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日本藻類学会 々則

第 l条 本会は日本1菜類学会と称する。
第 2条 本会は藻学の進歩普及を図!J.1JI:せて会員相互の述絡並に親睦を図ること

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(年 l回) 2.誌類に闘するlVF究会， 誠習会，採集会等の開催
3. 定期刊行物の発干IJ 4 その他前条の目的を逮するために必要な事業。

第 4条 本会の事務所は会長が適当と認める場所におく。
第 5条 本会の事業年度は 1月1日に始まり ，同年12月31日に終る。
第 6条 会員は次の 4種とする。

1. 普通会員 (藻類に関心をもち.*会の趣旨に賛同する個人で，役員会の承認
するもの)。

2. 団体会員(本会の趣旨に賛同する団体で，役員会の承認するもの)。
3. 名誉会員 (藻学の発達に貢献があ り， 本会の趣旨に賛同する個人で，役員会

の推薦するもの)。
4. 賛助会員(本会の趣旨に賛同し，賛助会員会費を納入する個人又は団体で，
役員会の推薦するもの)。

第 7条 本会に入会するには，住所，氏名 (団体名).職業を記入した入会申込書を
会長に差出すものとする。

第 8条 普通会員は毎年会費'3000円(学生はとf.額)を前納する ものとする。但し，
名誉会員 (次条に定める名誉会長を含む) は会費'を婆しない。外国会員の会費は
4000円とする。団体会員の会授は 4000円とする。賛助会員の会費は 1口10.000円
とする。

第 9条 本会には次の役員を置く。会長 1名。 幹事 若干名。 評議員
若干名。 会言十監事 2名。 役員の任期は 2ヶ年とし重任することが出来る。但
し， 会長と評議員は引続き 3期選出されることは出来ない。役員選出の規定は別に
定める。 (付則第 1条~第4条) 本会に名誉会長を置くことが出来る。

第 10条 会長は会を代表し，会務の全体を統べる。幹事は会長の意を受けて日常の
会務を行う。会計監事は前年度の決算財産の状況などを監査する。

第 11条 評議員は評議員会を構成し，会の要務に関し会長の諮問にあずかる。評議
員会は会長が招集し，また文書をもって，これに代えるこ とが出来る。

第 12条 1.本会は定期刊行物 IU菜類」 を年4回刊行し， 会員に無料で頒布する。
2. I藻類Jの編集 ・刊行のために編集委只会を置く 。 3.編集委員会の構成 ・
運営などについては別に定める内規による。

(村民1])

第 1条 会長は園内在住の全会員の投票により ，会員の互選で定める (その際評議
員会は参考のため若干名の候補者を推薦することが出来る)。 幹事は会長が会員中
よりこれを指名委嘱する。会計監事は評議只会の協議により ，会員中から選ぴ総会
において承認を受ける。

第 2条 評議員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 l名と し， 会員数が50
名を越える地区では 50~古までごとに 1 名を加え る 。

2. 総会において会長が会員中よ り若干名を推薦する。 但し，その数は全評議員
の 1/3を越えることは出来ない。

地区~J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 . 111梨を
含む)。中部地区(三震を含む)。 近畿地区。 1¥1国 ・四園地区。九州地区(沖縄を含む)。

第 3条 会長，幹事及び会計監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に欠只を生じた場合は，前任者の残余期間次

点者をもって充当する。
第 5条 会員がパックナンバーを求めるときは各号750阿とし，非会員の予約購読
料は各号 1500円とする。

第 6条 本会則は昭和51年l月1日より改正施行する。
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Terunobu ICHIMURA* and Makoto M.WATANABE*: An Axenic 

Clone of Microcystis aeruginosaKtlTZ. emend. ELENKIN.. 

from Lake Kasumigaura 

市村輝宜*・渡辺信*. 霞ヶ浦産アオコの無菌培養

Among the planktonic blue-green algae forming water blooms during sum-

mer and fall 'in eutrophicated waters， such as Lake Kasum，igaura， 1¥.ficroc:ystis 

aerugillosa KUTZ. emend" ELENKIN has been reported to cause many obnoxious 

and nuisance problems in various ways， for instance， sudden death of carps in 

cultivation nets and disagreeable stench attacking the near shore people. 

It is prerequisite for controlling the nuisance water blooms to know physico-

chemical conditions for the optimal growth of this alga. As far as we know， 

however， only two strains of this alga are at present available from the culture 

collectionsl)・ 2). The two strains8-5) are originally from North America and both 

have been puri五edthrough ultraviolet irradiation， which is known to have a 

mutagenic effect on many organisms. 

In this paper we shall describe the isolation method and morphological 

characteristics of an axenic clonal culture of this alga which was obtained 

from Lake Kasumigaura and purified bythe pitette washing method. 

Materials and Methods 

In August 1974， a liquid sample (KAS-1) which contained blue-green algae 

forming a water bloom was collected from the shore of Lake Kasumigaura at 

the vicinity of Tsuchiura City， Ibaraki.ken. 

For isolation and purification， a single colony was washed by a五nePasteur-

type pipette under a dissecting microscope8)， 7). The growth media and bacte. 

riological test media are listed in Tables 1 and 2. Cultures were illuminated 

for 16 hours daily by fluorescent lamps at a light intensity of approximately 

4，ooOlux. Temperatures were kept at 25土1C except in bacteriological tests. 

* Institute of Applied Microbiology， University of Tokyo， Bunkyo.ku. Tokyo， 113 Jap岨 .

東京大学応用徹生物研究所 (113東京都文京区弥生1丁目 1の1) 

Bull. Jap. Soc. Phycol. 25: 177-181. 1977. 

- 1ー



178 5菜類 第25巻第4号昭和52年12月

Table 1. Growth media 

Salt C medium8) NaCB medium 

Ca(NOah.4HzO 15mg 

KNOa 10mg 

NaNOa 
MgSO，.7HaO 4mg 

sNaaglycero-phosphate.5HaO 5mg 

Vitamin B12 0.01pg 

Biotin 0.01μg 
Thiamin HCl 1μg 

P IV metals* 0.3ml 

Tris buffer 50mg 

Bicine (DOTITE) 

Distilled HsO 99.7ml 

pH adjusted with 1 N HCl or NaOH 7.5 

* 1 ml of P IV metals contains: 

NaaEDTA lmg Fe (as Cl-) 0.04mg 

Co (as Cl-) O.∞lmg Mn (as Cl-) 0.01mg 
Mo (as Na+) 0.005 mg Zn (as Cl・) 0.005mg 

Table 2. Bacteriological test media 

Medium Nutrient 

I 
II 
III 

IV 

v 

Proteose-peptone (Difco) 
Yeast-extract (Difco) 
Peptone (Difco) 

Beef extract (Difco) 
Glucose 
Peptone (Difco) 

Na ac泡tate.3HaO
Glucose 
Trypto但e(Difco) 
Yeast extract (Difco) 

* Gram per liter of distilled water or NaCB medium. 

Result and Discussion 

15mg 

10mg 

4mg 

5mg 

0.01μg 
0.01μg 

1μg 

0.3ml 

50mg 

99.7ml 

9.0 

Amountホ

1 

5 
5 
3 

1 

1 

0.5 
0.5 
0.5 
0.3 

From the liquid sample， a crude culture composed mainly of Microcystis 

aeruginosa was obtained by inoculating a single colony of this alga into a test 
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IcHIMURA and WATANABE: Axenic clone of Microcystis aeruginosa 179 

tub巴 containing10 ml of C medium8l: Two weeks after the inoculation， a rather 

-compact large colony was observed by naked eyes， although the growth was 

poor and slow in C medium. Consid巴ring the sl1spected contamination of 

モpiphyticalgae， th巴 colonywas broken into small pieces by strongly shaking 

the test・tube.After washing several times in steriJe clistilled water， a 10-20-

-cellcd colonial piece was inoculated into a test tube containing C medium. 1n 

this way unialgal clone KAS-l-1 was obtained. 

Meanwhile， a nutritional study was initiatecl， using the clonal cl1lture of 

KAS-1-1， and it became known that this alga grew ml1ch better when C medium 

was modified by replacing KN03 with NaNOa ancl buffering at pH 9.0 with 

Bicine insteacl of at pH 7.5-8.5 with Tris. Thus， NaCB mヒcliumwas usecl for 

further purification and maintenanc巴 of th巴 culture・ 1nNaCB medium， this 

.alga grew consiclerably well， forming many small amorphous colonies of 4 to 

-・・・・・・圃・ - 2 
Figs. 1 and 2. NIicrocystis aeruguzosa K首TZ.emend. ELE~KIN cultured in NaCB meruum. 

1. Unialgal culture. Colonial matrix and rod.shaped bacteria are stained with basic fuchsin 
2. Axenic culture. Colonial matrix and algal cells are heavily stained with hasic fuchsin. 
but there is no indication of the presence of epiphytic bacteria. A bar in each figure 
indicates 10μm. 
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180 藻類第25巻第4号 昭 和52年 12月

16 cells embedded in a transparent mucilaginous matrix. The matrix of poly-

saccharide nature was stained well by basic fuchsin (Figs. 1 and 2). 

A week after inoculating a small quantity of the culture into fresh medium. 

4-or 8.celled colonies of ear1y exponential growth phase were washed succes-

sively五vetimes in sterile disti1led water and inoculated individuatly into a 

test tube containing lOml of the medium. Three weeks after the inoculation. 

五vefast growing clonal cultures were discarded because it was considered that 

they started from a large colony and were highly suspected to be contaminated. 

but three comparatively slowly growing clonal cultures were saved. All of these 

three clones saved， however， were turned out to be contaminated with bacteria 

by scrutinizing under a compound microsope. The same purification procedure 

as described above was undertaken again using KAS-1-1-3， one of the three 

clones which was observed to be contaminated with rod.shaped bacteria of one 

kind (Fig. 1). Finally， out of nine clonal culture活 obtained，one was observed 

to be free from the bacterium by microscopic scrutinization (Fig. 2). Therefore. 

this clone (KAS-1-1-3-3) was checked for purity by the bacteriological tests. 

Cultures inoculated in various bacteriological test media (Table 2) were incu-

bated for 1-4 weeks at 20， 25， and 35 C. No bacterial growth was detected in 

any of these tests. 

As mentioned by many workers2)'6)'へtheestablishment ofaxenic culture in 

blue-green algae is usually a tedious， laborious and unpredictable exercise. 

Recently a sophisticated method has been developed and recommended by 

Carmichael and Gorhamω. In this work， however， we adopted the traditional 

method of pipette-washing6)' 7>， following the rule that the organism to be washed 

should be pre-cultured in an actively growing state. It was desirable for this 

method that this alga formed loose colonies of a small number of cells， since it 

helped that a colony free from epiphytic bacteria more easily happened to be 

picked up. V{e have not yet succeeded in axenification of M.flos-aψae (WITTR・〉

KIRCHN. which was obtained also from Lake Kasumigaura and cultured unialg・

ally in the same medium. M. flos・aquaeforms tight colonies of a large number 

of cells in the culture. This has dispirited us from attempting the axenification. 

The axenic clone of M. aeruginosa has been deposited in the Culture Col-

lection of AIgae at the Institu 

-4-
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coe伍cientof variability 5.4%. These statistical values are based on 100 ceIls 

cuItured in NaCB medium for one week. 

