D)，垂直に分裂する

かであった (Pl.H， Figs. C， E)。いずれも多くはさらに 1-2回分裂して悶 G

のようになったが，時には不規則に分裂して図 1の様になるものもあった。

アミジグサ科のうちでヤハズグサ属 (DictyopteJ・is)やウミウチワ属 (Padina)

では胞子は盛んに分裂して球形の多細胞塊 (multicellularbody)を形成する

のであるがシマオオギの場合には胞子はあまり分裂せずその細胞数は 5-6

のものが普通であった。仮根の先端部の細胞には色素体は見られず透明であ

るが基部の細胞では多数の色素体が形成されるので褐色に見える。胞子の発

生開始後，ただちに切り出された一次仮根は普通1本であったが，それらの

多くは後に多細胞塊の他の細胞より仮根を新成した。しかしながら少数では
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あったが，胞子の部分だけの分裂が先行したものがあり，との場合は遅れて

2-3の仮根を同時に形成した (Pl.H， Fig. F)。発生開始後 13日目に仮根の生

育が十分でないものに先端部が吸盤状になるものが見られた (Pl.1， Fig. 4， 

Pl. H， L)，しかしアミジグサ (Di・'ctyotadichotoma LAMX.)に見られる程の

極端な吸盤状には至らなかった。

アミジグサでは最初の分裂によって生じた上側の細胞がそのまま分裂し

て葉状体を形成するが，シマオオギでは多細胞塊のある細胞から一つの突起

が切り出されそれが分裂して葉状体を形成した。乙の突起の形成される場所

は通常仮根の反対側であるが，突起形成前にその向を変えると仮根に近い細

胞からでも形成される。その伸出は常に光に対し正の方向であった (Pl.1， 

Fig.2)。突起形成後の葉状体形成は次の如くであった。多細胞塊の一つの細

胞から切り出された細胞は次に縦向に分裂し，左右二つの細胞になり (Pl.1， 

Fig.7)，それぞれの細胞が分裂を繰返し，扇形の葉状体を形成するものであ

る (Pl.1， Figs. 9，10)。と乙ろが葉状体形成がやや進んだ時に各細胞の横の接

着がうまく行なわれず裂けた形になるものができたが，いずれもしばらくそ

のまま伸長した後にその先端部に新しく扇形の葉状休を形成した (Pl.1， Figs. 

5， 6， Pl. 1I. Fig. N)。また切り出された一つの細胞が 1-2細胞列となりその

まま仮根状に伸長し (Pl.1， Figs. 3， 4， 5)，後にその先端部に扇形の葉状体を形

成するものがかなり多く見られた。乙の仮根状の突起が仮根と異なる点は，

それが仮根より大きいとととその細胞に色素体が非常に多いことである。原

則として胞子からは一つの葉状体が形成されたが，時に二つの葉状体が形成

される乙とがあった (Pl.1， Fig. 8)。初めのうち葉状体の細胞はその基部にあ

るものも縁辺舘にあるものもどれも分裂する。分裂方向は各細胞で異なりし

かも同時的でないので縁辺部ではかなり凹凸がみられ(pl.1， Figs. 9， 10， Pl. H， 

Fig.O)，各細胞の大きさや形は不斉である。しかし葉状体が次第に扇形に

なると分裂は主として縁辺部で同時的に同心円的に行なわれるようになりそ

の凹凸は徐々になくなり細胞の大きさや形もほぼ一定になる。発生開始後約

70日で成熟した葉状体に見られるのと同様の縁辺細胞が形成された。 縁辺

細胞は原形質に富み，他の細胞より濃く見える。乙の時期には葉状体はどれ

もスライドグラスの面に垂直に成長した。縁辺細胞が形成されるとそれ以外

の細胞の分裂は停止し，縁辺生長だけが行なわれ，扇形はさらに拡大され

た。途中で一部の細胞の分裂が遅れたり分裂しなかったときにはそこで扇形
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E玄planationof Pla蜘

Plate 1 

Fig. 1. Liberated normal spores and Iarge spore mother.・celI.
Fig. 2. One of the peripheral cells of multicellular body protrudes to 

form a thalIus (8 days). 
Fig. 3. Protruded cell elongates (8 days). 
Fig. 4. Rhizoid rarely turned into disc-shape (14 days). 
Figs. 5， 6. During the thallus formation， the cells can not fuse side by 

side (Fig. 5， 10 days， Fig. 6， 21 days). 
Fig. 7. A protruded cell divided into two cells to form two thalIi (10 

days). 
Fig. 8. Two thalIi formed from a spore (21 days). 
Fig. 9. Formation of a thallus (21 days). 
Fig. 10. Thalloid germIings (28 days). 
Fig. 11. Thallus separated (必 days).
Fig. 12. Marginal cells are formed (70 days). 
Fig. 13. Germination of spore mother-celI (14 days). 
Fig. 14. Germlings of spore mother-celI. Five thalIi formed from a 

multicelIular body (40 days). 
Fig. 15. Rhizoid protruded a protuberance to form a thalIus (21 days). 
Fig. 16. ThalIus formed on the rhizoid (25 days). 
Figs. 1-11 and Figs. 13-16 x57， Fig. 12 X43. 

Plate II 

Fig. A. Liberated normal spore. 
Fig. B. The first segmen旬tion(24 hours). 

Fig. C. On the upper celI the second segmentation wall runs perpendicu-
larly to the五rstsegmen旬tionwalI. A rhizoid begins to be 
produced on the lower celI (36 hours). 

Fig. D. The second segmen凶 onwall runs horizontally (36 hours). 
Fig. E. The second segmen飽tionwalI runs verticalIy. 
Fig. F. Three rhizoids are formed at the same time (10 days). 
Fig. G. Germling (5 days). 

Fig. H. Germination of large spore. Two rhizoids are formed (2 days). 
Fig. 1. Irregular division in multicellular body (6 days). 

