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投稿案内

I. 編集の方針 木誌には ・2学 と応用原学に11¥1する会員の未発表の， 論文 ・総説 .7~i.fI1 (述fFl・短い調査報告な

ど) 雑録 (抄録 ・深築地案内 ・分布資料 ・ニュース .rfr jよ・新刊紹介など)を掲載 します。 論文はデータや考祭

の独創性の有無に重点を置いた編集委員会の'!Ii査を経たのち受IJlされます。 原稿の収J77何故順)i';， や¥:1去などは編

集委員会および編集幹事で決めます。 原和は和文または英文とし， 論文 と総説は刷上 り6頁，短慨は 2頁，雑主主

は 1頁以内を無料とします。 頁の超過は制限しませんが，f[の超過分，折込み， 色刷 りなどの1'(川は著者負担と

な ります。和文原稿では 5枚が，英文原稿では 2枚が!jJll上 りl頁となる見当です。

1I.報文の書き方 手n文原稿は400字詰京刷用紙 (積雪き B5または B4)に，当用漢字， 新仮名使い(生物;('，は

片仮名)を用い摘書体で書いて下さい。 英文原稿は厚手タイ プ用紙をmい， ダブノレスペースで28行にタ イプでtl
ち，十分な英文添削または校閲を経たのち提I~， して下さ い。 新陸の発表や学名の記載に当 っ ては悶際植物命名脱
約に従って下さい。 なお，アラ ビア数字 ・メー トノレ法 .lJlJ支出度を山い， 年:名などのイタ リッグl本には下線 1~" 
人名などのスモールキャピタノレには下線 2本，ゴジッグ 体には波状線 l本を記入して下さい。

i~IJ : Batrachospermum ectocarpum S江旦・)Summary， sec， min， hr， nm， f1m， mm， Cffi， m，ι， ml， 1， 

pg， mg， g， N， M， ppm， lux， g(gravity)， 250Cなど

原稿は，標題 ・英文要約(和l文 ・英文原稿共)・本文 ・和文摘要(英文原稿のみ)・引用文献 ・表と図とその説

明(英文)の)11買にまとめて l組 とし，コピー共 2ij;[l (写真は現物 2車ll) にしてお送 り下さい。

(1)標題紙 荊l文と英文で，傑j也 ・若者名 .?/~先(所属機|共1 1'， ・ 郵便祁:リ ・ 所在地)の順で記入し ， 研究貨など

におlする謝討があれば，取11注として付け加えて下さい。

(2)要約 英文で 200詰または必要に応じて400語以内にまとめ，末尾に皆者名 ・列先を付して下さい。

(3)本文 標題紙に記した以外の謝辞は，なるへく本文の末尾に入れて下さい。 表と図は必ず本文'-1-'に引用 (Fig

1， Table 1のように)し， 文献の引用はi欠の例にならって， こ苛者 fノ: と 11'， 1坂年 および必~:に泌じて頁 Ct)ji i 

木の場合)を明示 して下さ い。

例 :・・ • aquatic ecosystems (WELCII 1972， 1974)， Liebig's (1840 p目 23) “low of the minimum" 

is. .. " が知られている (YAMADA 19'19)， 1河村 (1907p目 56)は，

(4)和文摘要 英文原稿の場合のみ，和文で，著者名 ・似足立.7"ii:先も入れ 400字以内にまとめて ドさい。

(5)引用文献 本文1'1'で引用した文献のみを， 月iJM1.;にアノレフ ァベット川県に列挙して下さい。 引Jflは，①原著の引

mと，②図書日銀を見て目的の書物を岐し当てるための引用の2木立てとし， それぞれがイ)著者名 ロ)

11'，版年ハ)棋題(巻次を含む) ニ)対照事項 (頁 ・図など)ホ)Wiif.i事項 ( 1I'， m~者 . 11'，1阪地) のうちの必

要部分からなるようl順をjEって下例になら って記入 して下さ い。

(単行本) ①，②共通 広瀬弘幸イ)1959.り 淡類学総説.づ 内田老館岡，束714d人

(単行本'11の 11;':) ①DI<EsES， G.イ)1977.吋 Sexuality.ハ) p. 250-283.斗 ②InD. WEI<NEI< [ed.Jり The

biology of diatoms.づ BlackwellSci. Pub.， London.吋
(波宮中の 分 IIll) ①HUSTEDT，Fイ)1930り Bacillariophyta.づ ②InA. PASCIIEI< [ed.Jイ)Subwasser-

Flora Mitteleuropas. ed. 2. Vol. 10.づ GustavFischer， Jena."") 
(雑誌の'1:

'の l論文) ①森 辺保イ)1970ロ Batrachos戸ennu1l! ectocartum SI I< O D の分jJi~的研究 . づ ②)
~!jJî 8ハ):1-8寸

①Monl， M.り 1975.り Studies on th巴 g巴nus Batrachos戸ermum in Japan.づ

②Jap. Jo口u山r孔 Bo凶t. 20ハ): 461-485.寸

(6)表と図およびその説明 英文で書き，表と図は印刷頁の寸法 (14x 20.5 cm)，特に横幅 (全幅 14，片 段 6.6

cm)を考慮 し，原寸大または縮小した とき印刷頁におさ まる大き さに仕上げ， 区|には倍率を示すスケーノレを

入れ，djiや記号，文字，数字はタイ プライター， レタリ ン夕、用具などを用い黒インキで鮮明に記入し， その

まま印刷に廻せるようにして下さ い。 なお，特に表の車111仮を希望のJ};j合はその旨IV:I記して下さい。 表と区|の

哀には著者名 ・脊号 ・希望縮尺を記入 して下さい。 表と図の説明は);1)*択とし， それを入れる場所を本文}j;，(f，'::j
左側外に明示して Fさい。

}[.校正と別刷 著者校正は初校のみとし，編集幹事から送りますので 3口以内にl交正して同封の別刷1-]1込;li

に所定の事項を記入して返送して Fさい。別!I，IIは，論文 ・総説 ・短報に限 って 50)';11を学会で負J1lします。
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Partial purification and some properties of RuDP carboxyla記

from a gr田 nalga， Bryposお mαximα

Takamichi YAMADA， Tomoyoshi IKAWA and Kazutosi NISIZAWA 

YAMADA， T.， T. IKAWA and K. NISIZAWA 1978. Partial purification and some properties 
of RuDP carboxylas巴 froma gr日enalga， Bγ'yopsis maxima. Jap. J. Phycol. 26: 49-52. 

RuDP carboxylase was extracted from the fresh fronds of Bryoρsis maxima and purified 
partia:lly to an extent being practically available for the investigations of some enzymatic 
properti巴s. The enzyme was activated more remarkably by Mg2+ than Mn2+， and showed 
a maximum activity at 10 mM Mg2+， but its optimum pH was shifted depending on its 
concentration. The apparent Km values for RuDP and HC03- were estimated to be 6. 5 
X 10-4 M and 6.0 X 10-3 M， respectively. 

Takamichi Yamada， Tomoyoshi lkawa， Department of Biological Sciences， The 
University 01 Tsukuba， lbaraki.ken， 300-31 Japan; Kazutosi Nisizawa， Depart. 
ment 01 Fisheries， College of Agriculture and Veterinary Medicine， Nihon Univer. 
sity， Shimouma， Setogaya.ku， Tokyo， 154 Japan. 