We wish to express our sincere thanks to Dr. T. TSUDA and Dr. A. HAMADA， 

Freshwater Fisheries Experiment Station， Ibaraki Prefecture and Dr. S. KASE-

BA Y ASHI， Ibaraki Prefectural 0伍cefor their encouragement and assistance. 
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雨雲保水・小林弘キ:光顕並びに電顕的研究に基く

Melosirαarentii (Kolbe)ωmb. nov.について

Tamotsu NAGUMO and Hiromu KOBAYASI: Proposal of Melosira 

arentii (Kolbe) comb. nov. based on light and electron microscopy. 

ストックホルム近郊の腐植栄養質の湖沼から Cyclote!laarentiiの名で記載されたケ

イソウは， Fig. 1a， b (KOLBEの原図)に見られるように，どの属の種類とはっきり決

めかねるような殻構造・をもっているため，今日までその帰属が問題となってきた。すな

わち，原記載者 KOLBE(1948)1)は殻面の模様が中心部と縁辺部で異る点を重視して，

この種類を Cyclotetla属に帰属させたのであるが， Fig.2aおよび Fig.4Iこ見られ

るように，縁辺部と中心部の差異は，他の Cyclotetla属の種類に見られるほどには明

瞭でない。そのためか， CLEVE-EuLER (1951)2)は特にその理由は述べていないが，こ

れを Coscinodiscus属に移し変えている。しかし， VAN LANDlNGHAM (1969)8)， FOGEI> 

(1972)心らは，なお Cyclotetla属の種類として扱っているo

この種類についての本邦からの報告は見当らないが，筆者らは埼玉県仙女ガ池，群馬

県太峰沼，鹿児島県蘭牟田池から採集した試料の中に，それと同定できる個体を得た。

これらの産地は，いずれも県または国の天然記念物指定を受けているところで，大峰沼

と蘭牟田池には浮島があり，原産地同様，腐植質の水域である。特に蘭牟田池の試料に

は多数の個体が含まれており，今回の調査に大いに役立つたが，これらについて，光学

顕微鏡的並びに透過・走査商電子顕微鏡的観察を行ったところ，この種類は Cyclotetla

属に含めるよりは，むしろ Melosira属に帰属させるべきものであるとする考えに至っ

たのでここに報告したい。

なお，報告に先だち，蘭牟田池の材料を採集して下さった九州大学農学部，山岸健三

氏，および走査型電子顕微鏡の使用についていろいろご援助いただいた日本歯科大学，

大島海一氏に深〈感謝申し上げたい。

材料と方法

試料は，仙女ガ池から1956年6月3日に，大峰沼から1968年8月4日に，また蘭牟田

池から1974年10月18日に採集した，底生または着生のものである。透過型電顕のための

*東京学芸大学生物学教室(184東京都小金井市貫井北町4-1-1)

Department of Biology， Tokyo Gakugei University， Koganei， Tokyo， 184 ]apan. 

Bull. Jap. Soc. Phycol. 25: 182-188. 1977 . 

......; 6ー



南雲・小林 Melosiraarentiiについて 183 

試料は，コロジオン膜を張った180.Aメッシュ上に酸処理と洗浄の終った珪殻をそのま

ま広げ自然乾燥させて作成した。また走査型電顕のための試料は，同じく酸処理と洗浄

の終った珪殻を試料台に広げて自然乾燥させたのち，白金パラジウム蒸着を行って作成

した。なお，遭遇型電顕による観察は JEM.7を用い，加速電圧 80KVの下で行ない，

走査型電顕による観察はJESM.U3を用い，加速電圧25KVで行った。

結果と考察

Fig. 2a， bおよび3a， bは共に繭牟田産の光顕写真であるが，その殻面観も帯面観も

Fig. 18， bに示した KOLBEの原図によく一致した。本邦産のものを計測したところで

は，殻の直径は 11-17.5μ の範囲にあり，縁辺部の条線は 10μ 幅に 22-24本，中心部

の点紋は10μ に約22個数えることができたが，これらの数値は，殻の直径10-17μ，縁

辺部条線10μ に21-24本，中心部の点紋10μ に22個とする KOLBEの記載ともよく一

致するものであり，帯面観でも，殻面がややもり上がっている点，殻肩に練列が見られ

る点、など.Fig.lbに示した KOLBEの原図によく一致するものであった。なお， KOLBE 

の記載には，色素体についての項目は見当らないが.Fig.38に見られるように，浅裂

のある不規則な小円形で，同じく Fig.3bからわかるように殻壁にそって存在している。

また数も多い。さらにこの写真から.Melosira属のある種のものに見られる輪講

(Sulcus)および横輸 (Lingreiste)とよばれている構造は認められない。

Fig.4および5に透過型電顕像を示したが，これでは殻面の縁辺部と中心部の問に，

点紋の配列様式に関してはかなり明瞭な差が見られる。すなわち，点紋は，縁辺部では

放射状にE列する条線を構成するのに対し，中心部では Coscinodiscuslineatusや

Pleurosigma属ケイソウの殻.函に見られるのと閉じ三直線交叉型の配列をとる。また，

縁辺部と中心部は多少とも肥厚した，円を描く肋線で境されているのが認められる 2 こ

れらの点では確かに縁辺部と中心部の区別があると言えるが，ここで問題となるのは縁

辺部条線の微細構造である。 HELMCKE& KRIEGER (19臼)&lの Cyclotella属の各種の

電顕像，および.LOWE (1975)叫による C.atomω. C. meneghiniQ.1za， C. stelligera 

などの電顕像では，すべての Cyclotella属の縁辺条線は複数の点紋列からなり，単条

線からなる Melosiraarentiiのそれとは大きく異っている。

また， HASLE (1972)円は Cyclotella属のものには，支柱突起 (struttedprocess)と

居状突起(labiateprocess)の存在することを指摘しており， LOWE (1972)も，彼が見

た範囲の C〆'lotella属の種類では，例外なくこれらの突起が見られることを報告して

いる。しかし.Fig.8に示したように，走査電顕によって殻の内面を見たところでは，

Melosira arentiiには，そのような突起は全く見当らなかった含なお.Cyclotella属

の殻の内面の縁辺部には，それぞれの条線を境するように放射状に配列する肋線が発達

しているが，このような構造もまた全く見当らなかった。このように，電顕像から得ら
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F;g. 1.， b. Copy of the original illustration of Kolbe (1948). Cells in valve view (1.) and girdle 
view (1b). F;g. 2.， b and 3.， b. Light micrographs of valve view (2.) and girdle view (2b) of acid 
cleaned valves， and valve view (3.) and the optical section of the colony (3b) 01 live cells. Note 
circular and tangentially areolated central zone and marginal zone with radiate striae (2a) and 
compressed circular， numerous， lobated chromatophores arranged around the cell waIl (3a， b)・
Fig. 4， 5. Transmission electron micrographs of direct preparation of w hole valve (4) and of 
marginal region showing details of loculate areolae. 
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Fig. 6-11. Scanning electron micTographs of whole frustule (6)， out side surface of the mar-

ginal ridge showing marginallong spines arrenged on the rim， blunt spines on the valve face and 

small irregular pores (7)， inside surface of the valve (8)， whole frustule with narrow and well 

developed wide cingula (9)， inside view of wide cingulum overlapping the edge of the valve rnantle 

(10) and inside口 ew of the broken rnarginal region of the valve showIng loculate nature (1') 
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れる諸点から見ても， この種類を CycloteUa属に止めることは非常に無理があるよう

に恩われる。

一方，との種類に見られる程度の縁辺部と中心部の点紋配列の差異は，Melosi・l'a属

では稀ではない。すなわち， HELMEKE & KRIEGER (1962)に見られる M.nummuloides 

の殻面像は，この種類のそれ (Fig.4， 5)と全くよく似ている。また lvfelosira属では，

殻面および殻肩に練 (spine)が存在するが，居状突起または支柱突起は見られない。

Fig.6に被殻の全景を示したが，被殻は属平な太鼓形で，設肩にはかなり長い線列が

あり，また殻面にも短い円錐形の練が見られる。また，この写真からもわかるように，

平常時における殻帯の発達は悪い。しかし， Fig. 9， 10に見られるように，細胞分裂が

起る直前には，どちらか一方の側の殻帯が発達してくる。この点では， HUSTEDT (1930)8) 

の l'vfelosira属の殻帯についての記述とよく一致するn また，殻套端と殻帯の重なり方

は， ROUND (1971)的が Steρhanodiscusについて観察しているのと同じ方式であり，

殻帯が殻套の外側に重なっている。 Fig.6の写真で最も咳瞭に見られるが，殻帯が殻套

と重なりあう部分に縦方向の裂け目 (slit)が見られるが，この点でも ROUNDの記載に

一致する。殻帯が外側に位置するという点に関しては， CRAWFORD (1971)1引が見てい

るMelosira叩 riansとは反対の結果が得られたことになる。

Fig. 11は殻面壁の脅lれ口を拡大したものであるが，この写真では殻の内側が上にな

っている。これを見ると，殻壁は胞紋 (areola)からなり，毅の内仮に向かっそれぞれ

一個の関口 (foramen)をもち，殻表面仮IJには， Fig.7からもわかるように， 1胞紋当

り1-3個の小孔をもっ師板で閉ざされている。この構造は CRAWFORD(1971)による

Melosira vari・ansの殻壁構造と極めて類似するものと恩われる。

以上述べてきた諸点から，筆者らは KOLBEの命名による CycloteUaarentiiは

Melosira属に移されるべきであると判断したのであるが， なおよくこれらの関係をは

っきりさせるため，近縁の Coscinodiscus，C ycloteUaおよび MelosI1aの3属の特徴

を， KUTZING (1834)11)， EHRENBERG (1838)12九DETONI (1892)1町， HUSTEDT (1930)6)， 

HENDEY (1964)W， CRAWFORD (1971)10九LOWE(1975)日， HERMCKE & KRIEGER (1962)ぬ

などを参照してまとめ，これと Melosiraarentiiについて得られた特徴を比較したの

が表1である。この表は，群体形成，葉緑体の浅裂，数百の模様の縁辺部と中心部の差

異，殻内面の縁辺部の肋線，殻房と殻面の線および殻帯のそれぞれについての有無につ

いてまとめられているが，この表からも ，M. arelltiiの諸形質はすべて lI-felosim属の

特徴と共通することがわかる

Deseription: ル1elosiraarentii (Kolbe) comb. nov. Cells short cylindrical in 

rather short chains of 2-5 cells. Chromatophores numerous， compressed cir-

cular with irregular lobations and arranged around the cell wall. Valves convex 
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with flat median part， 11ー17.5μindiameter， 3ー5.5μhigh，with spines on mar. 

ginal ridge and blunt spines on valve face and with thin wall throughout except 

thickened valve edge. Sulci absent， pseudosulci very wide. Walls loculate. 

areolate， areolae in the central zone of the valve in tangential areolation with 

straight raws， about 22 in 10μand in the marginal zone of the valves in 

radiate areolation with straight raws， areolae about 21 in 10μ・ Costaealternat. 

ing with marginal striae absent. 

Table 1. Comparison between Melosira arentii and related genera. 