Fig. J. A thallus is formed from the rhizoid ρ8 days). 
Fig. K. A long primary rhizoid is produced and secondary rhizoid begins 

to be formed (28 days). 

Fig. L. ~ protrusion is formed on the rhizoid to give rise to a thalIus. 
The terminal portion of the primary rhizoid turns to disc (13 days). 

Fig. M. Germling from large spore. Many rhizoids are formed (6 days). 
Fig. N. Two thalli and five rhizoids are formed (30' days). 
Fig. O. Germlings after 30 days. A protrusion forms a thalIus and the 

secondary rhizoids protrude from the thallus. 
AII Figs. X 53. 
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は二つに分かれた (Pl.1， Fig， 11)。また胞子の初めの分裂は正'市に行なわれ，

仮根も順調に生育したにもかかわらず楽状体を形成する為の細胞が多細胞塊

から切り出されないものがあったが，それらでは約 2週間後その似根の一部

に突起を生じ (P1.1， Fig 15)，その先端の制I¥IJ包が分裂 して来状休を形 成した
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Plate II 

(Pl. 1， Fig. 16， Pl. 11， Figs. J， L)。胞子発生は約 901]までは順調に進み，縁辺

に生長線を有する扇形の葉状体が形成された。とのように染状体をすでに形

成しているものでもその仮根に突起を生じ新しい葉状休を形成しよ うとし

た。しかしながら 100日を過ぎてから仮根の一部の細胞の原形質が消失した

- 32-



熊谷・猪野: アミジグサ目の形態発生 錨

り，仮根の先端や，その一部に形成されていた突起が原形質をほとんどもた

ない大きな球に変化したりの異常が見られるようになり，ついには葉状体ま

で死滅した。との頃プレバラートに他の藻類の繁殖が盛んであった'ので，幼

植物の死誠の原因がその内部にあったのか，外部にあったかはつかめなかっ

た。胞子の採集は 10月1日， 10月20日， 11月7日の 3回行なったが， 10月

20日のものが一番順調に発生を続けた。アクアリウム用エア F ・ポンプを使

用したものでは仮根の先端が吸盤状になるものが多く見られた。

(2) 放出された胞子母細胞の発生

10月6日に採集した胞子の中には胞子母細砲の内容がそのまま放出さ

れたものはごく少数であったが， 11月17日に採集じたものの中には 16%以

上との胞子が見られた (Pl.1， Fig 1)。乙れらの胞子には胞子護内で核分裂は

行なわれたが細胞質分裂が行なわれなかったものと，核分裂すら全く行なわ

れてないものとがあった。前者は細胞質分裂から，後者は 3回の核分裂から

発生を開始するが，いずれの場合でも隔壁はほとんど同時に形成されるので

一時に 8個の細胞からなる多細胞塊が形成された。多細胞塊からは通常二つ

以上の仮根が形成された (PI.1， Fig.13， PI. I!， Figs.H， M)。後に他の細胞か

ら突起が形成され，それから葉状体が形成されたが，一つの多細胞塊にでき

る葉状体数は通常二つ以上であり，五つの葉状体が形成されたものもあった

(Pl. 1， Fig.14)o Taonia， Dictyopteris， Dictyotaなどの諸属では放出された

四分胞子母細胞の仮根および葉状体の形成される方向は入射光により決定さ

れるが，シマオオギではその関係は見られなかった。 80日以後生存したもの

について見ると，正常な胞子から生じた幼体は縁辺細胞をもっ葉状体を形成

できないまま終るものが相当数あったのに対し，放出胞子母細胞の多くは葉

状体を形成した乙とからして放出胞子母細胞の方が生活力が強いと考えられ

る。個々の葉状体形成の過程は正常な胞子のそれと何ら変化なかった。

考察

アミジグサ科の植物の発生様式は種により多少異なる乙とが知られてい

る。アミジグサでは四分胞子は二分されるとその上位の細胞が頂端細胞にな

り，分裂して葉状体に発達し下位の細胞は伸長して仮根を形成する。エゾヤ

ハズ (Dictyopterisdivaricata OKAM.)やオキナウチワ (Padinaia.μnica 

YAMADA)では四分胞子はまず分裂して球形の多細胞塊を形成する。 乙れら

の植物では成体は縁辺生長をしているにもかかわらず，発生初期では多細胞
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塊の細胞から頂端細胞を切り出し円筒形になって伸長する。シマオオギでは