In contrast to higher plants， RuDP car-
boxylases of algae have not been studied 
in detai! except a few in green1-め and

blue-green1，5l algae. In view of this fact， 
we investigated precisely the RuDP car-
boxylase from a marine brown alga， Stato・

grossum tac併cum，and found that some of 

its properties are characteristic of the brown 

alga6l. This work was carried out as a 

part of the studies on enzymes involved in 
CO2 photoassimilation of brown algae7，8l. 

In this connection， therefore， we extended 
similar study to the RuDP carboxylase of 

a marine green alga， Bryotsis maxima to 

compare the properties with those already 

reported. Thus， we obtained some interest-

ing resu1ts， although the enzyme used was 

1) Contributions from the Shimoda Marine Re. 
S色archC弓nter，th巴 Universityof Tsukuba， 
No. 325. 

2) This work was supported by R己SヨarchGrant 
B-148014 from the Ministry of Education of 
Japan. 

Abbreviations: EDT A ; ethylenediaminetetra. 
acetat (disodium)， RuDP; ribul日間一1，5-di.
phosphate， RuDP carboxylas告(orRuDP Case) ; 
3-phospho-D-glycerate carboxylyase (EC 4， 
1，1，39). 

a partially purified preparation， and they 
are reported in this paper. 

Materials and Methods 

Algal material. The fronds of Bryotsis 

maxima were harvested in spring at lnubo-

saki， Choshi， Chiba-ken. 
Chemicals. RuDP is the commercial pro-

duct of Sigma Chemical Company， and al1 
other chemicals were purchased according 
to need. 
Enzyme assay. Following the methods of 

MENDIOLLA and AKAZA w A町 andKIERAS 
and HASELKORNl)， reaction mixture was 

prepared. It contained 50μmoles of Tris-
HCl buffer (pH 8. 3)， 2.5μmoles of MnSO. 

(or 5μmoles of MgSOJ， 0.25μmole of RuDP， 
5μmoles of KHl'C03 (1. 25μCi)， and O. 1 ml 

of enzyme solution in a total volume of 

O. 5 ml. The mixture was incubated first 
without RuDP at 200C for 20 min， and the 
reaction was then started at 30"C after addi-
tion of RuDP. After incubation for 20 min， 
O. 05 ml of 6 N acetic acid was added to the 
mixture and excess radioactive carbonate 
was removed by suction for 15 min. A O. 2 

ml aliquot of the mixture was then placed 



by centrifugation at 16，000xg at O.C for 
30 min， and dissolved in 5 ml of O. 01 M Tris-
HCl buffer， pH 7. 5， containing 10 mM 2-
mercaptoethanol and O. 1 mM EDT A. 
The solution was applied to a Sephadex 

G-200 column (2. 5 X 50 cm) equilibrated with 
O. 05 M Tris-HCl buffer， pH 8. 3， containing 
5 mM MgC12， 1 mM EDT A， and 10 mM 2-
mercaptoethanol (Buffer C)， and eluted with 
the Buffer C at a flow rate of O. 8 ml/min. 
The eluates were col1ected every 10 ml in a 
tube. RuDP carboxylase was eluted into 
fractions (No's 24-27) fol1owing the void 
volume. These fractions were combined， 
concentrated in a col1odion bag at 0・Cfor 
12 hr， and then applied to a DEAE cellulose 
column (2. 0 X 30 cm) equilibrateq with Buffer 
C. A gradient elution was made with Buffer・
C containing linearly increasing NaCl con-
centrations from 0 to 1. 0 M， as shown Fig. 1. 
RuDP carboxylase was eluted at O. 5 M 

NaCl. The fractions (No's 23-27) were 
combined， concentrated in a col1odion bag 
at O.C for 12 hr， and the concentrated solu-
tion was used as RuDP carboxylase solution 
in this work. 
Properties 01ρartiaか ρur~戸ed enzyme. First， 
the e首ectof Mg2+ at various concentrations 
on the enzyme activity was investigated at 
different pH values， as shown in Fig. 2. 
The addition of Mg2+ caused remarkable 

shifts of the optimum pH of RuDP car-

]ap. ]. Phycol. 26(2)， 1978 

on a planchet and the radioactivity was mea-
sured with a Aloka model FC-lE gassflow 
counter. Al1 enzyme assays were duplicated 
and an average value was obtained. 

Extraction and pur~戸cation 01 RuDP car-
boxylase. Three handred grams of fresh 
algal fronds were minced with scissors， and 
squeezed out by hands through two layers 
of nylon cheesecloth into 600 ml of O. 1 M 
Tris-HCl buffer， pH 7.8， containing 0.4 M 
sucrose and 1 mM MgC12・Themixture was 
stirred throughly and centrifuged at 16， 000 
Xg at O.C for 7 min. The precipitate was 
suspended in the same buffer and again 
centrifuged in the same way. The pre-
cipitate thus obtained was stored atー20・C.
A 5 g aliquot of the above enzyme pre-

paration was then sonicated in 25 ml of 
O. 05 M Tris-HCl buffer， pH 8. 3， containing 
5 mM MgC12， 50 mM KCl， 1 mM EDT A， and 
30 mM 2-mercaptoethanol， at 0・Cfor 10min. 
The mixture was centrifuged at 16，000xg 
at 0・Cfor 40 min. To the supernatant， was 
added solid ammonium sulfate to a 25% 
saturation， and the resulting precipitate was 
removed by centrifugation. By further 
addition of solid ammonium sulfate to the 
suppernatant， a 60% saturation was obtain-
ed. The resulting precipitate was col1ected 
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Fig. 2. Effect of concentration of Mg2+ on 
RuDP carboxylase activity. 

boxylase toward neutral region. The opti-
mum pH at 8. 5 at 1. 5 mM Mg2+ was shifted 
to pH 8. 0 at 10 mM Mg2+， and a maxmal 
activity was observed at this concentration 
of Mg2+ among several tests. 
Since Mn2+ activated the activity of RuDP 

.carboxylase from S.ρacificum町 moreeffec-
tively than Mg2+， the effect on Mn2+ on the 
activity of this algal enzyme was inves-
tigated， as shown in Fig. 3. The optimum 
pH at 8. 5 at 2 mM Mn2+ was shifted to pH 
7. 6 at 6 mM and 11 mM Mn2+ concentra-
tions， respectively， but the activation by 
Mn2+ was far lower than Mg2~・ in contrast 
to the enzyme of the brown alga6). Effect 
{)f substrate concentration on RuDP car-
boxylase activity was examined to obtain 
Km values. As shown in Figs. 4 and 5， the 
Lineweaver-Burk plots for RuDP and HCOs-
each showed sigmoid curve， as with the 
RuDP carboxylase of S.ρacificumベand
the Km values could not exactly obtained. 
However， apparent Km values calculated at 
lower concentrations of substrates were 
o. 5xlO-4 M and 6. OxlO-s M for RuDP and 
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HCOs -， respectively. These values were of 
almost the same order as those for brown 
algal enzyme町. Thus， the RuDP carboxylase 
of B. maxima was elucidated to be activated 
remarkably by Mg2+ and its optimum pH was 
shifted depending on its concentration as 
with the enzyme of spinach 10，11) while Km 
values for RuDP and HCOa -are rather simi-
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lar to those for the enzyme of S. pacificumベ
the values for spinach enzyme being 1. 0-
2.5 X 10-4 M and 5.6 X 10-3 M， respectively12). 
Therefore， the properties of subunits A and 

B of RuDP carboxylase of B. maxima would 
be more similar to those of the higher plants 

than to those of the brown algal enzyme. 