は L.obation Valve view Girdle view 
Colony d 

句dSIiffhrfauelcraefunemc-enl fm mcInao咽ssifdianee al Spines formatlon chramato・ Cinguia 
hores 同arglhala central costae IOn rim 10n拘ce

Melosira + + ± 一 十 士 + (long) 

Cyciot剖!日 + 一 + + 土 土 土
(2-3ω11吋

Coscinodiscus 一 一 土 一 + 一 土

M.ロrentii + + 士 + + + 
(2・5cells) 

Summary 

The frustule structure of CycloteUa a7entii Kolbe collected from three dys. 

trophic ponds in Japan was studied by the light and electron microscopy and 

the position to which this taxon be placed was discussed based on the follow. 

ing features observed. (1). Colonies. Cells are solitary or united to form short 

chains up to五vecells. (2). Chromatophores. Numerous， small， lobated and ir. 

regularly rounded plate like chromatophores are arranged around the cell wall. 

(3)・Valveviews. Though the arrangement of loculae on the valve face are 

separated by the circular costa.like structures of various size and shape into 

marginal and central zones， a marginal stria consist of single row of areolae 

and the costae alternating with these striae are absent. The long marginal 

spines are on the marginal ridge and blunt spines are on the valve face but 

neither strutted process nor labiate process are found. (4). Girdle views. 

A cingulum overlaps the edge of the valve mantle and remains normally in 

narrow band and increases its width prior to the cell division. 
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岡崎恵視本・高田真美料・宮田昌彦本: 石灰緑藻ウチワサボテン

ゲサの炭酸カルシウム沈着部位と結品型について

(藻類の炭酸カルシウム沈着の研究 11)

Megumi OKAZAKI*， Mami T AKADげ*and Masahiko MIY A T A * : 

Site and nature of calcium carbonate deposits in a calcareous 

green aIga Halimeda discoidea. (Studies on the calcium 

carbonate deposition of aIgae-II) 

石灰藻には現在のところ，少くとも 680種1)が知られている。筆者らは前報幻におい

て，これら石灰藻の種類によって異ったいくつかの石灰化機構が存在する可能性を指摘

したが，その後も石灰化機構の重要な一面と思われるカルシウムと炭酸イオンの濃縮の

しくみや，石灰化部位での有機基質の有無および，それの石灰化への寄与の仕方などに

ついて何らかの手がかりを得る目的で藻類の CaCOa沈着部位とその結晶型についての

研究を続けてきた。今回は乾燥重量の 10%がCaCOaからなり，石灰化の程度がさほど

顕著でない石灰緑藻ウチワサボテングサ Halimedadiscoideaについて報告したい。

材料と方法

ウチワサボテングサ Halimedadi・scoideaDeca isneは伊豆半島爪木崎にて 1975，

1976年の 6，7月に採集した。この材料を用いて光学顕微鏡的構造と透過型・走査型電

子顕微鏡で形態的微細構造の観察を行った。また CaCOa結晶型は制限視野電子線回折

法，X線回折法で決定した。

光学および透過型電子顕微鏡の観察のためには，採集直後の藻体をまずグJレタルアノレ

デヒドとオスミック酸で二重固定し，常法に従ってアルコーノレシリーズで脱水したのち

エポンに包埋した。ただし CaCOaの溶解を防ぐ目的で，固定液は pH7.4に調整し，

脱水に用いたアルコーノレはすべて沈降性 CaCOaで飽和して使用した。また，光学顕微

鏡観察にはエポン包埋試料を比較的厚い切片にし，トルイジンブルーで染色した。

走査型電子顕微鏡観察試料にはアセトンシリーズで脱水した藻体を風乾したものを用

いた。この場合もアセトンは上述のようにして CaCOaで飽和したものを用い炭酸塩の

$東京学芸次学生物学教室 (184東京都小金井市貫井北町4-1-1)
Department of Biology， Tokyo Gほ.kugeiUniversity， Koganei， Tokyo， 184 ]apan. 

柿私立鴎友学園女子高等学校 (156東京都陸田谷区宮坂1-5ーω)

Oyu・GakuenGirls' High School， Setagaya， Tokyo， 156 ]apan. 

Bull. Jap. Soc. Phycol. 25: 189-194. 1977. 
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摺解を防いだ。検鏡に先だって乾燥藻体を炭素と金で二重蒸着をほどこした。使用した

電子顕微鏡は，日本電子製で透過型が JEM-7型，走査型が JESM-U3型である。

X線回折のための試料は採集直後の務体を蒸留水で簡単に水洗した後風乾したものを

粉末化して調整した。制限視野電子線回折は，透過型電顕用超薄切片についておこなっ

た。また前述のアセトン脱水乾燥藻体を 1mm角程に切P取り，そのまま銀メッシュ上

にドータイトで貼P付け，藻体表面に付着している結晶についても電子線回折を行った。

結 果

ウチヲサボテングサは扇形の節間部が節を介して速なり，その葉状体はウチワサボテ

ンのような形をしている (Fig.1)。この節間部の縦断・横断切片を光顕で観察し，ス

ケッチしたのが Fig.2である。また Fig.3はこれらをもとにして作製した節間部の

立体構造を模式的に示したものである。この図からわかるように，藻体は一連の管状糸

(Filament)から構成されており，管状糸は分校しながら寝体表面でふくらみ胞獲に終

っている。この胞襲は互に密着しあっているため藻体内部には，外界の海水とは直接連

絡のないと恩われる細胞間隙を形成している。 Fig.4は藻体内部の拡大像であるが，

Cで示した暗色の部分は CaCOaの結晶の集合したものである。この部分は生藻体では，

管状糸の皇室の表面に密着していたものであるが，切片作製の過程で，内容物が流出し，

壁が収縮したために，はがれて残ったものと思われる。このことから石灰化部位は細胞

壁の外側であることが推察されるが，この部位を透過型電子顕微鏡でさらに詳細に検討

したのが，Figs.5-7である。ここに示した電顕像は，前述の Fig.41と相当する部分

を観察したものである。 Figs.5，6に示されているように，電子密度の非常に高い棒状

物質が細胞壁に接した部分に散在している。後で述ベるようにこれは CaCOaの結晶で

あることが判った。これら電顕像においても管状糸の収縮のため結晶部位は一部細胞壁

より分離しているのが見られる。また細胞壁の内側には全くこのような結晶像は見られ

ない。 Fig.7は，切片を酢酸鉛で染色したものであるが，染色処理(おそらくは水洗

中)で結晶は完全に栂解し去り，脱灰像がはっきPと観察される。しかし，細胞質内に

はそのような脱灰像は全く見られなかった。すなわちサボテングサの石灰化部位の一つ

は葉状体内部の細胞表面すなわち間隙内であることがはっきりした。

Fig.8は葉状体表面の走査電顕像であるが，一部の胞礎表面に，結晶が沈着している

のが観察された。この結晶は，巾 0.4pm，長さが 1μm程度の梓状結晶であった (Fig.

9)0 Fig.l0は葉状体表面と内部との境の部分を示しているが，この胞褒間隙には，よ

く発達した針状結晶がみられる。また Fig.llに見られるように，葉状体中心部を走る

管状糸の表面にも針状結晶が付着しており前述の透過電顕像 (Figs.5， 6， 7)とよく一

致した。またこの細胞間隙に沈着している針状結晶は，巾 0.1μmで長さが 2μm程のも

のであった (Fig.12)。
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や AII令
1 2 

Figs. 1-6. Halimeda discoidea Dec. 

1. Portion of thallus of Halimcda discoide，ι2. Long山 dinal(A) and cross (B) sections 01 a 
mature segment of the thallus (x60). The parts where sections were made are shown diagram. 
matjca l~y in the lower left corner of each figure. Scale=l∞μm. 3. A schernatic sketch showing 
three dimensional structure of the thallus. Note well developed interceJlular space. 4. Light 
micrograph of CTOSS section of a rnature segment (x 1，200). C目 CaCOsdeposits， F: shrunk me. 
dullary filaments. Scale=4μm. 5. Cross section of a inner filament (unstaincd) (x4，950). C: CaCOs 
crystals， C W: cell wall， ICS: intercellular space， CP: cytoplasm. Scale=Jμm. 6. Longitudinal 
section of a inner五lament(un5tained) (x2，850). For other explanation5 5ee Fig. 5. Scalc=2μm 
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Figs. 7-12. l-Ialimeda discoidea Dec. 
7. Cross section of a inner filament (stained by lead acetate) (x2.250). CaC03 crystals were 

removed during the staining process. For other explanation see Fig. 5. Scale=2μITI. 8. Outer 

surface view of a segment observed with SEM (xl，5∞). Small crystals were deposited on the 

collapsed utricle. Scale=4μm. 9. High magnification of rod.shaped crystals in Fig. 8 (x9.000) 

Scale=1μm. 10. Needle-shaped crystals deposited in intercellular space (x4.500). Rod-shaped 
crystals a.s shown in Fig. 8 were al50 observed on the Quter surface of the utricles. Scale= l，am. 

11. Needle-shaped crystals deposited on the outer surface of a medullary filament (x4.切0).Scale= 
lpm. 12. High magni日cationof needle-shaped crystals in Fig. 10 (x 15.000). Scale= 11，m 
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次には藻体の細胞間隙や表面で観察された結晶の成分と結晶型が何であるかが問題で

ある。この点に関して，超薄切片内に存在する結晶を制限視野電子線回折法で検討した

結果，藻体内部の針状結晶はアラレ石型の CaCOa結晶であることが判明した3 また藻

体表面付着の棒状結晶については，銅メッシュに藻{本の小片を表面を上にしてはりつけ，

同様の方法を用いて検討したが，閉じくアラレ石型の結晶であったっまた藻体乾燥粉末

を，X線回折法で分折した結果，藻体に含まれている結晶はすべてアラレ石型のもので

あれ方解石の存在は検出できなかった。

考 察

サボテングサ属の石灰化部位に関する研究は Wilburら(1969)的および Borowitzka

ら (19744)，1977日)の研究があり，いずれも藻体内の細胞間隙に石灰化がみられること

を指摘している。今回のウチワサボテングサで得た観察結果は彼等の結果とよく一致し

た。ただ葉状体表面にも藻体内部の結品とは形態の異なった梓状結晶が沈着するといっ

た新たな結果が得られた。また以前から石灰縁蕊の CaCOa結品はアラレ石型であるこ

とが報告されているが，今回の著者等の結果もこの事実を裏づけた。一方，Borowitzka 

ら (1976)6)は Halimedatunaなどではアラレ石型が80%で，残り 20%は方解石型で

あったと報告しているが，今回は方解石型は検出されなかった。

藻類の石灰北の機構に関しては，古くから光合成との関係が重要視されてきた。つま

り光合成では HCOa-から CO2が抜き取られ固定される結果，OH-が増加する。こ

れによって起こる pHの上昇は HCOa-を解離させて COS2ーの増加を促す。結局，

2HC03-一一CO2+ H20 + COrなる反応によって形成された COa2ーが，石灰化に寄

与するとする仮説である。サボテングサ属を材料として，この点に関するより詳細な研

究を精力的に行ってきたのは BorowItzkaら(19766.7)， 1977日)である。しかし，残念な

ことに，彼等は藻体表面での石灰化については未だ立ち入っていない。

藻体表面では，すでに述べたように細胞間隙における結晶型とは異なり，棒状結晶が

形成される。このような藻体表面での梓状結晶はすでにオキナウチワ(宮田他， 1977)む

においても見られている。藻体表面は，細胞問隙とは異った条件の下に置かれているこ

とは確かであり，上述の結品形の違いを考え合わせるとき，石灰化機構の面にも何らか

の差違が存在するものと考えられる。

最後に走査電顕写真の撮影に援助いただいた日本歯科大学の大島海一氏に深くお礼申

し上げる。

Summary 

In the present paper the calcification sites and the properties of calcium 

carbonate crystals of Halimeda discoidea were described. 
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The ultrastructures of thin sections and surfaces of the thalli were studied 

by trausmission and scanning electron microscopy. Needle.shaped crystals of 

calcium carbonate were deposited abundantly in the intercellular space within 

the thallus. However， calcium carbonate crystals could be detected neither in 

the cell wall nor in the cytoplasm. The needle.shaped crystals were about 

0.1μm wide and up to 2.0μm long. Rod.shaped crystals were also observed 

partially on the outer surface of the thallus. These crystals were about 0.4μm 

wide and up to 1.0μm long. 