ー胞子謹内に 8個の胞子が形成される。放出された胞子は 2-3回の分裂に

より細胞塊を形成する。その中の一つの細胞から突起が切り出され，それが

順次分裂して扇形の葉状体をつくり縁辺生長をするものと，細胞塊から切り

出された突起が頂端細胞となり，しばらく 1-2細胞列となって伸長したの

ち，その先端に扇形の葉状体が形成され，縁辺生長に変るものと，細胞塊に

突起を形成せず，仮根に葉状体を形成する為の突起を生ずるものとが見られ

た。特に初めの二つの方法で発生するものが顕著であった。仮根の伸出の方

向が光によって決定されるという乙とはオキナウチワや Taoniaatoma7匂

AG.の四分胞子発生で知られている。シマオオギでも仮根および葉状体の形

成される方向は入射光の方向によって決定された。

胞子麓の内容がそのまま放出され，発生する ζ とは Padina，Dictyota， 

Taoniaの3属で報告されている。オキナウチワでは放出された四分胞子母

細胞は2回の核分裂の後，一時に隔膜を形成し四細胞となりさらに分裂して

8-16の多細臨塊をつくる。 乙の植物の四分胞子は通常1本の仮根と一つの

葉状体を形成するのであるが，放出された四分胞子母細胞は 1本以上の仮根

と一つの葉状体を形成する。乙の場合仮根の伸出方向は光とは無関係であっ

た。 Tωnぬでは光に対し仮根は負の方向に葉状体は正の方向に形成され，

四分胞子も同様であった。図からすると放出された四分胞子母細臨から形成

される葉状体は通常 1枚である。シマオオギでは仮根と葉状体数は正常な胞

子ではそれぞれ一つであったが，放出された胞子母細胞では光の方向とは関

係なしに通常2-3本の仮根と 2枚以上の葉状体を形成した。以上の乙とか

らして， Taoniaでは多細胞塊の各細胞の統合が発生のごく早い時期に行な

われ，オキナウチワではやや遅れ，シマオオギではさらにそれが遅れると考

えられる。すなわちシマオオギでは多細胞塊の各細胞が正常な胞子としての

性質を長期にわたって強く保持し，それぞれが単独に発生しようとするため

に他の種より多い仮根と葉状体を形成する ζ とになると見る乙とができる。

80日以上生存した個体を比較すると胞子母細胞から発生したものが多く，正

常な胞子から生じたものより生活力が強いと考えられる。との点については

Taoniaでも同様であった。また採集したものの総てが造胞体であった乙と

からすると核分裂を行なわずに放出された胞子母細胞が発芽に際して減数分

裂を行なうかどうかが問題になるが，との点については明らかにする乙とが
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できなかった。

胞子の放出が開始された当初では，胞子母細胞がそのまま放出される乙

とはごく稀であったのに対し胞子形成が終りに近くなるとその数が増加し

た。胞子の放出の開始された頃は葉状休は盛んに縁辺生長を行なっており，

末期では葉状休の生育が全く停止していることからすると，その増加の主な

原因は水温低下その他からくる代謝の衰えにあると考えられる。

Summarv 

Most species of Dictyotaceae form tetraspore hut Zonari・'adiesillgialla forms 

eight spores in a sporangium. Whole contents of a sporangium which is spore 

mother-cell are sometimes liberated as a large spore. Germination of the normal 

spore and the large spore were observed. The ratio of discharge of these large 

spores gradually increased as they grew mature. One of the eight spores is di-

vided into two cells of equal size for 24 hours after liberation. The lower cell 

elongates and gives rise to a primary rhizoid. The upper cell五rstforms a cellular 

body with few cells. The projectile portions of the rhizoid and the thallus from 

the cellular body are determined by the direction of the incident 1ight， but undi-
vided contents do not relate to the 1ight. A cell of the cellular body forms a pro・

jecting cell to grow into a thallus. The thallus is formed as follows. 1. A cell cut 

off from the cellular body divides on both sides. Two projected cells gradually 

produce a fan-shaped thallus. When horizon飽1coup1ing of the cells is imperfect， 
the little thallus is separated but it slowly elongates and is flattened at its apex to 

give rise to tha11i. 2. After a outgrowing cell of the cellular body elongates， it di-

vides longitudinally at its apex and a fan is formed. 3. The cellular body which 

does not produce a projected cell forms a protuberance on the primary rhizoid. 

It develops into a fan. 

At nrst， all cel1s of the thallus divide to make a fan-shaped thallus， but after 
marginal cells are formed thallus grows by the division of them. In the normal 

spore a rhizoid and a thallus are formed at the nrst time of germination， but in 
undivided contents two or three rhizoids and more than two thalIi are usually 

formed. More germ1ings of undivided contents than the normal spore survive. 
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印度の藻類学者故イエンガー氏とその業績

神谷平*

印度の蔀類学者 M釧 DAY，品在 OSURIPARTHASARATHY lYENGAR博士は

昨年末の 1963年 12月10日，印度のマドラスの住宅において突如他界され

た。行年満 73歳。彼は印度の蔀類学者として世界に知られ，特に淡水藻類

の研究には業績が多く，彼の逝去は学界から深く惜しまれている。

彼は 1886年 12月15日マドラスのヒンズー教最高階級の僧侶の家に生

まれ，ヒンズ戸教高等学校を経てマドラス大学に学び， 1909年に藻類の研究

で学位を得た。同年マドラス博物館の植物の管理者となり， 1911年に教員養

成の大学に転勤， 1920年に省立大学の植物学の教授になった。 1929--32年の

3年間，英国ロンドンにある QueenMary's collegeの有名な蔀類学者 F.E.

FRITSCH教授の下で藻類を研究し，ロンドン大学で学位を獲得した。印度に

帰って 1933-44年までマドラス大学の植物学研究袋の主任の席を全うさ

れた。

彼は植物学の教授として教育は勿論，研究や植物採集にも熱心で紳士的

で弟子や教授団からも深く尊敬されながら，印度の遅れた藻類学を築きあげ

現在数多くの弟子遥が活躍しているととは衆知の通りである。

彼の藻類研究の業績は数多く，沢山な新種を発見し，新属，新科名を発

表したが，特に Fritschiellatuberosa lYENGARの発見は陸上植物への進化の

出発点ともなる藻類で，系統発生学上重要な業績となった。また彼は協力者

とともに熱心に JournalofIndian Botanyを1919年に発刊し，翌 1920年に

* 愛知学芸大学生物学教室
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は印度植物学会を発会させた。な おi皮は印度の学会のみでなく世界の多くの

学会にも認められて幾つかの評議員にも選ばれ， 彼の学識は I~~ く評価され，

1963年には InternationalPhycological Societyの会長に選ばれた。

彼は単に印度の泌類学者としてのみではなく ，東洋は勿論，世界の謀類

学者として名を残 し，その業績は世界の藻類研究史上に M.O. P. lYENGAR 

の偉名 とと もに永遠に残る であろう。

筆者はフウセンモの研究中， 懇切な教示を得た乙とがあり， 同氏lζ感謝する と共!C乙

乙に哀悼の怠を表し，インド カノレカ γタの lndianMuseumの K.S. SRH、.nVASAN氏の

筆になる Prof.M. O. P. IYENGARの稿を摘要 し，その原文をも併せ掲げて，故人の業績

を談え多 くの方がたに紹介す る次第である。 1964年 9月15日

PROF. M. O. P. IYENGAR 

1886-1963. 