This is particularly interesting upon taking 

into account the phylogenetic position of 

green algae. 
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山田剛通事・猪川倫好隼・西海一俊**オオハネモ (Bryopsismaxima)の RuDP力}}..ポキシ

ラーゼの部分精製とそのこ・三の性質

栂r~iにおける CO2 光同化酵素系のうち，その最初の固定酵素 RuDP カルボキシラーゼの研究はつい最近筆者

らにより行われたが，海産の緑藻や紅務のものについてはまだ残っていたので，まず緑藻の酵素について研究し

た。オオハネモを材料に選び，抽出精製を試みたが，今回は試料の関係上褐藻や既報の高等植物やクロレラの酵

素ほど純度の高いものは得られなかった。しかし，二・三の性質を調べるには十分の標品が得られた。その結果，

褐藻のものとは違い Mn2+より Mg併によってよく活性化されたり， Mg2+の濃度により至適酸度の変動がみら

れた点はむしろ高等植物のものに似ていたが， RuDPや HC03-に対する Km値 (6.5x 1O-4Mと6.Ox 10・3M)

はむしろ褐藻のものに近かった。 (*300-31茨城県新治郡桜村，筑波大学生物系， **145東京都世田谷区下馬 3，
日本大学農獣医学部水産学科)
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The life history of Sphaerotrichiαdiω，ricαω(AG.) KYLIN 

(Phaeophyta， Chordariales) in culture 

Tetsuro AnSAKA and Isamu UMEZAKI 

AJISAKA， T. and I. UMEZAKI 1978. The life history of Shaerotrichia divaricata (Ag.) Kylin 
(Pha巴ophyta，Chordariales) in culture. ]ap.]. Phycol. 26: 53-59. 

The heteromorphic and haplo・diplonticlife history of Sphaerotrichia divaricata from 
Wakasa Bay， ]apan Sea， has be己ncompleted in cu1ture. Zoospor邑sfrom unilocular 
sporangium of macroscopic sporophyte developed into microscopic haploid gametophytes 
(n=9-12). Two diff巴renttypes of tufts occurr巴din the gametophytic stage according 
to conditions given in culture. The gametophytes grew more rapidly at higher tempera-
tures and in longer photoperiods. Conjugation b巴tweengam己tesfrom unisョriateplurilo-
cular sporangium (gam巴tangium)of the gametophyt巴waseither isogamous or anisogamous 
and the zygotes developed into macroscopic diploid sporophytes (2n = 18-24). The sporo・
phytes grew larger under cool巴rconditions and they matured earlier to b巴arunilocular 
sporangia under warmer conditions. Unfused gametes germinated as弓xuallyand developed 
into gametophytes， rep巴atingth巴 sam巴 gametophyticgeneration. 

Tetsuro Ajisaka and Isamu Umezaki， Department of Fisheries， Faculty of Agricul-
ture， Kyoto University， Kyolo， 606 Japan. 

Introduction 

Sthaerotrichia divaricata (AG.) KYLIN 

taxonomically belongs to the Chordariaceae 

of Chordariales， Phaeophyta (INAGAKI， 1958). 
It is commonly distributed in ]apan along 

both the coasts of Pacific and ]apan Sea. 

However， the south region of the Pacific 

coast is an exception. This species is com-
mercially important as it is used as tasteful 

food in ]apan. 
HYGEN (1934) reported that the Swedish 

species of Sthaerotrichia divaricata showed 

an alternation of heteromorphic generations : 
an alternation of a microscopic gametophyte 
with plurilocular sporangia and a macro-
scopic sporophyte with unilocular sporangia. 

ARASAKI (1943)， studying the life history 
of the species from Mikawa Bay， Pacific 
coast， found that the sparsely branched 
gametophytes had the dormant stage in hot 

summer months and matured in autumn 
when sea-water temperature dropped. 
In this paper， the life history of Sthaero-

trichia divaricata from Wakasa Bay， ]apan 

Sea， its karyological observations， and the 
growth and maturity of both sporophytes 

and gametophytes under culture conditions 

are reported. 

Materials and Methods 

The sporophytes of Sthaerotrichia divari-

cata were collected at Takahama in Wakasa 

Bay facing the ]apan Sea during the sum-
mer of 1974. The plants were found grow-
ing on Sargassum confusum C. AG. and S. 

ρiluliferum C. AG. or on rocks which were 
one or two meters below the low tide mark. 
We used the same culture techniques and 

medium prescriptions as given by NAKA・
MURA and T A TEW AKI (1975). 
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Cultures were incubated in 1500-3000 lux 
light under the following temperature-photo-

period regimes. 20oC: 16-8 hr (Set 1); 20'C: 
10-14 hr (Set 2); 150C: 14ヨohr (Set 3); 
150C: 10-14 hr (Set 4); 10oC: 14-10 (Set 5). 
For the karyological observations， aceto-

iron -haematoxylin司chloral hydrate method 
(WITTMANN， 1965) was used. 

Results 

Cultures from zoospores of the frond in 
nature were started on June 21， 1974. The 
fertile fronds in nature bear only unilocular 
sporangia from June to July. Mature unilo-
cular sporangia are usually elongated obo-
void， measuring 61-75 X 26-41μm. Zoospores 
(4.7-6. 6x2. 8-3. 8μm in size) from the 
unilocular sporangium are pear-shaped with 
a single chromatophore and an eyespot， 
and are laterally biftagellated (Fig. l-A， B). 
Settled zoospores become spherical and 
measure 2.8-4.7 (4.0 at an average)μm in 
diameter (Fig. l-C). 

F 

Within 1-2 days， they germinated by push-
ing out a protuberance and then divided 
into two cells transversely (Fig. l-G， H). 
By successive transverse divisions， the 
germlings developed into creeping uniseriate 
filaments consisting of 3-7 cells， and branch-
ed laterally (Fig. l-D， E， 1， J). 
In Sets 1 and 2， as the result of an ex-

tensive formation of prostrate and upright 
branches (Fig. l-F)， most of the filamentous 
germlings developed into dense tufts com-
posed of large basal layer and profusely 
branched erect portion (Fig. 3-A). 
In Set 1， the upper part of some erect 

filaments transformed into uniseriate plurilo・

cular sporangia (gam巴tangia)within 13 days 
(Fig.3-C). However， in Set 2， further growth 
made tufts larger (over 1 cm in diam.) and 
they never bore plurilocular sporangia even 
after 2 months. 
In Set 5， 8-day-old filamentous germlings 

were usually provided with hairs (Fig. 1一K).
By successive branchings and cell divisions， 
they developed into simple tufts composed 

」←一一-， A-C
10u J-lm L-J  D-L 

Fig. 1. Sphaerotrichia divaricata. Zoospores releas巴dfrom unilocular sporangia and develop-
ment of their germlings. A， B: Zoospore. C: SettIed zoospore with a flagellium. D-F: 5 (D)-， 
7(E)ー， and 10 (F) -day-old gametophytes in Set 1. G-L: 3 (G， H)一， 4(1)ー， 50) -， 8(K)一， and 13(L)-
day-old gametophytes in Set 5. 



of small basal layer and sparsely branched 
erect portion (Fig. l-L; 3-B). They reached 
maturity within 20 days and most of the 
erect filaments transformed into uniseriate 
gametangia (Fig. 3-B， C). 
In Sets 3 and 4， two types of germlings， 

dense tufts found in Sets 1 and 2， and sim-
ple ones in Set 5， appeared at a nearly same 
rate， and the gametangia released gametes 
in 18 days. 
The morphology of gametes (4.7-6. 2x 

3.3-5.2μm in size) was quite similar to that 
of zoospores (Fig. 2-A， B). 
Sexual conjugation was observed between 

the gametes. The gametes were promptly 
released from gametangia when transferring 
from dark to right photoperiod regime (Fig. 
3-D). Two swimming gametes accidentally 
fused on their heads. It seems that some-
times one flagellum of both the fusing 
gametes or of only one of them was lost 
during the process of conjugation (Fig. 2-
D， E). The conjugation was either iso・
gamous or amsogamous. 