The properties of needle圃 androd同shapedcrystals mentioned above were 

identified to be aragonite by selected.area electron diffraction. X.ray diffraction 

pa.tterns of the algal powder examined agreed with that of aragonite. 
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安藤一男事: 日本産コケ付着ケイソウ(1)

Kazuo ANDO*: Moss diatoms in ]apan (1) 

コケ付着ケイソウについてはすでにKrasske1• 2). Hustedt町.Manguin叫らによって

いくつかの報告がなされてきた，しかしわが国のものについては，ミズゴケに付着して

生活しているものを除くと，岩橋5)が屋久島産のコケ付着ケイソウを，また，奥野・黒

沢ωが三段峡および八幡高原のコケ付着ケイソウを取り扱っている程度で，その研究例

はきわめて少ない。筆者はこのコケに付着して生活しているケイソウについて1974年以

来調査を行なってきた結果，数々の新知見を得た。今回はそれらのケイソウのうち特に

分類学的ならびに生態学的に興味深い種類について報告したい。

なお，この報文をまとめるに当J).日頃から御指導していただいている東京学芸大学

小林弘教授，ならびに，コケの同定をしていただいた東京学芸大学小野庄士氏，コケの

採集に御協力いただいた埼玉県立豊岡高校小林総一郎氏に厚く御礼申し上げる。

(1) Melosira roeseana Rabh. var. roeseanacf. Hust. Kies.l: 266.f. 112a. b.1962. 

当承名変種の直径は.Hustedtによると 8ー70μ となっているが，今回の調査では直

径 90μ におよぶ大型の個体も見い出された。 M.roeseana群は代表的なコケ付着ケイソ

クであり，特にこの承名変種はわが国でも岩橋1)によって屋久島産のコケおよび大分県

日回郡高額村などの材料から，岩城8)によって豊平峡から，平野・岩主炉によって石狩

川源流地付近の器産流の岩函から，奥野・黒沢叫によって広島県三段挟のシノプゴケ，オ

オトラノオゴケ，チャボマツパウロコゴケなどから採取されている。今回の調査では当

承名変種は下記のコケから得られたが，当承名変種とそれの着生しているコケとの聞に

は特殊な種類的関係は無いようである。一一埼玉県中樟峡〔湿岩上のツクシナギゴケモ

ドキ Eurhynchiumhians (Hedw.) S. Lac..湿岩上のジャゴケ ConocephalunJconi・cum

(L.) Dum.)。埼玉県有関谷【ミヤマサナダゴケ Plagiotheciumnemorale (Mitt.) Jaeg.) 

(2) Melosira roeseana var. dendroteres (Ehr.) Grun. in Van Heurck. Synopsis 

Diat. Belgique pl. 89. f. 9-13. 1882. ...・H ・H ・H ・.....・H ・....・H ・...…(Pl.2. Fig. 6， 7) 

Grunowが VanHeurckのSynopsisの中で当変種と同定している図の計測値は，

殻の直径12-22・5μ，殺の長さ 15-57μで，帯函の図を見ると 8個のらせんが描かれて

いる。 DeTonilO)はこの変種について「殻は 70μ まで，らせんは13.殻縁に歯がある」

-埼玉県立盛岡高等学技{お8入岡市盛岡1-15-1)
Toyooka Se凶。rHigh School. Iruma.お8]apan. 

BulJ. Jap. SOC. PhycoJ. 25: 195-201. 1977. 

-19ー



196 藻類 第 25巻第4号 昭和 52年 12月

Pl. 1. 1. Melosira 1'oeseana Rabh. var. eρidend1'on Grun. 2， 3. 1¥11. 7"oesea71a var. tropica Krasske .. 
4， 5. ll1. 1"ltttncri Hust. 
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と記しているが，わが国のものは直径22-24μ で，帯面を観察すると 6-13個のらせん

状の殻帯が数えられた。また， Grunowは殻面の周辺に 8個ほどの円形の模様 (Pl.2. 

Fig.7参照)が認められるタイプを var.dendroteres forma ρorocycliaとして区別

したが DeToni則や VanLandingham11) は特に区別していない。一一東京都日原

〔湿岩上のアサイトゴケ Pseudoleskeopsisjaρonica (Sull. et Lesq.) Iwats.) 

(3) Melosira roeseana var. epidendron Grun. cf. Hust.l.c.1: 268. f.112c， d. 

1962. ・H ・-…....・H ・....・H ・-…一…....・H ・-…….....・H ・....…・...・H ・....・H ・.(Pl.1. Fig. 1) 

当変種は殻筒表面の構造が繊細であること，殻筒表面の点紋列数が輪溝付近と殻縁付

近とであまり差がないことで承名変種と区別される。点紋列数は Hustedtによると，

承名変種の場合は輪溝付近で 10μ に約12本，殻縁付近では著しく荒くなって 10μ に約

7本となる。これに対し当変種の点紋列数は輸事事付近で 10μ に約14-15本，殻縁付近

では 10μ に約13本である。今回筆者が得た当変種の測定値は Hustedtの記載値よりや

〉密な場合が多く，その値は輪溝付近で 10μ に15-20本，殻縁付近では 10μ に14-18

本ほどであった。一一屋久島ー湊JII(ツクシウロコゴケ Heteroscyphusplanus (Mitt.) 

Schiffnふ 111口県大正洞付近〔湿った石灰岩上のミヤマサナダゴ、ケ Plagiothecium

nemorale (Mitt.) ]aegふ埼玉県中津峡〔湿岩上のヒメヤナギゴケ Amblystegium

serρens (Hedw.) B. S. G.，湿岩上のツクシナギゴケモドキ Eurhynchiumhians (Hedw.) 

S. Lac.，湿土上のジャゴケ Conocephalumconicum (L.) Dumふ埼玉県麻生〔渓流中

のホソパミズゼニゴケ Pelliaendiviaそfolia(Dicks.) Dum.)， 

(4) Melosira roeseana var. indica Skv. in Philippine ]. Sci 58(2): 180. pl. 1. 

f. 1. 1935.…....・H ・.......・H ・.....・H ・....・H ・.......・H ・-・………H ・H ・.....・H ・.(Pl.2. Fig. 12) 

当変種は，殻の直径の約1/5を占める周辺帯をもつことで承名変種と区別される。また，

殻縁には強固な刺がある。 Skvortzowは原記載では直径35μ としているが，その後同

氏12) は直径40-45μ の値を与えている。今回の調査で筆者が得た個体は，直径23μ か

ら57μ ほどであった。周辺帯の肋線の数は，原記載では 10μ に14本となっているが，

この記載とともに掲げられている原図を計測してみると 10μ に5-6本である。記述上

の誤りかと恩えるが，筆者が今回得た個体の値は，10pに4ー7本で，原図の値とよく

一致した。当変種は下記のように，石灰岩地帯に生育するコケからしばしば見い出され

た。一一高知県竜河洞〔湿った石灰岩上のホソヒラゴケ Neckeramuratae Nogふ山

口県秋芳洞〔湿った石灰岩上のツボゼニゴケ Plagiochasmaintermedium Lindenb. et 

Gott.)，山口県大正洞付近〔湿った石灰岩上のミヤマサナダゴケ Plagiothecium

nemorale (Mitt.) ]oegふ岐阜県飛騨鐙乳洞〔湿った石灰岩上のクラマゴケモドキ

Porella戸rrottetiana(Mont・)Trev.)，埼玉県橋立鍾乳洞付近〔湿った石灰岩上のツ

クシツヤゴケ Entodonmacropodus (Hedw.) C. Muell.)。
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PI. 2. 6， 7. Melosir，α roeseana var. dendroleres (Ehr.) Grun. 8-11. Achnanthes trotica Hust .. 

12. M.'ηeseana var. iudt:ca Skv. 
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(5) MelosiTa roeseana var. tropica Krasske， Svensk Bot. Tidskr. 43: 422. 

pl. 1. f. 1， 2. 1948. ・H ・H ・..…...・H ・....・H ・...・H ・....・H ・.....・ H ・...・ H ・-・(Pl.1. Fig. 2， 3) 

当変種は殻面の点紋列の聞に明瞭な放射状の肋線をもつことで承名変穏と区別される。

この肋線は殻筒まで伸びて，そこで分岐して終る。Krasskeはこの変種の大きさについ

ての数値を与えていないが，筆者が今回得た個体を計測してみると，直径 15-30μ で

M. roeseana群の中では比較的小型のものが多かった。当変種は Skvortzow1l>が記載

した M.roeseana var. asiaticaとよく似ている。しかしこの var.asiaticaは殻縁に

刺がないのに対し，当変種は殻縁に剃があるので区別できる。一一埼玉県中津峡【湿岩

上のオオパチヨウチンゴケ Pla勾gi捌 niu仰骨m 切附silたcatu脚m(但Be白sch也h.)K恥op.ふ埼玉県熊倉山

〔湿岩上のミヤマサナダゴケ Pl，μagiothルeci:ω'umnemorale (Mi加t枕t.)Jaeg副〕。

(6) Melosira ruttneri Hust. Arch. f. Hydrobiol. Suppl. 15: 140. pl. 9. f. 11-
16. 1937.・H ・H ・.....・ H ・....・H ・......・ H ・..…...・H ・....・ H ・...・H ・..…...・H ・..…(Pl.1. Fig. 4， 5) 

当種は検鏡する際，焦点をずらしていくと二種類の模様が認められる。すなわち設の

表面にはさまざまな形をした不規則に並ぶ多角形状の胞紋が並んでいる。これの下側に

は，殻面では放射状に配列した細かい条線が観察されるし，殻備では斜めにらせん状に

走る条線が存在する。 この種類の細胞壁は厚<，輸溝はない。 Hustedtは殻の直径約

10-60μ，殻高15-20μ を与えているが，筆者が今回得た個体は，直径19.5-39.5μ，

強高15.5ー19μ でいずれも原記載の健の範囲内のものであった。

Hustedtはこの種の生態性について「泉の流れ出る所やコケあるいは藻類の塊に接し

て，しばしばあるいは大量に出現する。そしてある程度湿っていでしかもよく風を通す

顕著なアルカリ性の環境を好む。このためこのような環境を示す重要な指標種となる」

と記している。当種は今回の調査では多量に出現することがなかったので， Hustedtの

見解を十分確かめることはできなかった。しかしわが国における出現が下記のようにい

ずれもコケに付着した状態で見い出されたことは，この種の生態性を考える上で参考に

なると思えた。一一屋久島女)11(混岩上のクモノスゴケ Pallavicinialongispina 

Steph.)，兵庫県朱雀洞【湿った玄武岩上の欝類)，埼玉県有閑谷【水がしたたり落ちて

いる岩面上のジャゴケ Conocephalumconicum (L.) Dum.)o 

(7) Achnanthes tropica Hust. Arch. f. Hydrobiol. Suppl. 15: 200. pl. 18.J. 