The Botanical world at large shares with th巴 IndianBotanists the 

sense of great loss in the slldd巴nand quite unexp巴cteddeath of Prof. 

M. O. P. IYEr心ARon th巴 10thDecember， 1963 at his Triplicane residence 

in Madras， South India. He was jllSt completing 

three score and seventeen years when th巴巴ventful

incident has removed from the fraternity of lead-

ing Botanists one of its oldest and most valllecl 

lndian Scientists 

Mandayam Osuri Parthasarathy Iyengar， en-

dearingly called by his more intimate associates 

as“M. O. P. lyengar" or“Pacha" was born on 

the 15th Dec巴mber，1886 in Triplicane， Madras， 

in a well known and respectable Hinclll Brahmin 

Vaishnavite family. At the early age of 14， Iyen-

gar Matriclllated himself from I-lindll High School， 

By courtesy， 1. C. A. 
R.， New Dehli 

Madras in 1900， ancl continued his collegiate COllrse in th巴 Presidency

College in the same town. After gracluating in 1906， Iyengar took his 

M. A. Degree with a dissertation in Algae in 1909， and in the same 

year， he took services under the Madr出 Governmentas Curator in 
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Botany in the Madras Government Museum. He did not， however， con. 
tinue long in Museum service. In 1911， Iyengar switched over to the 

Madras Educational Services in the Teachers Training College. In 1920， 

Iyengar was appointed as Professor of Botany in the Presidency College， 
a premier institution with an established rich tradition and reputation. 

Iyengar continued in this capacity for about 13 years except for a small 

break of 3 years between 1929-1932 when he worked at Queen Mary's 

College， London with Prof. F. E. Fritsch and obtained his Doctorate 

degree of the London University. On his return to India， Iyengar's 
academic career moved to its zenith. He was appointed as Director of 

the Madras University Botany Research Department in 1933， which post 
he held without interruption till 1944. 

Prof. Iyengar was an outstanding teacher of Botany， highly este. 
emed both by his students and the faculty. His devotion to Botany， in 
field， laboratory， class.room， herbarium and 0伍cewas untiring. Apart 

from his merits as a teacher， he was also a very enthusiastic collector of 

plants. He maintained a strong beHef in the value of field collections 

and field studies as effective and powerful media of education and lear. 

ning. With this end in view， Iyengar conducted several botanical col. 

lecting and study tours to several places far and wide in South India. 

His field knowledge of the extent and nature of Indian algae was un. 

paralleled. His collections of these fascinating groups of little.known 

plant species are extensive and intensive， rendering them as“unique" 
possessions of an individual private enterprise. He was a stimulating and 

energetic but modest teacher and his influence has been profound. He 

bequathaes an honoured name to his collergues， students and all others 

so fortunate as to work with and know him， several of them have already 
estabHshed respected positions in their own fields. 

Algae was only one of many subjects that engaged the interest of 

Iyengar， in the scientific pursuits of which， he came out to be one of 

the greatest workers in this subject and indeed in the whole field of 

Oriehtal Algology. His pioneer spirit led him to intensive researches in 

Indian Algology culminating in a series of outstanding publications. 

Above all， to Iyengar is due what may be considered as one of the indi. 
cations of his great versatality the record of having stimulated wide in. 
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terests towards the algology of lndia as a whole. To him must be given 

the honour of having stirred the popular appeal in出isnew field， as 
could perhaps have been done by no other scholar. lyengar was a schol-

ar of the old-school but with a modem vision. Through his untiring 

e妊orts，lndian algology constantly pushed forward its boundaries with 

entirely new approaches with emphasis on life-history and ontogeny. He 

was interested not only in the growth of plants but also in the growing 

of them， quite un-ostentatious; a window-sill， a porch or an un-obtrusive 

comer of a terrace in his home providing him all the requisites of a site 

for his algal cultures. 

The discovery by lyengar of numerous new species， a great number 

of new genera and even some new families of algae from lndia is an 

outstanding event of the present Century in the history of lndian algolo-

gy. His discovery of Fritschiella tuberosa lYENGAR， is of great phyloge-

netic importance in tracing the evolution of higher land-plants， as it is 

now contended that algal groups have attained a certain l~vel of somatic 

differentiation， the heterotrichous filament being regarded as the probable 
starting point for the evolution of land plants. lyengar's publications 

are not only sound contributions to human knowledge， they are also best 

examples of precision and of clarity of presentation. A glance at his 

published titles will indicate his industry， broad interest， the degree to 
which he concentrated on scientific problems and on the theoretical and 

practical phase of his profession. With all his activities， he was never in 

a hurry to publish the results of his findings through strenuous labour. 

He was extremely cautious in his work and never published anything 

without being completely sure of it. He was always ready and willing 

not only to help but to do more than his share and to give unsparingly 

of himself. He had a good appreciation of the work of younger men. 

Prof. lyengar enjoyed several privileges and recognitions in the 

Botanical world in lndia and abroad. The Joumal of lndian Botany 

which was initiated in 1919 by enthusiastic men like L. J. Sedgwick， 

T. R. D. Bell and P. F. Fyson， and which subsequently came out to be 

the 0伍cialorgan of the lndian Botanical Society， founded in 1920， had 
received considerable impetus and diligent services from lyengar on 

whom the management of the joumal was entirely vested in the capacity 
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of Editor， Business.manager. and Treasurer. He enjoyed the confIdence 

出atwasplaced on him thus in 1925， for several years to follow. 