G 
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In Set 5， conjugation between the gametes 
occurred at 70-80%， and formed the zygotes 
(Fig. 3-E). However， in Sets 1 and 2， the 
conjugation scarcely occurred and most of 
the gametes germinated without fusion and 
each developed into a gametophyte， repeat-
ing the same gametophytic generation. In 
the ]apanese species， gametophytes are 
sometimes monoecious. In such cases， the 
conjugation occurred between the gametes 
from one and the same thallus or even be-
tween the gametes from one gametangium. 
Within 1-2 days， settled zygotes measured 

5.7-12.4 (8.0 at an average)μm in diam. 
and soon germinated (Fig. 2-F). By suc-
cessive branchings and transverse cell divi-
sions (Fig. 2-G， H， 1)， the zygote developed 
into pseudoparenchymatous discs and at the 
center of which a hair was produced (Fig. 
2-J， K). The disc was irregularly rounded 
in outline， consisting of a single layer of 
cells (Fig. 2-L). Within 15 days， the pri-
mary assimilating filaments arose from the 
central part of the disc (ca. 100μm in diam.) 

K ¥ Uit叫 ¥ l V V ν  --べ/ '-一一二JA-F 
10pm L...-l G-IVI 

Fig. 2. Sphaerotrichia divaricata. Gametes released from gametangia， their zygote:s， and their 
developmental stage:s. A， B: Gamete. C: Settied gamete. D， E: Conjugation of gamete:s. On巴

flageIIium of each gamete is lost during the process of conjugation. F: Settled zygote. G-L: 
3(G)ー， 4(H)ー， 7(1)ー， 10(1)ー， l1(K)ー， and 14(L) -day-old sporophyte:s in Set 5. M: 14-day-old sporo・
phyte in Set 2. 
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and rhizoidal filaments were produced from 
the marginal portion (Fig. 2一M). The rhi-
zoidal filaments and cylindrical cells arose 
from the lower cells of each primary as-
similating filament and cohered together to 
build up a medullary layer. The growing 
point was terminated by some enlarged cells 
(Fig. 3-F). The secondary assimilating fila-
ments arose profusely from the medullary 
cells to construct a cortical layer (Fig. 3-G)， 
developing into a cylindrical plant (Fig. 3-
H). In Set 5， within 3 months， the cylind-
rical plant (filiform， somewhat cartilaginous) 
laterally branched in all directions and grew 
about 4 cm in height (Fig. 3-1). Within one 
month in Sets 1 and 2， after 2 months in 
Sets 3 and 4， and after 3 months in Set 5， 
the cylindrical plants bore many unilocular 
sporangia (50 x 30μm in size) and released 
many zoospores (Fig. 3-J). 
Unfused gametes germinated and develop-

ed asexually into gametophtes. The settled 
gametes became spherical， measuring 2. 9-
6.7 (5.1 at an average)μm in diameter 
(Fig. 2-C). Under culture conditions， as 
seen in zoospore's germlings， two types of 
gametophytes were observed. Under warm-
er and longer-day conditions (e.g. Set 1)， 
the growth and fertility of gametophytes 
were faster than those under cooler and 
shorter司dayconditions (e.g. Set 5). Under 
cooler conditions， phaeophytic hairs were 
numerously produced on gametophytes. The 
loculus number of gametangia was more 
numerous in culture under cooler conditions 
than those under warmer conditions. The 
gametangia in Set 3 had loculi from 4-16， 
those in Set 4 from 6-20， and those in Set 
5 from 10-28 (Fig. 4). 
The number of chromosome was 23-30 in 

the original sporophytes obtained from 
nature (Fig.5-A)， 7-17 (of which 80% was 

9-12) in the gametophytes derived from 
zoospores or unfused gametes (Fig. 5-B)， 
and 15-27 (of which 90% was 18-24) in the 
sporophytes in culture (Fig. 5-C). 

Discussion 

HYGEN (1934)， who studied the life history 
of the Swedish Sphaerotrichia divaricata， 
reported that zoospores from the unilocular 
sporangium developed into the 'pseudo-
parenchymatisch Basalscheibe' and that 
many zygotes occurred among the gametes 
from gametangia of the microscopic thallus. 
In his culture， anisogamous conjugation was 
observed. However， he said that only female 
gametes grew asexually to repeat more 
gametophytic generations. Most of the 
zygotes， this worker has observed， develop-
ed through 'Diplonema' stage into sporo-
phytes. These sporophytes became fertile 
without construction of cylindrical fronds. 
In our study， zoospores from the unilo-

cular sporangiun and unfused gametes from 
the gametangium developed into the fila-
mentous gametophytes. In this stage， dense 
tufts having profusely branched filaments 
were formed under warmer conditions. On 
the other hand， simple tufts having sparsely 
branched filaments were produced under 
cooler conditions. These simple tufts re-
semble the gametophytes of Chordaria 

flagelliformis which were cultured under 
cooler condition (culture temperature 6-100C) 
by CARAM (1955) and (150C) by KORNMANN 
(1962). The dormant stage， as seen in 
ARASAKI'S culture (1943)， was never ob-
served under our culture conditions. 
Zygotes grew to form the pseudoparen・

chymatous discs on which cylindrical sporo-
phyte fronds arose. The' Diplonema ' stage 
thalli in HYGEN'S culture have not been ob-

Fig. 3. Sphaerotrichia divaricala. Stages in developm巴ntfrom gametophyte， through zygotic 
stag匂 tofertile sporophytes. A: Two dense tufts. 16-day-old gametophyte in Set 1. B: Simple 
tufts. 19-day-old gametophyt巴sin Set 5. C: Uniseriate plurilocular sporangium (gametangium) 
in Set 5. D: Rel己asinggamete from gametangium in Set 3. E: Three settled zygotes in Set 3. 
F: Growing point of young sporophyte in S己t5. G: 27-day-old sporophyte in Set 3. H: Young 
cylindrical frond (sporophyte) in Set 5. 1: 3-month-old sporophyte in Set 5. J: Unilocular spo・

rangia of 2-month-old sporophyte in Set 4. 
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Fig. 5. Sphael'otγichia dival'icata. Chromosome 
number in sporophyte and gametophyte. (Ieft 
microscopic photos; right: hand sketches.) A: 
Chromosome:s of a sporophyte in nature (diploid) 
2n = 23. B: Chromosomes of a gametophyte in 
culture (haploid) n =9. B: Chromosomes of a 
sporophyte in cultur巴 (diploid)2n=24. 
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Fig."1. Sphael'otl'ichia divaricala. Loculus 
number in gam巴tangiumin Set 3， '1， and 5. (200 
gametangia wer己 observedin each s ~t. ) 

has been karyologically studied. 111 the 

family Chorclariaceae， chromosome number 

of nニ 8or 9 ancl 2n=16 or 18 have b巴en

citecl for・八イ)l1'iogloeasciurus (PARKE， 1933)， 
n=10 and 2n=20 for Sauvageaugloea gl切 -
thsiana (CARAM， 1965)， ancl n=10 ancl 2n二

20 for Eudesme virescens (COLE， 1967). Th巴

present counts of the chrom080mes of 

Sthae'rotrichia divaricatα(n=9-12 ancl 2nニ

18-211) 8how to fit the pattern for this family. 