28-82. 1939. …・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.(Pl.2. Fig. 8ー11)

当種は原記載によると，殻長1ト 25p，殻幅 3ー 5μ で，縦務殻の軸域は広披針形，

擬縦書草殻の軸域も同様に著しく広い披針形となっている。しかし今回の調査で得た個体

は殻長12.5ー33.5μ，殻幅4-6μ でやや大型であり，また軸域の中央部が不規則に拡

がる個体も見い出された。しかしその他の点は原記載とよく一致した。また，上述のタ

イプにまじって， Pl.2. Fig. 10， 11;のように設側が弱<3回波打つタイプが見い出さ
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れた。このタイフ.を別のものとして分けるべきかどうか，今しばらく検討してみたいと

思う。

この分類群はすでに小林18)によって荒川およびその支流の大洞川，浦山j円から稀に見

い出されているが，筆者は秩父中津峡で採集したコケから当種を豊富に見い出した。ま

た，秩父の麻生や栃本で採集したコケや有間谷で得たコケにも当種はよく付着していた。

Hustedtは当穏のことを「多分湧泉種であろう」と記しているが，コケに付着した状態

でもよく繁殖し得るものと思えた。一一埼玉県麻生〔渓流に洗われている岩上のツクシ

ナギゴケモドキ Eurhynchiumhians (Hedw.) S. Lacふ埼玉県中津峡〔湿岩上のチピ

ツコホウホウゴケ Fissidensm仇utulumSull.，湿岩上のヒメヤナギゴケ Amblystegium

serpens (Hedw.) B. S. G.，水がしたたり落ちている岩壁面のホソパミズゼニゴケ Pellia

endiviaefolia (Dicks.) Dumふ埼玉県栃本〔水が流れ落ちている岩面上のホソホウオ

ウゴケ Fissidensgrandifrons Brid. var.ρlanicaulis (Besch.) Nog.J。

Summary 

In the present paper， seven moss diatoms are described from taxonomical 

and autoecological viewpoint. They are Melosira roeseana var. roeseana， M. 

roeseana var. dendroteres， M. roeseana var. epidendron， M. roeseana var. indica， 

1'¥1. roeseana var. tropica， M. ruttneri and Achnanthes tropica. 
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口VerneGrant: Organismie EvolutioD_ i-xii+418pp. W.H. Freeman and 

Company， San Francisco， 1977. (邦貨lとして約5，7'∞円)

本書は，著者GRANT教授が1952年以来，学生，院生を対象に行った講畿内容をとり

まとめたものであり，生物に生じる進化的変化の過程と，その過程に及んでくる基本的

な要因について書かれている。本書の主題は，大きく 3つ一小進化，種分化，大進化ー

に分かれており，これらの主題をふまえて，人類の進化の問題，進化学の社会的意味が

言及されている。また著者自身が断っているように，本舎はあくまで進化の原理につい

て論じられているので，進化の詳細な実例は少い。この点に関して不満のもたれる方は，

GRANT教授の著した名著， rThe Origin of Adaptationsj， Columbia Univ. Press.， 

1963. (約9，αm円): rplant Speciationj， Columbia Uuiv. Press.， 1971. (約9，∞0円):

rGenetics of Flowering Plantsj， Columbia Univ. Press.， 1975. (約7，4∞円)を読

んでいただきたい。本書， rOrganismic Evolutionjともども，これらの本に展開され

ている生物の種と進化に関する GRANT教授の見解は，多くの植物学者から，また

Mayr等，種の研究を活発に行っている動物学者からも高く評価されている。彼の種に

関しての見解から，私達は，生物学的種概念をあらゆる生物に教条的に，機械的に適用

していく考えの誤謬を学びとることができる。

なお， GRANT教授は，現在，テキサス大学の教授で，高等植物の遺伝学，積生物学

の分野で偉大な業績をのとしている著名な研究者である。特に Gilia属(ノ、ナシノブ科)

における種間の生殖的な連関についての研究は，藻類の種の研究者としてまだ若輩であ

る私にとって，研究上，非常によい指針となっている。

(渡辺信・東大・応微研)
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P. M. SIVALINGAM*: Marine Algal Distribution 

in Penang Island 

Abstraet 

Investigations of marine algae on the shores of Penang Island over a period 

of two years indicated that the majority of the identified 44 species of marine 

algae are confined to the rocky conformation of the shores of Batu Ferringhi 

directlyadjacent to the Batu Ferringhi River. Nevertheless， there is a cosmo. 

politan species， Entero.峨峨north加asei:uosaι今 TWu叫lfen'etRo叫th'均) J. Ag酔ar吋dhin the 

Cαhloωr句】h匂1ザyt旬a. In contrast， the sea lettuce， Ulva reticulata Forsskal， exists in 

very large amounts with the prominency as a food source speci五callyrestricted 

to the muddy banks of Tanjong Tokong， the Middle Bank and the mud.fl.at 
stretching from the mouth of Bayan Lepas River til1 the mouth of Pinang 

River indicating indirectly its nutrient specificity for mud.fl.ats. In relevance. 

the Chlorophyta. Entero1norpha intestinalis (Linnaeus) Link， is only found in 

Boon Siew Bay within the Bayof Telok Bahang. Based on these results， it 

is suggested that available specific nutrients in the water mass， oceanographic 

conditions and the resulting habitat suitability might play an important role 

in determining the distribution of algal forms in Penang Island. 

IntroductioD 

Studies of marine algae m the neighbouring countries of Thailand (Gomont. 

1901; Reinbold. 1901; Seidenfaden et a1.， 1968; Egerod， 1971， 1974 and 1975). 

Indonesia (Gilbert. 1942; Gilbert et a1.， 1969)， Philippines (Gilbert， 1942; Taylor. 

1966; Gilbert et a1.. 1969)， Ceylon (Borgesen， 1936; Durairatnam， 1961) and 

Vietnam (Dawson， 1954; Phamhoa'ng戸。， 1969) are so limited that the area of 

this science is not exploited aS.a food source to the fullest extent like most 

advanced countries. . Undoubtedlf， this is true of Malaysia too， where studies 
on phycology is so limited (Khew Khing Ling， 1975; Sivalingam et a1.， 1976) 

notwithstanding the fact that the word agar.agar originated from an algal 

傘 Schoolof Biolo8ical Sciences， Universiti Sai田 Malaysia.

Bull. Jap. Soc. Phyco1. 25: 202-209. 1977. 
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product which was made since earlier time in this part of the wor1d. This 

became an incentive to make a detailed study on the distribution of marine 

algae in Penang Is1and and the work was performed from April 1975 till April 

1977 and the results are reported here. 

Marine algae in Penang Isl. SIVALINGAM・
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Materials岨 dMethods 

AIgal forms in Penang Island， an island located between latitudes 5015' N 

and 5030' N and longitudes 100010' E and 100020' E with an area of 110 square 

miles in the State of Penang， North West Malaysia， were normally harvested 

during low tides through the whole year at stations A-Kbetween April1975 

and April 1977 as illustrated in Fig. 1. Here， it should be noted that all the 

alga!. forms in this island are confined to a depth of 1 meter from the highest 

tidal level and are comparatively miniaturized (Sivalingam et al.， 1976) as 

compared to related forms found in other parts of .the world (Plate 1 and 2). 

Normally， the harvested algal forms are brought back to the laboratory and 

are examinedimmediately in detail according to standarq. procedures， identified 

microscopically and their di~tribution recorded. 

Resu1ts and D:圃叩ssion

As shown in Table 1， the investigation demonstrat~d the existence of 3 

species of the Cyanophyta， 21 species of the Rhodophyta， 8 species ot the 

Phaeophyta and 12 species of the Chlorophyta along the shores of Penang 

Island. Outofthese 44 species， 42 are specifically found in relatively large 
amounts along the shores of Bat也 Fe~ringhi (Station C) excepting the Chlo. 

rophyta species of Enteromorpha intestinalis (Linnaeus) Link and Ulva re. 

ticttlata Forsskal. It is al50 noticeable that the algal species of Enteromorpha 

fleXttosa (Wulfen et Roth) J. Agardh is ubiquitously distributed while Entero. 

morp，加 intestinalis(Linnaeus) Link is only confined to "Boon Siew Bay and ul叩

reticulata Forsskal in the mud.flat of Tanjong Tokong， the Middle Bank and 

the mudflat stretching trom the mouth of Bayan Lepas River till the mouth 

of Pinang River. All other investigated stations had practically no algal forms 

other than those mentioned above excepting Telok Bahang Bay (Station C) 

where Oscillatoria sp.， Stru.vea delicalttta Kutzing and Ulva conglobata Kjellman 

are also found， Telok Kapor Bay (Station J) where Gracilaria sp. 3， Cladophora 

fωciωlaris (Mert.) Kutzing and Ul'四 cDnglobataKjellman also exists and the 

mud.fiat from the mouths of Bayan Lepa5 River till Pinang River (Station K) 

where Gracila7ia sp. 3 and Cladophora fiωcirulata (N1ert.).' Kutzing are also 

found. 

Evident1y it is to be noticed here why the majority of the algal species are 
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L一一一....J

25cm 

Plate 1. Sargassum bed on a rocky conformation at the shores of Batu Ferringhi 

205 

Plate 2. Algal bed showing patches 01 Valolliopsis pachYllema (Martens) Boergs (A)， Saγcodia 

species (B) and Gracilaria species (C) on a rocky conformation at the shores of Batu 

Ferringhi 
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Table 1. Distribution of marine algae at the various investigation stations 
of Penang Island. 
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Marine a!ga! species found in East Ma!aysia a!ong the West 

Coast of Sabah1• 

Tab!e 2. 
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confined to the shores of Batu Ferringhi. The explanation is difficult but it 

might be due to the availability of large areas of sandy and rocky conforma-

ticm of the shore as compared to the :othe:. areil.s宇治hichin essence are sandy 

and. muddy in nature， some oceanographlc conditions such as currents from 

the Bay of Bengal and the tidal currents of the Straits. of Malacca， and the 

availability of high nutrient content for their fl.ourishment bl'ought about by 

river imput from the mainland and the island itself. It should also be noted 

that the Chlorophyta， ul叩 reticulataForsskal， is confined only to the mud-

fl.ats facing the North and South Channel of the Straits Qf Malacca and not 

in the mud-fl.at stretching_ from Tanjong Gemuroh to the mouth of Bentong 

Island River which is directly exposed to the Indian Ocean. Possibly， this 

might also be due to the. availability of nutrients owing to its exposure to 

oceanic waters. 