• Prof. . 1yengar' was elected a Fellow of several leamed Societies as 

the Linneari Society， London， 1ndian Academy of Sciences， National 1n. 
stitlite of Scierices， 1ndia， American Association for the Advancement of 

Sciences， and others. Prcif. 1yengar had the distinction of being elected 

the ':PrEisident in .the . Botilnical Section of the 1ndian Science Congress， 
1928， the Hon. President of the V1U lritemational Botanical Congress 

held at Paris，1954， the President of the 1ntemational Phycological Seciety， 
1963， and the 1ndian Phycological Society， 1959. 1yengar received several 

honours he was the recipieilt of the fIrst award of Prof. Birbal Sahni 

Gold Medal by the 1ndian Botanical Society in 1957，也.efIrstaward of 

Sunder Lal. Hora Gold Medal， by the National 1nstitute of Sciences， 1n. 
dia， ;in 1960. The. too numerous new species，and some new genera of 
algae and fungi named after 1yengar by several distinguished botanists， 
and出.eCommemoration volume of the 1ndian Botanical Society， on the 
occasion of 1yengar's 60th birthday， would bear ample testimony to the 
great respect and high regard he commanded from the Botanical world. 

Prof.. 1yengar. was，.a renowned sportsman. Foot.ball was his fa. 

vourite game in his younger. days. As. an adept centre.forward， he dis. 

played the art of making progress through swift adroit passes， wriggling 
through the thickest scrambles， thrushing forward with industrious and 
graceful dashes and deft placements， all through having a sure ball.con. 

trol. The game he. played was indeed classic without any blemish or 

untoward incident. Every event he participated provided for the habitue 

at Madras.grounds a delightful evening， sending the fans home happy. 
Later in his life， 1yengar took over to Billiards in which game also he 
maintained exceptionally high standards. 

Prof. 1yengar maintained throughout a love of South 1ndian Car. 

natic Music. It always proved to be a matter of delight to hear him 

muse even in the midst of his perambulations in the fIelds in quest of 

possible new fInds and in the matter of inquiry into or unravalling the 

mysteries of Nature. 

τo many of his associates， Prof. 1yengar was as much a perfect 

gentleman .. as he was a scientist. He was a man of quiet but fIrm deter. 
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mination， with a gentle and unfailing sense of humour. He never sought 

renoWD. He was most affable， compassionate， unassuming and generally 
of a modest and reclusive disposition. But he never deviated from his 

dedication to research. In short， he was a man of exceptionally high 

standards noble traits and lofty ideals. Even when his health failed dur-

ing the last few years， he took the infirmities of his age as 1ightly as he 
could. 

Prof. Iyengar died quite unexpectedly while deeply engroseed prob-

ing into some of his new discoveries through the microscope， a circum-

st姐 cewhich would amply vouch for his “true love， unfai1ing enthusiasm， 
sustained vigor and interest" in his chosen field of algology. In his death， 
many have lost a staunch and a good friend. His death， indeed， is a. sad 

blow to Indian Algology in particular. But the cherished and endeared 

name of Iyengar will stil1 continue to 1ive through his scientific legacy 

and in the memory of those who were privileged to know him and to 

work under him. Future alg010gists wil1 continue to gain from his cre-

ative wealth of papers; and the best tribute that we can pay to Prof. 

Iyengar wi11 be to follow his examples and scientific canons which have 

made his pub1ications and accomp1ishments remain as a monument and 

constant reminder of the magnitude of his professional ski11 and attain-

ments. 

10th Aug.， 1964. 

Indian Museum 
Calcutta (India) jJja;~ 

，ーーー.・
K. S. Srinivasan 

PHYCOLOGICAL. CONTRIBUTIONS OF 
M. O. P. lYENGAR. 

1920. Observations on the Volvocac伺 eof Madras. J. 1ndian bot. Soc. 1: 330-336. 

1923. Note on some attached froms of Zygnemaceae. 1bid. 3: 192-200. 1925. Note 

on two spec同 of Botrydium from India. 1m・d.4: 193-201.ー. 去ら，drodictyon
indicum， a new species from Madras. 1bid. 4: 315-317. 1927. Krusadai Island 

Flora. Bull. Madras Govt. Mus. S. Nat. Hist. Sect. 1: 185-188. 1929. Algal work 
in India. Presidential address， Sn. Botany in Proc. 15th 1ndian Sci. Congr.: 207-
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222. 1932. Two little known genera of green algae (Tetr，ω;poridium and &bal-
locystis). Ann. bot. London 46: 191-227. ー.(IYENGAR， M. O. P. et M. O. T.) 

On Characium growing on Anopheles larvae. New Phytol. 31: 66-69. ー.Frit-

schiella， a new terres住ialmember of the Chaetophorac鎚 e.1bid. 31: 329-335. 

ー.Studies on Indian Zygnemales. Rev. AIgol. 6: 263-.幻'4. 1933. &ballocystopsis 

indica n. gen. et sp.， a new member of the Chlorodendrales. Ann. bot. London 47: 

21-25. ー.On the formation of gametes in a Cauleゆa (Preliminary note). よ

1ndian bot. Soc. 12: 325. ー.Contributions to our knowledge of the Colonial 

Volvocales of South India. J. Linn. Soc. bot. London 49: 323-374. ー.On an 

Indian form of 丹 otosiphonbotryoides KLEBS. Arch. Protistenk. 79: 298-302. 1936. 

Characiosiphon， a new member of the Chlorophyceae.よ1ndianbot. Soc. 15: 313-

318. 1937. Fertilization in Eudorina elegans EHRENBERG. 1bid. 16: 111-118. 

1938. On the structure and life-history of Pseudovalonia forbesii (HARV.) IYENGAR 

(Valonia forbesii HARV.). 1bi・d.17: 191-194. 1939. Algal problems pecul町 tothe 

Tropics with spec凶 referenceto India. Proc. 25th 1ndian Sd. Congr. Calcutta， pt. 
1V: 1-16. ー.On the life-history of Cylindrocapsa geminella WOLLE. Curr. Sci. 