The present results confirmecl that the life 

history of this species is an alt巴rnationof 

heteromorphic g巴nerations(Fig. 6). Meiosis 

serv巴CIin this stucly. These results agree 

well with the 'c1evelopment of froncls' in 

1NAGAK['S description (1958). lt seemecl that 

the growth ancl maturity of sporophyte 

were mainly controllecl by temperature con-

c1itions. Under cooler conditions， the sporo-

phyte fronds grew larger than those grown 

uncler warmer conclitions. Uncler warmer 

conclitions， the sporophytes procluced unilo-
cular sporangia earlier than those grown 

uncler cooler conclitions. 

Until recently no complete data on the 

chr0111080口]巴8of this 8pecies has been availa-

ble. A fe¥'1 Sp巴ciesin the order Chorclariales 

MACRO. ___ UN I L. ~ 7nn('nnn[(' _ M I CRO. _ .. ZOOSPORES"(' AII'~~~~"~~Tr(' ~ SPOROPHYTE ~ SPORANGIA -LUU¥l' UIIL¥l . GAMETOPHYTES 

t 2N い脱X山
o nI ..~ 11 GAM ETES 半 PlURIl. un"l 

ZYGOTE 、.~ GAMETES←一--.J、、♂ SPORANGIA一一-
A diagram 0 Fig. 6. 



may o::cur during the formation of Z003pores 

in the unilocular sporangium on diploid 

thallus which was derived from the zygote. 

The present result partially explains the 

appearan::e and disappearance of fronds in 

nature. In summer， the gametophytes grow 
well an1 mature faster， but most of the 

gametes develop as巴xually to repeat the 

same gametophytic generation. Th巴rateof 

sexual conjugation increases from autumn 

to winter when sea-water temperature drops， 
and sporop!:lytes derived from zygotes de-

velop wε11 into the branched cylindrical 

fronds during the seasons of winter and 

spring. The branched cylindrical fronds 

bear unilocular sporangia in early summer 

when sea-water temperature rises. 
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鯵坂哲朗・梅崎 勇:培重量によるイシモヅク(褐蕩類ナガマツモ目)の生活史の研究

日本海若狭湾産の褐藻イシモヅクの生活史を室内培養によって完結した。自然に生育するいわゆるイシモヅク

は， Jl包子体である。この藻体上の単子袈から放出された遊走子は，そのまま発芽して顕微鏡的な単相 (n=9-12)
の配1肉体になる。この配偶体は，高温では密に分校した叢状発芽体になり， {s;ilutでは机に分校したものになる。

そして高温長日ほど成長が速く，高温ほど早く成熟する。配偶体の複子袋(配偶子誕)から放出された配偶子の

閣で接合が行なわれる。接合子は，発芽して肉眼的な複相 (2n=12-2.:1)の胞子体になる。 この胞子体は低温で

良く成長するし，高温ほど早く単子裂をつけて成熟する。接合しなかった配偶子は，無性的に発芽して，再び配

偶体世代を操り返す。 (606京都市左京区北白川追分町 京都大学農学部水産学教室)

津村孝平:珪藻混種プレパラートの指示標識

Kohei TSUMURA: The marking on diatom-slides. 

珪.~~の既製のi昆極プレパラート 11"' の特定例{本の封入

位置を示す係~î;l~をそのプレパラートへ直ti1':こつけよう

とすると従来は刻印式の標本抱示訴を用いて，カバー

グラスの衣iIfiに小円を刻印するよりほかに良い方法が

なかったので，在、は次善の策として下記のブJIl、を案11:'，

して試川してみたところ，多少の不艇はあるが，十分

に実用になることがわかったので， ここに紹介する。

既製の混種プレパラートを鏡検して指示標識をつけ

たい個体が見付かったら，鋭検しながら，そのfI副本の

真上にカパーグラスヘインキの点、などを一時仮りに打

って，そのプレパラートを史返えして，裏面から鏡検

して，そのfI司{本を隙nZし，プレパラートを載物台 l二へ



60 Jap. J. Phycol. 26 (2)， 1978 

固定する。つぎにクッキング・ホイル用のアルミ箔か

ら打抜き器を使って直径3mmの円形のアルミ箔を作

り，その中央を直径 1mmの打抜き器で打抜いて，外

径 3mm，内径 1mmのアルミ箔の輸を作り，これに

極く少量の糊をつけて，前日己のプレパラートを 5倍ま

たは101告の対物鋭を使用した顕微鏡で見ながら， Iiiiil己

のインキの点や個体をアルミ箔の輸の中央にあるよう

にしてアルミ箔の輸を確実に貼付する。このとき糊は

いくら少量であってもアルミ箔を強くプレパラートへ

押しつければ多少は糊がはみ出してプレパラートを汚

すであろうが，その場合は有柄針かピンセ γ トなどへ

脱脂綿を固く巻きつけたものを水で僅かにぬらして，

ていねいに糊をぬぐい去ればよい。これでもう指示際

識は取りつけられたことになるが，プレパラートを長

期間保存すると糊が枯れてしまって輸が脱落する心配

もあるから，このアルミ箔の輸の上にもプレパラート

用のミヂアムを滴下してカパーグラスを貼ってしまう

とよい。よれに用いるミヂアムは遊説J1lの高屈折半の

もの(例えば Pleuraxゃ Styraxなど)よりも，む

しろ屈折率がガラスなどに近いものの方が無難であろ

うと思うが，ただ室温へ放置しても，なるべく短時間

で乾因するものであることが望ましい。夜、は手許に有

あわせの Euparalか Caedaxを用いた(大体一昼夜

ぐらいで乾回する)。その後でプレパラートの表而へ

[反につけたインキの点、を拭い去ればよい。

このプレパラートは表・衷両面にカパーグラスがあ

ることと，裂回の方にアルミ箔の輸がHじてあるから，

表・表面iを間違えて作動距離の短かい刈物鏡を使うと

プレパラートを破損したりするから，表面の方にすぐ

にラベノレを貼って，間違いを防止することが大切であ

る。鋭検するにはアルミ箔の輸を見つけたら，対物心1
をスライドグラスの厚さだけプレパラートからjきざけ

るように鋭筒を上げれば目的の珪iS/にピントが合うこ

とになるわけである。

なお一言注意しておくことは， H、は本誌 Vol.22， No. 