In this work，.a comparison was made between the algal forms found in 

Penang Island with those.. in East Malaysia along the West Coast of Sabah 

(Table 2.， Khew Khing Lin.i， 1975). This interest has come from the fact that 

the algal forms found in the tropical zone of this island are in no way similar 

from the overall aspect to.those found in the East Coast of-Malaysia. 
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要約

シパリンガム.P.M.: ペナン底の海藻分布

過去2年余にわたってマレ一半島中部のマラーヲカ海峡側にあるペナン島の海藻の分布

を調べ，藍藻類3種，紅藻類21種，褐漢類8種，緑寵類12種，計44種を得た。このうち，

島をめく守る全11調査地点にわたって普遍的に見出されたのは Enteromorpha.flexuosa 
ただ1種のみで.Enteromorpha intestinalis (ポウアオノリ)は St.D のみに.Ulva 

reticulata (アミアオサ)は東岸の St.Bと中州を含む St.K に，残りの42種はすべて

北岸の岩礁よりなる St.Cに集中して見出されたのは，非常に特徴的であった。
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寺本賢一郎本・河盛好昭ホ: 山口県三田尻湾の水質回復に伴う

海藻フロラの変遷料

Ken-ichiro TERAMOTO* and Yoshiaki KAWAMORI*: Changes 

in marine algal flora related with the improvement of the water 

quality in Mitajiri Bay， Yamaguchi Prefecture 

山口県の三田尻湾は，近年，排水規制の強化と企業の排水処理対策への努力が実lJ， 

水質は著しく改善され， 1975年には環境基準を達成するまでに回復した九著者らはこ

の聞の生物相を調査し，水質の回復に伴う海藻フロラの変遷についての知見を得たので，

以下に報告する。

三田尻湾の概要

・・..・.

1 km 

Fig.1. A 血 apof Mitajiri Bay. 

Water categories of Environmental Standard: A， B and C. Effuluents: KB (Kanebo Co.)， 
KW  (Kyowa Hakko Co.) and MP (Municipal Waste Disposal Plant). 

*協和感醇工業株式会社防府工場 (747山口県防府市協和町1-1)
Hofu Plant， Kyowa Hakko Kogyo Co.， Ltd.， Hofu・shi，Y由主，aguchi.Ken747， ]apan. 

柿本研究の大要は昭和52年4月の日本部類学会芳1回大会で発表した。

Bull. Jap. Soc. Phycol. 25: 210-216. 1977. 
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三田尻湾は，山口県瀬戸内海沿岸の中ほどに位置する防府市地先のー小内湾であり，

面積約530ha，奥行約4km，水深は中央部で 2-6mある。 Fig.1.に示すように，竜

宮崎と翁崎にはさまれた湾口が周防灘にひらき，湾奥には三間尻港があり，湾口から港

までは水深7.5mの航路になり，隣接の中関港とは狭い水道で通じている。湾奥の東側

には，砂泥質の広い干潟があり，西側には都市下水の混じる川と工場排水口が集中して

いる。沿岸は湾奥が護岸で図まれ，中ほどから先は，砂浜，砂E業浜，岩浜と続いている。

湾内の潮流は，最強時 1/4Ktである。海水の塩素量は，およそ 11-19%。の範囲にある。

環境基準の類型では，湾奥が C，湾口 Bが，湾外が A の各水域に指定されている。

調査方法

湾内 (Bおよび C水域)の潮間帯付近に自生する 3mm以上の海藻(アマモも含む)

を対象とし，年聞を通じ主としてし 3，6， 10月に種類と生育度を観察した。海濠以

外に魚類と無脊椎動物についても同時に調査を行ない，方法は次のように統ーした。

岸沿いに距離100mあたり 1個体以上を見かけたら生息しているとし，個体数の相対

的な量比， + (わずか)， ++ (普通)，叫(多い)，州(きわめて多い)で生育度を表わ

した。場所によって疎密のあるときは，密生しているほうの値で代表した。また出現期

聞が短くても，それが 1か月以上であれば，その年に生息したものと見なした。

結果と考察

1.海藻フロラの変遷

1973-76年における三田尻湾の海藻リストを Table1・に示す。海藻の種類は，湾内

全域で21種から29種になった。年ごとの種類数は，湾口 (B水域)では20，23， 28， 27， 

湾奥 (C水域)では 4，7， 12， 13と変化し，いずれも '75年にほぼピークに達した。

なかでも，ヒピミドロ，ハネモは湾内の全域から消滅し，アオサ，スサピノリ，ヒメテ

ングサ，エナシダジア，カヤモノリ，セイヨウハパノリなどは C水域に進入してきた。

'77年春lこは C水域の一部にワカメがおびただしく繁茂するようになった。

海漠フロラの全体の傾向としては，紅藻が年ごとに次第に増加しているのに対し，緑

藻は '75年を境に減少，褐藻は同じ時期に急に増加しているのが特徴的である。ヒピミ

ドロ，ハネモは汚染域で繁茂し，カヤモノれセイヨワハパノリは汚染域には出現しな

いと指摘されている目。 三田尻湾の海藻フロラの変化も，これとよく符合しており，水

質が汚染状態から回復したことを示唆している。数種の海藻について，分布域の変化を

示したのが Fig.2.である。ノリは， A水域で浮き流し養殖が行なわれているが，養殖

種がスサピノリに切り替った '74年以降，漁家の加工場から流れ出した業体片に由来す

るスサピノリが湾内の B水域に定着し，次いで C水域にまでひろがった。またアサク

サノリもわずかながら C水域の一部で定着しはじめた。ワカメは， A水域およびB水
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Table 1. A list of marine algae and sea grasses from Mitajiri Bay. 
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域の一部で生育していたが， '77年に至!JC水域lこまで進入した。 C水域での繁茂はミ

オの末端に当たっており，潮流の影響も無視はできないものの， C水域の水質が全般に

著しく改善された結果であることは間違いないであろう。ちなみに環境基準2)によれば，

B水域は，ノリなどの水産2級に， A水域はワカメなどの水産1級に，適応するよう定

められている。

2.水質 (COD) との関係

環境基準の COD(化学的酸素要求量)は， A，B， Cの各水域で 2，3， 8ppm以

下と定められている叱三回尻湾の水質の CODは4年聞に Table2.のように推移し

たり。各水域とも環境基準を満足するまでに回復したのは '75年である。

前項で述べたように海藻フロラはこの年を境にして，かなり顕著な変化を示している。

しかし個々の海藻の分布と各水域の CODとの間に，それほど厳密な関係が見出されな

いのは，潮流，地形，着生基盤，河川の流入などが関係しているためと考えられる。

CODの測定も，特定の少数地点で，限られた頻度でしか行なわれていないので，その

正確さに限界があり，たんに水質の推移傾向を表わすにとどまると解すべきであろう。

1973-76年における海藻，魚類，無脊椎動物の種類数の変遷を比較したのが Table3.

である。魚類では回遊魚についても併記した。無脊椎動物は，原索類，甲殻類，軟体類，

鯨皮類，環形類，扇形類，腔腸類(クラゲを除く)および海綿類に属する 3mm以上の

ものである。海藻の種類数は， '75年lとピークに達し， CODで表わされた水質回復の時

期ときわめてよく一致した。 C水域でのピークが B水域よ Dも多少遅れているのは，

水質の回復に起因すると言うよりも，むしろその水域に進入し定着するまでの時間的な

ズレに過ぎないと恩われる。海藻は水中の養分に依存して生活しているので，水質の状

態を如実に反映するのはむしろ当然である。また海藻の生活史は概して短かく，繁殖カ

Table 2. COD level in Mitajiri Bay Table 3. Annual changes in species 

in comparison with the values of number of marine algae， fishes and 

Environmental Standard of the invertebrates detected from Miia. 
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も大きいために，魚類や無脊椎動物に較べ，水質に対する反応が即応的である。これら

の理由によって，海藻の種類数は，水質が環境基準のレベルまで回復したことを生物学

的に判定する有力な指標になると考えられる。

魚類のうちで回遊魚は，移動性が大きいために，水質回復の初期にいち早く来遊し，

海藻よりも 1年早く種類数のピークに達した。この場合も B，C水域でピークの時期に

ズレがみられるが，餌料になる生物の進入などとの関連が予想される。魚類全体および

無脊椎動物の種類数は， B水域では海藻よりも 1年ないしそれ以上遅れてピークに達し，

C水域ではさらに遅れる傾向があった。定着性の強い動物が B水域，次いで C水域へ

と進入して繁殖し，自につくような数と大きさになるまでには，かなり長期間かかるは

ずであり，そのために生ずる遅れであろう。アサリは '76年に B水域で場所によっては

13，0∞個体/m2にも達する繁殖が観察されたが，その産卵時期は殻長分布から '74年秋

ないし'75年春と推定された5) このころすでに湾内の水質や底質が，貝類の繁殖に適す

る程度に回復していたことになる。なお'77年春には， C水域の水深 2.5mの地点で，

アサリ，ザルポウ，オオノガイなどが観察された。潮間帯付近だけでなく深所において

も，水質および底質の回復が順調に進行していることが明らかである。

海藻，魚類，無脊椎動物を通じて，その進入と定着に要する時間的なズレを考慮に入

れるならば，水域ごとに実質的に生物種が多様化する時期と，水質の環境基準が達成さ

れた時期とは，だいたい一致していると推定できる。豊かな生物相をもたらすという点

で，環境基準は生態学的にも妥当性があると判断される。

Summary 

The present study was undertaken to obtain a knowledge of the restora-

tion of marine algal flora in relation to the improvement of water quality of 

Mitajiri Bay. Intertidal collections of the sea weeds were made along the 

coast ot Mitajisi Bay from 1973 to 1976. Algal species in the area increased 

in number from 21 to 29 during last four years. Furthermore， changes in 

species number were characterized by extinction in some species of the Chlo-

rophyta and invation in some of the Phaeophyta. Water quality improvement 

as a result of the observance of environmental COD standard by the factories 

and municipality and the highest increase in number of algal species occured 

at the same time. On the other hand， a time lag was observed with regard to 

the appearance of fishes， except migratory fishes， and invertebrates. Increase 

in species number of the marine algae may be regarded as a valuable biological 

measure of seawater quality. 
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ノート

斎藤譲*. ソゾ属の本邦新産種，1. Yuzuru SAITO: Laurencia species 

new to ]apan， 1. 

La悶 enciasU1"CUligeTa Tseng， Pap. Michigan Acad. Sci. Arts & Lett. 28: 192. 

pl. 1. f. 4， 5. 1943. 和名・イワカガリ(新称) 産地長崎県野母崎町の長崎大学

水産実験所付近，潮間帯の中部から下部の岩上 (1976年7月13日右田清治採集). 