8: 216-217. 1940. On the formation of gametes in a Cauleゆa.よ1ndi・'anbot. Soc. 

18: 191-194. ー.(IYENGAR et RAMANATHAN， K. R.) On sexual reproduction 

in a Dic，砂tO~ψhaet拘m. 1bid. 18: 195-200. ー.(IYENGAR et KANTHAMMA， S.) 

On Hormidiella， a new member of the Ulo位ichaceae.1bid. 19: 157-166. 一.
(IYENGAR et KANTHAMMA， S.) On Ulotrichopsis viri・disgen. et sp. nov. 1bid. 19: 

167-170. ー.(IYENGAR et RAMANATHAN， K. R.) On the reproduction of Ana-

dyomene stellata (WULF.) AG. (Preliminary note). 1bid. 19: 17ι176. -. (IYENGAR 

et RAMANATHAN， K. R.) Clado宅pongia，a new member of the Craspedomonadaceae 

from Madras. lbid. 19: 241-245. 1941. (IYENGAR et VIMALA BAI). Desmids from 

Kodaikanal South India. 1bid. 20: 73-103. -. (IYENGAR et KANTHAMMA， S.) 
A note on Heterothrichopsis viridis gen. et sp. nov. 1bid.却 105. ー.(IYENGAR 

et RAMAN~THAN， K. R.) On the life-history and cytology of Mi・'crodic砂ontenuiu.c 

(AG.) DECSNE. (Pre1iminary note). 1bid. 20: 157-159. 1942. (IYENGAR et RAMANA-

THAN， K. R.) Triplastrum， a new member of the Desmidiaceae from South India. 

lbid. 21: 231-237. ー.(IYENGAR et SUBRAHMANYAN， R.) On reduction division 

and auxospore formation in Cyclotella meneghiniana KUETZ. 1bid. 21: 231-237. 

19拡 (IYENGARet SUBRAHMANY AN， R.) Fossil diatoms from the Ka 
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Univ. (B) 16: 37-68. 1946. (IYENGAR et DESIKACHARY， T. V.) Mastigocladopsis 

jogensis gen. et sp. nov.， a new member of the Stigonematac偲 e.Proc. /ndian Acad. 

Sci. (局 24:55-59. ー.(IYENGAR et DESIKACHARY， T. V.) Johannesbaptistia 

pellucida (DICKIE) T AYLOR et DROUET from Madras. J. /ndian bot. Soc. 25: 117-

121. 1949. (IYENGAR et BALAKRISHNAN， M. S.) Morphology and cytology of 

Polysiphonia platyca桝 BOERGS.(PreIiminayr note). Proc. /ndian Acad. Sci. (B)却:

105-1凶. 1950. (IYENGAR et BALAKRISHNAN， M. S.) Morphology and cytology of 

Polysiphonia platyca7μBOERGS. /bid. 31: 13ι161. 1951. Clzlorophyta in Manual 

of Phycology (ed. S阻 TH):21-67. Chronica Botanica，陥 ltham，Mass.， U. S. A. 
一.(IYENGAR et RAMANATHAN， K. R.) On出estructure and reproduction of 

Pleodorina sphaerica IYENGAR. Phytomor同.1: 215ー224. -. (IYENGAR et VEN-

KATARAMAN， G.) The ecology and 5飽 sonalsuccession of the algal flora of the 

river Cooum at Madras， with special reference to the Diatomac飽 e.J. Madras UnI1.'. 

(B) 21: 1Mト192. 19田.(IYENGAR et DESIKACHARY， T. V.) Occurrence of出ree-

pored heterocysts in Brachytrichia balani (LLOYD) BORN. et FLAH. Curr. Sci. 22: 

180-181. 1954. On the asexual and sexual reproduction of Characiosiphon rivu・

laris IYENGAR.よ /ndianbot. Soc. 33: 148-151.ー.(IYENGAR et RAMANA-

THAN， K. R.) On a new species of Halicystis from South India. /bid. 33: 447-458. 

一.(IYENGAR et DESIKACHARY， T. V.) On the mode of development of reverse 

V-shaped branching in Myxophyceae. Proc. VII/ /nt. bot. Congr. Paris 17: 10ι106. 

ー.A note on a Gloeococcus A BRAUN. /bid. 17: 98-99. 1956. (IYENGAR et 

PHIUPOSE， M. T.) Gloeotilopsis planctonica gen. et sp. nov. A new member of the 

U10住ichac問.よ /ndianbot. Soc. 35: 36ι370. -. (lYENGAR et BALAKRISHNAN， 
M. S.) On sexual reproduction in a new species of Golenkinia. /bid. 35: 371-373. 

1957. On the structure and Iife-history of Cylindrocapsopsis indi・cagen. et sp. nov. 

よ MadrasUniv. (B) 27: 49-70. ー . Algology in p，噌 ressof Science in /ndia 

(ed G. P. MAJUMDAR)， Sect. /V， botany: 229-251.地 t./nst. Sci. /ndia， New Delhi. 

1958. Three new species of Temnogametum from South India.よ /ndianbot. Soc. 

37:却3ー219. ー.A new type of lateral conjugation in Spirogyra. /bid. 37: 

387-393. -. Nitella terl'estris sp. nov.， a terrestrial Charophyte from South 

India. Bull. bot. Soc. Bellgal 12: 85-90. 1960. Some interesting green algae. Proc. 

Symposium Algol. New Delhi: 3叡ト406. 1962. Euglena studies from Madras. 

Arch. Mik，'obiol. 42: 322-332. ー . Dendrocystis raoi gen 

OTHER PUBLICATIONS. 