3に隙;ita入りの混種プレパラートとしてアルミ箔の矢

をプレパラートを作るときにその中へ封じ込む方訟を

古川、ておいた。矢を用いるとその先端は一点を指すの

で，輪よりも良いのであるが，プレパラートの中へ封

じ込んだ矢は銭泌の存在する面と同ーの聞にあるから

正確を期する上にも，また矢はその太いプJの部分だけ

に糊をつけておいて，鏡検しながら矢の位置を修正し

たりできるから矢の方がよい。その時に輸を用いると

全面へ糊をつけるので輸の・部が珪藻の上を通り越さ

なければ輸が貼れないから，その時に糊が珪藻に付着

などして失敗になるので輸を用いなかったが，今回の

はプレパラートの裏面のただのガラス面.へlt~ るのであ

るから，余分な糊は貼った後で拭い去ることができる

ことと，珪藻のある面とアルミ箔がある面はスライド

グラスの厚さだけ差があるので，顕微鏡と限との光軸

が頭の動かし具合で僅かでも狂うと，拡大像に視差が

生じて像が動くこともあるから，余り正確に一点、を隠

す矢よりも輸で珪藻のあるところを囲んでしまった方

ヵ:よし、。

プレパラートの下両にもカバーグラスがlh~ つであるプ

レパラートは鏡検の拡大像そのものの鮮明度に多少の

影~~~を及ぼしはしないかということについては，その

理由づけなどについてまだ多少の検討の余地は確かに

あるらしくて，不J、の経験によると，ある腐の庄藻(こ

れは被殻の彫刻の細密・粗大とは別である)には拡大

像の鮮明度に僅かながら1%1係することがあるようであ

るけれども，一般には大した影響はないと言ってよ

い。ただし下回のカパーグラスだけスライドグラスが

厚くなるわけであるから，それが気になる人は孫子の

スライドグラスを使えばよい。私が上に鮮明度に他か

の|共l係があるらしいと書いたのはスライドグラスのi:1j

手・厚手などの差を超えた特殊な場合を言っているの

で，それまでを問題にするのであると，珪誌のプレパ

ラートの製法はかなり特別な方法を必要とするという

ことになるかも知れないので，それは IJiJの機会;こ -i~} く

ことにしfこし、。

神奈川県立外語短大 (235横浜rlill哉f区附村町 4-15-]) 

Coll. of Foreign Studies Yokohama， Okamura.cho 800， 
Isogo.ku， Yokohama， 235， Jopan. 

Jap. J. Phycol. 26 (2) : 59-60. 1978. 
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Planophila communis sp. nov. (Cholorosarcinales， Chlorophyta) 
from Japan国 eso出

Shin WATANABE 

WATANABE， S. 1978. Planophila communis sp. nov. (Chlorosarcinales， Chlorophyta) from 
Japanese soils. Jap. J. Phyco!. 26: 61-64. 

A new Chlorosarcinalean alga， PlanoPhila communis， is described from Japanese soi1s. 
It di妊ersfrom the species hitherto described in the characters that the vegetative cells 
are evenly surrounded with gelatinous matrix and the plant mass does not change in 
color in old cu1tures. 

Shin Watanabe， Laboratory 01 ApPlied Botany， Faculty 01 Agriculture， Kyoto 
University， Kyoto， 606 Japan. 

Introduction 

The organism to be described here was 
isolated from soi1s of several localities in 
Japan by the method reported previously 
(WATANABE 1977). It divides vegetatively 
to form four-celled packets， produces quadri-
flagellate zoospores of Protosiphon-type， 
and possesses a parietal chloroplast with 
a pyrenoid. After examination， it became 
clear that this isolate is a hitherto non-
described species of the genus PlanoPhila. 
The alga newly described has been de-

posited in the Culture Collection of Algae， 
Institute of Applied Microbiology， Univer-
sity of Tokyo. 

Planophila communis S. WATANABE sp. 
nov. (Figs. 1-13). 
Cellulae vegetativae sphaericae， 5-18μm 

diametro; vel ellipsoideae， ad 14 x 18μm 
attingentes. Fasciculi duo-octo・cellularium
per dividiones cellularum vegetativarum suc-
cessivas effecti. Fasciculique cellulae soli-
tariae tectae aequaliter matricibus gelatino・
sis. Chloroplastus parietalis cum una vel 
raro duabus pyrenoidibus; vacuolae con-
tractiles in cellulis vegetativis interdum 

observatae; cellulae per crescentiam uni-
nucleatae. 
Reproductio per dissociationem fasciculo-

rum aut per zoosporas quadriflagellatas aut 
per aplanosporas. Zoosporae elongatae， 
3.5-8x7-18μm， sine membrana， stigma 
antium aut prope aequatorium， duas vacuo-
las contractiles加 ticas，pyrenoidem posti-
cam， et chloroplastum parietalem que per・
foratum habentes. 
Massa plantarum viridis per periodum 

culturae; ad paginam laevis sed glomerans 
in cultura vetere. 
Origo: Plantae e solo arvorum in loco 

Saitama-ken dicto; m. Apr.， 1975 lectae; 
numerus culturae SAI-l. 
Typus: Figs. 1-13. 

The soil samples were collected from 
arable land in Saitama Prefecture， charac-
terized by the Kanto Loam; at the side of 
a road in Mt. Eboshidake， Nagasaki Prefec-
ture; and from a farm of bananas and 
papayas in Chichijima， one of the Ogasawara 
Islands in the Pacific Ocean about 1000 km 
away from Tokyo. 
Young vegetative cells derived from zoo-

spores or aplanospores are solitary and 
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assume spherical forms with diamet巴rsof 

5-18μm. The thin gelatinous matrix evenly 

surrounds the indivicluals. Th巴 chloroplast

of these c巴llsis cup-shaped or mantle-shapecl， 

containing one or rarely two prominent 

pyrenoids. The latter is densely coverecl 

with two to several starch grains which are 

c10sely arranged and may be loose when 

the cells are old. 1n actively growing cul-

tures， the young spherical cells sometim巴s

possess two contractile vacuoles in the sur-

face of the cytoplasm ancl a stigma in the 

chloroplast. The c巴llsare uninucleate， and 
vacuoles ar巴 sometlm巴spresent. 

As the cells grow， they assum巴ellipsoiclal

form and und巴rgovegetati ve c巴IIdivision 

(=desmoschisis， GROOVER & BOLD 1969). 

The division Occurs acrOSS the center of the 

parent cell into two daughter cells， which 

remain in clos巴 associationwith the parent 

cell wall. Th巴 daught巴rcells may undergo 

desmoschisis in the c1irection which is usual-

ly perpendicular to the prec巴dingc1ivision 

giving two-c1imensional， four“celled packets 

(Fig. 1). Three-dimensional， cuboidal pack-

ets are sometimes procluced (Fig. 5). The 

packets are coverecl with a gelatinous matrix 

which is evenly thickenecl ancl does not form 

the branching Honnotilotsis-like colony. 

Th巴 packetsmay dissociate either partially 

or entirely to form diacls Or solitary cells. 

The cells comprising packets attain to sizes of 

14x18μm. The chloroplast becomes larg巴r

Fig. 1. PlanoPhila C011l11!u.llis sp. 110V. Inclia 
ink pr巴parationto show two-01' four-ceJJecl pac-
kets surrounclecl with evenJy thickenecl matrix 
(ScaJe， 20μm). 

with the cell growth. and occupies the entire 

cell periphery without opening. Two con-

tractile vacuoles are sometimes present in 

packet cells目

Reprocluction occurs by zoosporogenesis 

which takes place in both solitary and 

packet cells. Th巴 zoosporeswere obtained 

by transferring the actively growing cells 

into tap water or liquid medium and main-

taining in clark overnight. Th巴y(Figs. 8-13) 

are elongate， and 3.5-8x7-18μm in size; 

roundecl at both ends or somewhat acute at 

the anterior. The cell wall is lacl<ing (Pro-
tosithon-type， STARH. 1955)， as evid巴ncedby 

their rapicl assumption of a spherical form 

upon quiescence. The chloroplast is pari巴tal，
irregularly incisecl ancl occupies the posterior 

pole， containing an inconspicuous pyr巴noicl

at the basal part. The stigma is located 

at the equatorial or anterior portion of the 

plasticl. Zoospores which fail to obtain 

motility function as aplanospores. 