香港から記載された本程は以前ノ、ワイでも記録された (SAITO，Pac. Sci" 23， p. 159， 

1969)が，こ のたび右田教授のご厚意により九州で見出された標本と，その生育状態に

ついての資料の提供を受けた。雌維の体，四分胞子体の 3者とも観察されたが，どれも

長さ 5cm以下で岩国をほふくし，校の変化した多くの付着器で岩につく (Figs.1-3)。

表皮細胞は小枝の横断面で，あまり顕著ではないにしても，放射状に長く のびて柵状に

ならび，縦方向の原形質連絡はない。四分胞子援は末端校の変成した成実校の頂端部に

集合し，直角型配列が明らかである。したがって， Subgenus Chondl'oρhycusカタソゾ

亜属の 1種で LaUTenciayam.adaJlC! HOWE (Syn. LaUl'e1/cia amabilis YAMADA)シマ

ソソに近縁であるが，より小型で，岩国をほふくし，各部で岩につく点で識別される。

ー北海道大学水医学部植物学教室 (041函on市港町3ー 1-1)

LanreJlcia su，，'culigera 
TSENO (Nomozaki， Kyushu， 

]apan. 13-VII-1976). 1: A 
herbarium specimen. X 1. 

2・Closeup of the basal part， 

x3. 3: A branch bearing 
several discoid adhesive 
organs. x5. 

Dept. Bot.， Fac. Fish.. Hokkaido Univ.， Minatomachi， j-jakodate City. 041 ]apan. 

Bull. Jap. Soc. Phycol. 25: 216. 1977 
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ノート

西海一俊: 第IX回国際海蕩シンポジウム見聞記 KazutosiNISIZAWA: 

A short record of the IX International Seaweed Symposium at 

Santa Barbara. 

去る 8月20-27日にアメリカ SantaBarbaraのカリフォルニア大学で開催された第

IX回海藻シンポジゥムは，大会前後4日間の見学および採集旅行を含め実に11日間もの

長い会期で終了した。出席者は700人を越え30数ヶ国から集ったというが，日本人はそ

の10%余を占めた。

大部分の人々は大学の寄宿舎を利用し，そこで宿泊a キャンパスの外で宿泊した人達

もある。案外きれいな部屋ではあったが，各様とも電話連絡が止められてお!J.始めの

うちはかなり不便を感じた。食事は学生達が日常使っている Ortega食堂で摂ったが，

カフェテリア式で，しかも好きなものを食べてもよいことになってお!J.とにかく腹一

杯食べられ非常に楽しかった。大きな歓迎会はここでやった。

寄宿舎の各部屋の入口の戸には，落書きにしては余りに趣味豊かな思い思いの絵が書

いであり，日本などの例と比較して，善し悪しを考える前に異様な感に打たれた。誰か

が，あれは寄宿舎を出て行く学生が残した芸術品だ，などと真しやかなことを云ってい

たが，その真疑は私には定かではない。

今回の会議で，委員長として活鳳した NEUSHUL教授(彼はマイクと呼べと云ってい

たが)が会議前に私宛に，日本から多く出席するような場合には，日本<==三英語の同時

通訳の便宜を考えているという手紙をくれたが，実際に一つの講堂には同時通訳専用の

設備があり，日本人にとっては大変便利であった。これは出席者のうち日本人にのみに

与えてくれた便宜なので. Ortega食堂での正式な歓迎会の折に，私は一言御礼を述べ

ておいた。

前後のシンポジウム旅行のうち，私は前のものに参加したが，大いに収穫があったの

で，その模様を簡単に述べる。

集合場所の SanFiancIsco市中の St.Francisホテルを出発したのが18日朝9時。

午前中訪問した Berkeleyのカリフオルニア大学の植物学教室では， PAPENFUSS教授の

計いで例のキャンパスにある塔のベルが，私共の歓迎の音楽を告げていたが，特別日本

人向けにと気を使ってくれた“さくらさくら"のメロディーは印象的であった。

WESTや SILVA氏のところで培養海藻やへJレパリウムを見学した後，歓迎の昼食を

ご馳走になったが，その時の礼答として広瀬弘幸氏の挨拶があった。午後は Stanford

大学のキャンパス (PaloAlto)を通抜けて HiltonInnで一泊した。その夜l土，海辺に

別荘のように建ててある ABBOTT女史宅に他のニ，三の日本藻類学会員の方々と共に

招かれ，彼女のお手製の珍しい料理をご馳走になった。
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翌日早々宿舎を出て Montery海岸で海藻採集を行った。自分でテキストを見乍ら

同定したり教えて貰ったりした採集藻は，Costariacostata， Dictyonerum calザ'ornicum.

Terigofra california， Eqregia menziestii (オオムカデのような感じの褐藻)，Porphyra

sp. (大きい味の悪い海苔)， Phyllosρadix sp. (スガモ様のもの)， Nereocystis luekeana 

(蛇状の柄のある奇妙な褐藻)， Postelsia palmaeformis (大きい御弊のような褐藻)，

Macrocystis sp. (大コンブ)など。その後“17-miledrive"を経て海辺で大きいイタ

リアサンドウィッチを食べ(昼食)， 日本の技術を参考にしているというサザエやカニ

の養殖場 (Cal.State Fish Game Dep.)を見学して，再び HiltonInnで泊った。翌

朝ふと気付くと，付近の家の屋根が薄い木片を重ねて葺いてあるのが目に止った。日本

でも冬の寒い地方などにはよく見る屋根である。アメリカでもこのような簡易式屋根を

どうして造るのかと思い，その理由をパス中隣に居合わせたアメリカ人に聞いたら，こ

の辺の奥には木が多しこのような屋根は安上りだからとのことであった。ともあれそ

の朝は，前日の夕方 HopkinsMarine Stationの庭で行われたピーチピクエックで色

々なものを腹一杯食べ.かっ飲んだ葡萄酒の味の余韻も残っており爽かであった。

この日 (20日)は CanneryRowを経て Monteryfishermen's wharfで買物をし

ながら小憩したが，水に浮ぷ無数の帆船の間に戯れ遊ぶアザラシも見えた。 Gonzales

の葡萄酒会社のテラスで昼食をしてから，時々車窓に現われる Macrocystisのbedを

海岸沿いに見ながら夕方近く SantaBarbaraの大学キャンパスに着いた。

Post-Symposium旅行としては， Los Angelesを中心にDisneylandに行ったり，

また一方では.Anacapa島で Macrocystisbedの見学や直接採集など行われ，その方

にも多数の日本人が参加したと聞く。

次に，発表講演のことについて少々述べる。私は雑用や委員会などのため比較的僅か

の会場にしか出席できなかったし，私自身の視野も狭いので，ここでは専門分野である

生理・生化学や藻体成分に絞ることにする。

Sessionは口頭発表の部が64あり，特別講演は基礎的な課題(海洋植物の aqua-

culture-Ryther，海の作物 Eucheuma-Doty，Nlー固定ラン藻の生態と生理一Stew-

art)の3っと，応用課題(食料飼料などのための海藻加工-Nielsen，海穫の特性とそ

の製品ーJensen)の2つであり，一般講演は5∞近くあったが，その要旨が印刷された

ものは 453題 (Joumalof Phycology 13， Supplement， 1977に掲載分)，追加プリン

ト分として41題あった。 Postersessionもあったが，それがどの位の数か私には不明

であった。従って講演要旨の追加分とその関係もよく分からない。

私の専円である生理・生化学分野の sesslonはおよそ7ケ所で行われたが，主な内容

としては，漢の DNA，NHaや NOaなどの N 代謝，塩類吸収，藻体成長における

藻間相互作用，成長促進および阻害物質，光合成(生体レベルのもの多し)，葉緑体の

運動，成長と光，藻体の酵素，グリコレートやステロール代謝，務体中の糖タンパク質
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および特殊タンパク質の生理・生化学，生合成， IAAなどの植物ホルモン，脂肪酸の

生理，授精誘導物質，粘質多糖の生化学，免疫学手法による多糖の構造研究などが挙げ

られる。

濠体成分関係では， およそ 6sessionにまたがっており， その主な内容としては，

抽出液の肥料効果，飼料用ラン藻の高温培養，アマモの利用 spirulinaの利用，

Macrocysi・tisからのメタン醸酵， カラグニン，アガーノレ，アノレギンなどの各国の生産

と利用，有用海藻の確保，カラグニン分解酵素。カラグニンの 18CNMR解析，カラグ

ニンの生合成，免疫反応を利用したカラゲニンの微細構造，上記の多糖，海藻特殊化合

物，含硫酸多糠の薬効，海藻抗性物質， Br・タンパク質合成への海藻酵素の利用，精製

紅藻多糖の抗 herpesvirus性，日本における海藻の薬学的研究，などが挙げられる。

以上のように，生理・生化学的内容および生理活性のある藻体成分的内容はほぼ 13

sessionに納まっていたが，その他の50余の sessionは，主として藻類の分類学，形態

学，生態学，細胞学，電顕的微細構造などの分野の課題であり，しかも基礎的内容のも

のばかりである。このように，一般藻学的な基礎的な学問内容の課題が多く発表された

のは，今回のシンポジウムの特徴である。

元来この海藻会議 (SeaweedSymposium)は，海藻に関する応用面の課題を持ち寄

って議論し合って海藻利用に大いに役立せようというのがその目的であったといわれて

いるが，最近になるほど，従って1971に札幌で行った羽田シンポジウムも含めて，基礎

的藻学の課題が多くなった。そして，その数も増し，将に Congressの様相を呈して来

た。このような傾向を踏えて，今回のアメリカの会議では， Seaweed Symposiumの

従来の体質の批判が起った。そこで今回の委員会では，従来行っていたような次回の開

催地など決める AdvisoryCommittee (日本では土屋靖彦氏の後，新時盛敏氏がこの委

員となった)の外に，藻類学会をもっ国の主な関係者も参加して，このシンポジウムの

将来のことなど議論された。議論の中心は次のようなことである。例えば日本で開催し

ようとした場合に，学術会議で認められるためには，単に個人代表から成る Inter-

national Advisory Committeeで決まったという理由でシンポジウム開催を頼むより

も， ICSUゃ IUBSなどに加入している学会が主催する形で頼んだ方が有力である，

というような実状から，今後の海藻シンポジウムも，藻類学会をもっ国の問で相談し合

ぃ，現在できている国際藻類学会 (InternationalPhycological Society)が主催とな

り，夫々の国が順番に Symposiumなり Congressなりをもつようにしてはどうか，

というのである。この議論の推進役はアメリカの藻類学会の有力メンバーである。その

結果，次回の国際海藻シンポジウムは Goteborgの LEVRING教授が中心となり，従来

の形で Norwayや Denmarkも加わって合同で開催することにはなったが，いずれそ

れまでには3ヶ年ある訳であるから，その聞にアメリカの今回のような意見も検討され

ることと思う。アメリカ藻類学会の一部のメンバーには，従来の形成の国際海藻シンポ
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ジウムが今すぐ国際藻類学会主催の形にならなくても，差当P前者と 2本立で後者のよ