1915. Observations on the defoliation of some Madras trees.ょ&:Proc. Asiat. Soc. 

n .. c. 11: 19-25. 1923. Two ins包ncesof short cuts by animals to the nectaries of 
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姐owers.J. lndian bot. Soc. 3: 285-288. 一.A note on a bulbiferous cocoanut 

tree from Malabar. lbid. 3: 289-291. 1938. The vegetation of Madras and its 

environs in A Scientific 品開'eyof Madras and 伯 Environs.Univ. Madr.瓜:52-

59. 1954. (IYENGAR et K，RISHNAMURTHY， V.) A note on Aseroe叩 bra(LA BILL.) 

FRIES var. ceylani・'ca(BERK.) FISCHER from South India. Lloydia 17: 257-262. 

19騎. (IYENGAR et RAMAKRISHNAN， K. & SUBRAMANIAN， C. V.) A new species 
of Saj>>刀mycesfrom South India.よ lndi・'anbot. Soc. 34: 140-145. 

学 会 録事

会 員 移 動

(昭和39年8月16日より昭和39年 12月15日まで)

新入会 (8名)

住所変更 (11名)
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寄贈文献

(1963.12.1~1964.11.30 聞に受領せしもの)

福島博 Studieson Cryophytes in Japan. Journ. Yokohama Munic. Univ. C-

45， No. 144， p. 1-146， 1963. 

加崎英男 日本新産属ホシツリモ Nitellopsisについて(日本産車輸藻類小報 3)

植研第31巻，第4号， pp. 97-101， 1956. 

千葉県下の車納税類について.千葉県植物誌 pp.241-264， 1958. 
ホシツリモ Nitellopsisの分布について.植物分類地理 Vol.XX. pp. 285-

289， 1962. 

加崎英男 TheCharophyta from the lakes of Japan. Journ. Hattori Bot. Lab. 

No. 27， pp. 217-314， 1964. 

KOSTER， J. TH. AntiIIean Cyanophyceae from salt-pans and Marine Localities. Blumea 
Vol. XII. No. 1， pp. 45-56， 1963. 

LEWIN， A. R. Esperanto and the Scientist. North Amer. Esperanto Rev. Mar.-Apr.， 
1958. 

Vitamin-bezonoj de algoi. Sciencaj Studoj pp. 187-192， 19回.

The Isolation of Algae. Revue A1golog. pp. 181-198， 1959. 

Advice for ob包iningmu包ntswith impaired motility. Can. J. Micro-

biol. Vol. 6， pp. 21-25， 1960. 

A Spirochaeta Phage. Nature Vol. 186， No. 4728， pp. 901-902， 1960. 

Difektita Autotrofo de Mutaciita Chlamydollionas. Platn & Cell Phy-

siol.， 1， pp. 327-330， 1960. 

Fine structure of sperm tails of isopods. Crustaceana Vol. 2， pp. 14-
20， 1961. 

La Enpreno de strontio en kokolitoforoj. Plant & Cell Physiol.， 2， 

pp. 203-208， 1961. 

Eksperimentaj studoj pri la Movado de algaj flageloj. Recent Advan-

ces in Botany， pp. 339-341， 1961. . 
Cω，ya仰nidi幼dゐt

t“in vol. 14， 1961. 
SaprosPira grandis Gross; and suggestions for reclassifying Helical， 

Apochlorotic， Gliding organisms. Canad. Journ. of Microbiol. Vol. 8， 

pp. 555-563， 1962. 

A preliminary study of the Carotenoids of some flexibacteria. Canad. 

Journ. of Microbiol.， Vol. 9， pp. 753-768， 1963. 

Rod-shaped Particles in Saprospira. Nature， Vol. 198， No. 4875， pp. 

103-104， 1963. 

A phage infecting Saprospira grandis. Canad. Journ. of Microbiol. 

Vol. 10， pp. 75-85， 1964. 

-45-



106 

須藤俊造

谷口森俊

照本勲

津 村 孝平

鳥海 三郎

語高 類 第12巻 策3号 昭和39年 12月

Rod-shaped Ribonucleoprotein particles from 

Journ_ of Microbiol.， Vol. 10， pp. 63-74， 1964. 

Sapro.司pira. Canad. 

La Kostoj de samtem何回dukado.Esperanto， Revuo Internacia， Vol. 

57， No. 699， p. 22， 1964. 

東京湾を主とした養殖ノリ種類.水産増殖 Vol.4， No.4， pp.28-32， 1957. 

“増殖研究11:現われたる問題点に関するシンポジウム"の紹介. 水産摺殖

Vol. No. 2， pp. 95-102， 1961. 
Intergeneric and interspecmc crossings of the Lavers (Prophyra) 

Bull. Jap. Soc. Sci. Fish.， Vol. 29， No. 8， pp. 739-748， 1963. 

志摩半島沿岸の海麓群落.植物趣味 Vol.24， No. 1-2， pp. 1-3， 1963. 

愛知県姫島の植物.植物趣味 Vol.24， No. 3， pp. 8-10， 1963. 

Community of marine algae in Tsuruga Bay， Fukui Prefecture. Jap. 
J. Ecol. Vol. 14， No. 1， pp. 1-4， 1964. 

静岡県御前崎の海諌群落.北陸の積物 Vol.13， No. 1， pp. 23-25， 1964. 

静岡県興禅の海部群落.植物趣味 Vol.25， No. 1-2， pp. 7-8， 1964. 

マリモの節閲細胞の耐凍性 1.低温科学生物篇第20積 p.1-23，昭和37年.

マリモの節周細胞の耐凍性 II.低温科学生物篇第22掲 p.1-16，昭和39年.

冬の潮間帯11:生育する海藻の耐凍位.低混科学生物篇鎗22輯 p.19-28，昭

和 39年.

A systematic study of Silicoflagellatae. J ourn. Y okohama Municipal 
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オドントトロピス属の化石珪藻3種.地学研究 Vol.14， No. 5， pp. 149-
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BOTAHI1可ECKI1白>KYPHAJI: Tom. 48， Nos. 9-12， Tom. 49， Nos. 1-9. 