Sexual reprocluction has not been observ巴d

Plant mass is gr巴enand smooth; in olcl 

cultures the color cloes not change but the 

surface becomes glomerulate， forming 

mouncls On the agar medium. 

Discussion 

The g巴nusPLanothiLαGERNECK (1907) is 

characterizecl by the two-c1imensional vegeta-

tive clivision to form two-to eight-celled 

pack巴tsand the production of quaclriflagellate 

zoospores of Protosiphon-type. Cells of P. 
Laetevirens GERNECK (1907)， P. aSy11l7nel1'icα 

(GERNECK) WrLLE (1911) ancl P. bityrenoi-
dosa RmSIGL (1964) are in a fiat or biseriate 

packet， but P. tenestris GROOVER & I-IOF-
STETTER (1969) frequ巴ntlyforms cuboidal 

packets. On the basis of characters in the 

formation of claughter cells by c1esmoschisis， 

GROOVER & BOLD (1969) classifiecl PLα71.0-
thiLαin the Chlorosarcinales. 

The present isolate clearly differs from 

P. asymmelrica ancl P. bityrenoidosαin the 
characters of zoospores， such as the length 
of bocly ancl the existence of stigma. Ac-

corcling to the clescriptions by GERNECK 

(1907) and RETSJGL (1964)， in P. Laelevirens 
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Figs. 2-13. PlanoPhila communis sp. nov. Fig. 2， a solitary cell with two contractile vacuoles. 

Fig. 3， a solitary cel1 with two pyrenoids. Fig. 4， a two-celled packet， with two contractile 
vacuoles. Fig. 5， a three-dimensional packet. Figs. 6-7， mother cel1s containing two or four 
zoospores. Fig. 8， a zoospore of front view. Figs. 9-13， zoospores in the motile period， showin嘩
various shapes. 

the pl創ltmass remains green in old cultures 

and the cells attain to 5-15 (-22)μm in dia-
meter. Although these characteristics coin-
cide with those of the present isolate， the 

deposition of gelatinous matrix has not been 

observed in P. laetevirens. The present 
isolate resembles P_ terrestris in the forma-
tion of cuboidal packets， the deposition of 
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gelatinous matrix and the sizes of zoospores 

attaining to a length of 18μm. However， the 
two are distinguished from one another by 

the following attributes; in P. terrestris the 
plant mass changes to brownish orange in 

old cultures and the unilateral deposition 

of gelatinous matter results in the forma-

tion of branching Hormotilotsis-like colonies， 
but in the present isolate the plant mass 

does not change in color throughout the 

culture period and the gelatinous matter is 

evenly deposited around the cells. These 

different characteristics were ascertained 

by comparative study with a living speci-

men of P. terrestris (Culture Collection of 

Algae， The University of Texas， No. 1709). 
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渡辺信:クロロサルシナ自の 1新種 Planophilacommunis 

日本の 3地点の土嬢から分離された緑藻の 1種は， desmoschisis (GROOVER et BOLD 1969)により 2-8

2 の娘細胞からなる平面的或は立体的な packetを形成し，細胞のまわりはゼラチン質につつまれる。葉緑体は

側壁でピレノイドを有し，遊走子は Protosiphon型 (STARR1955)で4本の鞭毛を持っている。この分離種は

Planophila属の既知の 4種のうち，P. terrestris GROOVER and HOFSTETTER (1969)に最も近い形質を備

えている。しかし，P. terrestrisではゼラチン質が Hormotilopsis様になり，藻塊は古くなればオレンジ色に

変色するが，分離種ではゼラチン質の厚さはほぼ一定で，藻塊は古くなっても変色しないという特徴でこの 2種
はお互いに異っている。そこで分離種に Planophilacommunis S. WATANABEの名称を与え新種記載した。

(606京都市左京区北白川追分町京都大学農学部応用植物学研究室)
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=.:::Lージーランドの Lαingiαhookeri(紅藻，コノハノリ科)について

三上日出夫

On Laing旬 hookeri(Rhodophyceae， Delesseriaceae) from New Zealand. 

Hideo MIKAMI 

MIKAMI， H. 1978. On Laingia hookeri (Rhodophyceae， Delesseriaceae) from New Zealand. 

Bull. Jap. Soc. Phycol. 26: 65-68. 

The apical segmentation and the reproductive organs in Laingia hookeri (LYALL) 
KYLIN were observed on the basis of specimens collected in January and March 1945， by 
L. B. MOORE at Wellington， New Zealand. 1) The thallus is polystromatic throughout 

except at the apices. 2) The apex is typical of other Delesseria group: intercalary divi-
sions are present in the cell rows of the second order. 3) The procarps are formed 
acropetally on the central row of cells of the special proliferations. 4) The procarps 
consist of a four-celled carpogonial branch and two groups of sterile cells. 5) The 

tetrasporangial primordia are cut 0妊 fromthe surface cell as in Delesseria type. 

Hideo Mikami， Sapporo University， Sapporo・Nishioka，062 Japan. 

Laingia属 (KYLIN1929)のタイプ種である Lain-

gia hookeri (LYALL) KYLINのタイプロカリティは.

ニュージーランドであり，その外形は確かに日本産の

コノハノリ (Congregatocarpus仰 cificus)に幾分類

似している。そこで YAMADA(1932)は Laingia属

を新設した KYLINの意見を翻酌した上で，日本産コ

ノハノリに対し Laingiapacifica (YAMADA) YAMA-

DA (Syn: PseudoPhycodrys pacifica Y AMADA)の

学名を与え，その後は久しくこの名が用いられていた。

さて最近，オーストラリアのソゾ属 (Laurencia)研

究のため Adelaide大学に留学された北大水産学部，

斎藤譲博士の御尽力により，ニュージーランド産Lain-

gia hookeriの貴重な標本の提供を受け観察を行った

結果，真正の Laingiaについて確認できた性質の若

干につき簡単に報告したい。

材料: このたび用いられた標本は， すべて L.B.

MOORE により採集かつ同定されたものである。謄薬

二葉のうちの一葉は， Wellington， Lyall湾での打上

げ品3個体より成り， 1945年1月19日に採られ何れも

文部省科学研究費 (254234)による研究の一部
札幌大学(062札幌市豊平区西岡 243-2)

未熟体のみであった(Fig.1)。しかし他の一葉は1945

年 3月3日， Wellington， Eastbourneにおける打上

げ品で若い雌性体 (Figs.2-3) 及び若い四分胞子体

それぞれ 1個を含む4個体である。

外形:体は単独，木の葉状で短い柄 (0.5-2.0cm)を

もっ。葉状部の長さは 15-25cm，巾は 8-12cmほど

ある。中肋は存在するが，日本産のコノハノリに見ら

れるような中肋からの分岐は全く認められない。側脈

は個体によって屡々不明瞭となる。

生長点:Fig. 4.は本種の生長点を示したものであ

る。即ち，横に関節する頂細胞 (a)をもち，第2位列

には介生分裂 (i)が認められる。第3位列の頂細胞は

そのすべてが縁辺に達するとは限っていない。

プロカルプ:本種のプロカルプは雌性体上に生じた

小さな特別裂片上の中肋線に沿って求頂的に形成され

る (Fig.5) 0 Fig. 6はプロカノレプの発生経過を示す。

即ち.本種のプロカルプは 1組のカルポゴン枝と 2組

の中性細胞とから成り立つ。

四分胞子褒:四分胞子褒斑は直接体表上に不規則な

群をなして生ずる。四分胞子嚢原基 (primordia)は

Fig.7に示したように surfacecellより発生する。
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構造から判断して，木径を Hytoglossumグノレー プよ