うな国際学会があってもよい，という見解の人もいるようである。筆者個人では，その

ような考え方も暫定的には止むをえないのではないかと思う。

今回のシンポジウムで， さらに注目すべきことは，エネルギーの paneldiscussion 

が行われたことである。それは Aug/23の夜であるが，Macrocystisを現在の bedよ

Pもさらに沖の方に人工的に培養し，それを天然蕊と同様に原料として，エネルギー特

にメタンガスに変えようという検討会であった (Energyfrom marine biomass)。現

在アメリカでは， American Gas Associationが支持者とな!J， General Electric's 

Re.entry and Environmental Systems Divisionが計画，実現化，技術開発など行い，

またAlbanyのアメリカ農林省の研究部が蔀体資源の前処理工程などの研究を引き受け，

Chicagoの GasTechnology Instituteではメタン製造のための微生物探索および醸

酵工程の研究を行ーう予定のようである。 GlobalMarine Development Inc. (Newport 

Beach，CaL)は実際の海洋農場作Pを行い，またカリフォルニア工科大学では，上記の

ためのバイロットプラント作Pの科学者提供や藻の培養技術研究などの指導が割当られ

ている。実際の試験農場は1978年3月までには完成し， 1990年代には漠大な農場ができ

て，それから生じるメタンガスがアメリカ全土に配給できる見透しとのことである。こ

の夢のような計画が実現したら大したことになる。

最後に一つだげ述べたいことは，今回のシンポジウムに海藻の食用効果の問題や薬理

効果の問題が，特別シンポジウムおよび paneldiscussionとして取り挙げられたこと

である。このことは，従来ほとんど全く顧れることがなく，日本人の海藻を常食とする

こと自体不思議ぐらいに考えていた欧米人(特にアメリカ人)が，エネルギー源以外に，

人間の健康と海藻とを結び付けて考えるようになってきた証拠ともいえると恩う。なお

筆者自身は出席できなかったが，今回のシンポジウムでは，従来には全くなかった各国

の藻学の歴史に関する特別シンポジウムや海洋生物地理学シンポジウムなども催された

ことも特記すべきであろう。

以上，私の狭い視野で，いわば葦の髄から天井を覗くの類で，ほんの一端を述べたに

過ぎないことを断っておく。(日大農獣医学部水産・ Dept.Fish.， Coll. Agr. & Vet. 

Nihon Univ.) 
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学会録事

昭和52年10月13日-14日にわたって開かれた九州大学での日本植物学会大会の開催を

機に，本学会の総会，懇親会と評議員会・編集委員会合同会議が開かれた。

1.評議員会・編集委員会合同会議

10月13日に開催予定であったが，当日の研究発表プログラムの関係、で急に 10月12日

(17: 30-21 : 00) に変更して福岡市内はかた会館で開催された。

出席者:西津一俊会長評議員:正置富太郎，有賀祐勝，加蹄英雄，千原光雄，三浦

昭雄，横浜康継，今堀宏三，梅崎勇。編集委員:小林拡，秋山優，今期宏三，黒

木宗尚，千原光雄，広瀬弘幸。幹事工山岸高Ilf，古谷庫造，市村輝宜，大島海一。山田

博士追悼号刊行委員会:黒木宗尚，吉田忠生の諸氏。

総会に提出する審議事項の審議がなされたが，総会提出予定の議案の一部は去る 4月

1日(於東京学芸大学)の評議員会・編集委員会合同会議と 6月17日の持廻り評議委員

会で既に審議が終了しているので， 52年度春期大会関係報告，山田幸男博士追悼号刊行

事業経過報告と学会誌「藻類Jの投稿案内とについて審議された。

2.昭和 52年度総会

10月13日 (17:00-18: 30)，植物学会大会F会場，議長田中剛氏(鹿児島大)。

1.庶務関係報告事項 (1)会員状況:普通会員467名(内学生会員27名)，外国会員

38名，団体会員41名，名誉会員1名，賛助会員12名 (52・9・1現在) (2)春季大会報

告(詳細は本誌2号に掲載，省略)(2) 52・4・1評議員会・編集委員会合同会議および

6・17:持廻り評議員会報告(本誌2号掲載，省略) (3)名簿の件 (4)山田幸男博士

追悼号刊行事業経過報告。本誌25刊補遺として刊行された記念号はすでに会員各位の手

元に届けられているが，これらの刊行事業の経過報告，会計中間報告について黒木宗尚

実行委員長と吉田忠生氏とから詳細な報告がなされ，同時に刊行事業の推進に当って会

員諸氏から多大の協力を寄せられたことに対し謝辞が述べられた。

2.会計報告

52年度会計中間報告がなされ，了承された。

3.審議事項

(1)春期大会運営補助金支出の件。今後定期的に開催される春期研究発表大会に運営

補助金として 6万円を支出することが提案，承認された。本年は予備費から支出し，来

年度からは新しく支出項目として加わる。春期大会は参加費，運営補助金，賛助寄付金

で運営し，学会の本会計とは別会計とする。 (2)51年度決算報告ならびに監査報告。別
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表①の報告があり，承認された。 (3)53年度事業計画ならびに予算案。 53年度の新し

い事業内容としては会誌の判が変更されること，春期大会の開催，役員改選などがある

が，それらを含めた予算案，別表②が提案され，承認された。(4)53年度春季大会の

件。 53年4月1日，東京学蓑大学に於て開催することが提案され承認された。 (5)編

集関係。会誌「藻類jが53年度26巻1号よ!JB5版2段組に変更 (51・10富山大会で決

定)になり，それに伴う投稿規定，印刷体裁などの変更について長時間にわたり，熱心

に討議されたが，会員諸氏の発言をもとに，評議員会ならびに編集委員会に於て，更に

慎重に検討を加えて成案をつくることになった。(本誌26巻1号に掲載予定)

3.学会誌「譲類」への投稲原稿超過頁負担金と広告掲歳料 26巻1号から会誌が

B5判に変更されるに伴ない，超過負担金は 1頁7，0∞円に，広告掲載料は 1頁 13，∞o
円，半頁7，000円(但し組版代は別とする)に改訂することが評議員会・編集委員会合

同会議で承認され， 26巻1号から適用されることになった。

表① 昭和51年度決算報告 (1・1-12・31) 日本藻類学会

収 入

会 費 1，750，012

圏内 464(57)* 1，568，808 
圏外 40( 5) 181，却4

パックナンパー売上金

別刷代

論文頁数超過負担金

銀行利子

(小計)

前年度繰越金

*はインデックス代金

収入合計

379，691 

235，鉛0

10，∞o 
18，478 

(2，393，481) 
1，071，227 

3，464，708 

支 出

印刷 費 1，853，785 

会誌23巻 3，4号， 24巻 1-4号

費助会員申込用紙，選挙用紙，別刷

発信費 67，970 
通信 費 94，780 
消耗品費 14，780 

謝金(事務補助 34，田O

幹事手当 80，000 

山田博士追悼記念号準備金 田，∞o
送金手数料 1，630 

(小計 (2，197，445)

残額(次年度繰越金 1，267，263

支出合 計 3，464，708 

昭和52年2月5日 日本藻類学会会 長西潔一俊@

本決算書は適正なものと認める会計監事岩本康三@

古谷庫造⑩
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表② 昭和田年度予算 (53・1・1-12・31) 日本寝類学会

収 入

会 費 1，690，000

普通会員440名，学生会員27名

外国会員 40名，団体会員40名

賛助会員 14名

パックナンパー売上金 300，∞o 
別 刷代 2印，∞o
論文頁数超過負担金 40，0∞ 

預金利子 20，000 

山田博士追悼記念号準備金 田，000

の返納金

(小計 (2，3印，∞0)

前年度繰越金 850，側

収入合計 3，200，000 

【賛助会員】

支 出

印 刷 費 1，670，000 

会誌26巻 1-4号 1，600，000

選挙関係 70，000 

発送費 120，000 

会誌発送，選挙関係

通 信 費 100，000 

編集費 回，000

庶務雑費 220，0∞ 
春季大会運営補助金 60，000 

幹事手当 80，∞o 
送金手数料 10，∞o 
(小計 2，310，∞o
予備費 890，000 

支出合計 3，200，0∞ 

社団法人北海道水産資源技術開発協会 060札幌市中央区北3条西7-1水産会館内

秋山茂商腐 150渋谷区神宮前1-21-9

海藻資源開発株式会社 160東京都新宿区新宿1-29-8財団法人公衆衛生ピル内

協和醸酵工業株式会社農水産開発室 100東京都千代田区大手町1-6-1大手町ピル

全国海苔貝類漁業協同組合連合会 108東京都港区高輪2-16-5

K.K.白寿保健科学研究所・原昭邦 173東京都板橋区大山東町32-17

浜野顕微鏡商底 113東京都文京区本郷5-25-18

株式会社ヤクルト本社研究所 189東京都国立市保谷1796

山本海苔研究所 143東京都大岡区大森東5-2-12

弘学出版株式会社森田悦郎 214)11崎市多摩区生田 8日0-61

永田克己 410-21田方君s韮山町四日町227-1

全漁連海苔海藻類養殖センター 440豊橋市吉田町69-6

神協産業株式会社 742-15熊毛郡田布施町波野962-1
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日本藻類学会 春季大会のお知らせ

昭和52年10月13日九州大学で開催されました本学会総会において提案，承認のありま

した日本藻類学会第2回春期大会を下記の要領で開催の予定です。藻類に関係のあるあ

らゆる分野の研究についての発表と討論を広く募集致します。なお，大会当日は日本水

産学会の前日でもありますので，特に水産関係の方々の多数の発表とご参加をお願い致

したいと思います。つきましては，所属機関長への出張要請等の文書などご入用の方は

ご遠慮なく学会事務局まで宛先を明記してお申込み下さい。

(日期 日昭和53年4月1日(日本水産学会春期大会の前日)

(2) 会 場東京学芸大学(東京都小金井市貫井北町4-1-1，国電中央線武蔵小金

井駅北口下車，小平団地行ノξスにて東京学芸大学正門前下車)

(3) 研究 発表 1演題につき15-20分を予定しています。研究の完了したものは勿論

のこと，研究途上のものでも，情報交換のため，または他の研究者の

参考のため歓迎します。

(4) 参加申込み講演の有無にかかわらず，大会に参加を希望される方は，同封の振替

用紙にて，申込と同時に，参加費1，000円，懇親会(当日夜開催)に

出席希望の方はさらに余費2，000円を添えてお送担下さい。

(5) 講演申込み講演ご希望の方は，氏名(共同の場合は演者に。印，但し本学会会員

の方)，所属，題名，要旨(A4または B5400字詰原稿用紙使用，題名

共600字以内 1枚半)を添えて大会準備委員会までお申込み下さい。

(9) 発表方法 図・表はすべて 35mmスライドに限ります。 スライドの枚数制限は

ありません。スライド枠には，下図のように講演者氏名，講演者番号

(後日おとどけする大会プログラムに記されているもの)，スライド総

スライド総枚数

映写)1頂序
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I数，映写順序，三角マークを記入し

て下さい。同一図，表をくり返し映

写したい場合は，それに見合う枚数

をダブらせてご用意下さい。

(7) .;l 切 53年 1月20日

(8) 申込先・要旨送り先

干 184 東京都小金井市貫井北町

4-1-1 東京学芸大学生物学教室

日本藻類学会春期大会準備委員会

振替東 京 0-62353

Te1. 0423-25-2111 (内線341)



学会に関する通信は， (〒184)東京都小金井市貫井北町 4- 1ー ] 東京学芸大

学生物学教室内 日本藻類学会幹事宛とし，幹事の個人名は一切使用せぬよう注意

して下さν、。
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