腎議員会記事

総会に先だち評議員会が金沢市丸の内 1の1，金沢大学教養部第2会議室IC於て昭和

39年10月10日午後4時から 5時まで聞かれた。

出席者:評議員:新崎盛敏，福島博，今堀宏三，中沢信午，岡田喜一

会長:山田幸男幹事:中村議埠，舟橋説往，松永圭朔

欠席者川蛸清策，稲垣貫一，斎藤雄之助，藤山虎也，生駒義博，須藤俊造，

八木繁一，米国勇一 (JII端，稲垣，斎藤，生駒，須藤各評議員は出席評議員

IC委任した。)(敬称略)

全評議員中出席者5名，更に 6名の欠席評議員の委任状を加えて次の事項について協

議承認された。

1. 悶和38年度庶a5・会計報告。

2. 悶和39年度庶a5・会計中間報告。

3. 昭和 39年度後半の予算原案。

4. 評議員補完の件。

5. 役員改選の件。

第四回総会記事

本会第四回総会は，評議員会にひきつづき午後5時から 6時まで金沢大学理学部会

議室に於て開催された。出席者は 55名。

総会は次の順序で行なわれた。

開会の辞:中村義輝幹事。会長銭拶:山田幸男会長。議長選出:慣例により地元会

員の小西健二民が選出された。

議 事

(1) 庶務報告:本誌第12巻鎗1号(36-37頁)に印刷した昭和38年度報告(自昭和38.

4.1至昭和39.3.31)IC基づいて松永幹事から説明があり異議なく承認された。更に昭和39

年度中間報告が行なわれ昭和 39年9月30日現在会員数必0名IC達した事を報告した。

開会計報告:同じく本誌第12巻第1号(37頁)lc印刷した昭和38年度報告に基づき

舟橋幹事から報告があり承認された。更に本年9月30日までの中間報告並びに本年度末

までの予算概要について説明があり了承された。

(3) 評議員補充について:中村幹事より中部地区の斎藤雄之助評議員の中国・四国地

区への転出にともない中部地区に評議員の欠員が生じたので，本会々則附則第4条IC基づ

いて残余期間中同地区評議員IC次点の佐藤忠男民をお願いする旨報告があった。

(4) 会長・評議員改選について:今期在任中の役員は，本年度末(昭和40年3月31

日)任期満了となり，新役員の選挙方法については前例に倣って行なう乙とが再確認され

た。
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(5) その他

i. 植物学用語集増補改訂にあたり，藻類関係から加崎英男氏が選出され同氏より説

明があり会長11:協力を依頼，会長から全会員の協力を希望する旨発言があった。

ii. 広瀬弘幸民より投稿した原稿の返却希望者がいるが，原稿の取扱について何か規

則はあるかとの質問があり，舟橋幹事より別i己規定はない，第 l巻より第 10巻までは特

11:希望者については返送してきたが，特11:御申出のない場合は学会にて保管しであり更に

希望があれば返却するとのぺた。

出席者 (ABq関)

秋山 優 新崎盛敏 榎本幸人 福島 博 舟橋説往

古谷庫造 荻原 修 長谷川一子 平 山国治 平 野 実

広瀬弘幸 市川 渡 今堀宏三 石 川依久子 巌佐耕三

神谷 平 金森 武 加崎英男 北見秀夫 小林千江子

小林艶子 小西健二 熊野 茂 松永圭朔 御船政明

森江晃 三 中村義輝 中沢信午 西沢一俊 野田光蔵

大岩保明 岡悶喜一 大森長朗 大野正夫 佐 々 木 正 人

沢田 武男 瀬戸良三 須賀瑛文 高田昭典 高野克夫

鷹取歳ニ 田 中 間『 谷口森俊 館脇正和 徳田 広

豊 国 秀 . 夫 坪 由 宏 津。村孝平 梅崎 男 山林節子

山田幸男 山岸高庇 山本勝博 安井一朗 吉田啓正

(敬称略)

懇 親 42』2E 

総会終了後 6時より，同所11:於て懇裁会が盛大に行なわれた。中村幹事の司会lとより

すすめられ，会員金沢大学理学部長市川渡民の音頭で乾杯，出席新入会員の紹介，テープ

ルスピーチ続出しなどやかな会であった。 7時30分より山田幸男・舟橋説往*I能登の海

話題」の講演があり，有意義のうちに 8時すぎ散会した。

以上大会の報告を終るにあたり，本会開催のため，御多忙中にもかかわらず種々御尽

力をいただいた金沢大学市川渡理学部長，小西健二博士並びに地質学教室の方々に心から

感謝致します。

叉会場その他について御便宜を与えて下された植物学会大会々長正宗厳敬教授をはじ

め大会本部の諸先生万11:深甚なる謝意を表します。
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定

会員諸君から大体次の事柄を街l含みの上投稿を期待 します。

1. ~車窓lに関する小論文(和文).綜説，論文抄$!k. 雑銭等。

2. 原布HIll織の取姶，掲載の順序，体設及び校正は役員会に一任の乙と。

3.別刷の費用は著者負担とする。但し小論文，綜説，総合抄録に|興りその 50部分

の貸用は会にて負担する。

4. 小論文，綜説，総合抄鍛は 400字詰原稿用紙 12枚位迄，其他は同上 6，&位iZを

限度とし図版等のスペースは此の内lt:.合まれる。

向小論文，綜説Iヒ限り.欧文民耳目及び本文半:n以内の欧文摘要を付するとと，欧文

は成る可く .英，主J!語を用うる乙と。

5. 原摘は平仮名混 り， 横 .Ir-と しなるべく 400字結原稿用紙を用うる ζ と。

規稿投

会言1・叉li編集幹向学会に関する通信は，キL似ili北大Jm学部ぽi物学教室内木会IlnJi.
部宛とし幹事の個人名は-I;JJflt!J11ltぬよう特に氏なの乙と。
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