り移し Delesse1'Iaグノレープに配置すべきであるとの

結論を示した。

さてこのたび筆者の手元に入ったニュージーランド

W巴Ilington からの材料について，その生長点を観察

した結果は WAGNER (1954) の下した結論と完全に

一致した。 J![Jち，その介生分裂は第 H立列には全く見

られず， 第 2位列に至って始めて認められ， 正に

Delesseγza型生長点であることが確認て‘きた。従って

この事は日本産コノハノリ(三上 1970，MIKAMI 1971) 

の場合，第 1位列に明かな介生分裂を持っていること

と対照的相迭を示しているといえる。次に木種のプロ

3 カノレプ。は Ulのカ川ゴン校と 2組の中性細胞とから

• ， 
e 

111;|;;111 v -e 

Figs. 1-3. Laingia hoolzeγ (LYALL) KYLIN 
1. Sterile sp巴CllT1号nsfrom Lyall Bay， Wellington， 
New Zealancl (Col.巴tDet. L. B. MOORE). 2. Fe-
male specimen with special proliferations from 
Eastbuurne，羽Tellington，New Zealancl (Col. et 
Det. L. B. MOORE). 3. Th巴 same，mol'巴 highly
magl1l凸ecl.

考察

Laingia (KYLlN 1929)は，ニュージーランドに既

にま日られていたところの DeLesseriahookeri LYALL 

(HARVEY 1855) を恨ぬとして KYLlN (1929， 1956) 

により新設された属である。当初 KYLIN (1924)は

DeLesseγia hoolwri の所}，if，に関し，恐 らくそれは

Delesseγza グノレープに近縁の新属であろうとの見通し

をも っていたが，後に彼が木種を新l玄 Laingia とし

て記載した際，本種の生長点fb'i造は BOI1-yocaγ仰 属

lこ類似しているとして Hytoglossu1咋グノレープの下に

配置した。

一方，百九TAGNER (1954)はニ ュージーランドの Ste-

wart島からの材料に一基づいて本経の再検討を行った

結果，上記 KYLlNの見解を退けると共にその生長点

成り立っており，カノレポゴン校がほぼ完成したと見ら

れるH寺点で第 l次中性細胞は 2ヶに分裂しており，第

2次中性細胞は母細胞のままである像がしきり!'こ観察

された (Fig.6)。甚だ残念乍ら助細胞の分割を示す

時期の像は観察されなかった。 j拠点度が低かったため

にゴニモ プラス ト及び設果の形成もまた全く見られな

かった。なお四分JI包子袈原基 (primorclia)の発生に

関して筆者による観察の結果は Fig.7に示したよ

うにそれは surfacecellからの形成であることがほ

ぼ確かめられた。ところがこの点に関する ì~!AGNER 

(19511)の記述を見ると，本種の場合は恐らく surface

cellからの形成ではなくて，Maγionella 属の場合の

ように primarycell及び corticalc巴11 から生ずる

可能性が強いとしている。 しかし乍ら WAGNEI互によ

って画かれた四分胞子裁の表面観察像 (VVAGNER

1954. p. 310， Iig. 125)を見るとそれはむしろ surface

cell からの発生を|暗示しているように見える。 R/lち，

若い匹l分胞子襲原~(primorclia)の直上を覆う筈の表

皮細胞が目立って存在していないことがそのことを装

付けている証拠と考えられるo

終りに，ニュージーランド産の貴重な標本を提供下さ

れた北大水産学部，斎藤議博士に深謝申し上げる。
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Figs. 4-8. Laingia hookeri (LY ALL) KYLIN 4. Apices of thaIlus-segments. 5. Female proIif-
erations with Iocations of procarps indicated by stippling. 6. ApicaI part of proIiferation show-

ing stages in development of procarp. 7. Surface view of blade showing superficiaI position of 
tetrasporangiaI primordia. 8. Surface view of blade with mature tetrasporangium. 1-7: segments; 
a: apicaI ceIl; cbh cb2， cb3: first， seond， and third ceIls of cardogoniaI branch， respectively; 
cbi: initiaI ceIl of carpogoniaI branch; cp: carpogonium; i: intercalary ceIl; sc: supporting cell; 

stCl: first group of steriIe ceIls; StCl mc， StC2 mc: mother ceIls of first and second groups of 

steriIe ceIls， respectively; p : tetrasporangiaI primordia; t: tetrasporangium. 
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後藤敏一:珪藻植生の研究に際しての生細胞と死細胞を判定する一方法

Toshikazu GOTOH: On a judging method of living cells or non-living cells 

in the study of the diatom vegetation. 

ある水域におけるJl蕊ht(生をI!f.!らかにしようとする

場合，探集試料中に合まれるそれぞれの(同体が，その

水域で生育していたかどうかを判断することは重要な

ことである。

7!(rjlの石の表面，あるいは底泥表面から得られる試

料を検鈍すると死細胞がかなりの'Jil!合で混入している

ことがあり ，それらがはたして探築地点で繁殖してい

たのか，あるいは他に由来するのかと うか判断に困る

ところである。たとえば官者が調査した淀川の汽水域

の場合では.7!(中の石の表而より得た試料1:1'に合まれ

る種~!i数の約半数が死~:II\ II包 として出現し，それらの随

の息分に対する適応性などから調査水域における生育

の可能性が少ないことをjfi摘し，さらにそれらが上流

より流下し付着したのであろうと推定した(後藤 1978

印刷11')。 このように 死制胞としてu:"現する([1;1体のL13

来をうちえる|昨，まず段初に探集試料'1'に合まれるfI司体

の生死(深集H寺に生きていたのかどうか)を判定し，

同lI~î'にそれらの積約を l明 らかにしなければならない。

その後にそれぞれの邸について11'，現相対頻度，死市11¥胞

の合平i払以境に対するi凶応性， 1也に由来する可能性

など極々の要因について検討し惟定され得る。

さて，珪ぶ植生を知 るよでfI，'~{本の生死の判〉じが重~
な~宗となっていることはヒ記でl明らかであるが，そ

の方法として一般には限処理をした試料を Pl巴urax

などの封入斉I!で封入し，ifJJ倍ギで検鋭して艇の岡山を

行ない， 次に自主処r1l lì~ の試1'"1 を 71(で封入したプレパラ

ー卜を検鋭して原形質の可1無で判断されているようで

ある。しかし ， この J~~j合水で封入してある為に脱の同

定に必~とされる百倍，容の検鋭ができず，ノト~'Jの種を

同定することが図縦である。また，原形質の有無の判

定についても同様である。 そ こで筆者はこれらの，I~~，、を
Jf服して. 7j(で士、}入する代わりに Pleuraxなどの封

入斉11よりは性能の点、でやや劣るが Canadabalsamを

使用することにより~~倍，ねの検脱が可能であり ， さら

に原形質を染色することによりその存(Iが判定しやす

い附1¥1な方法を考案したので宇Il告する。その方法の概

裂を次に示す。

1. 採集した試午、| の~rtl)を試験管にとる。(試料は

生でもフォノレマリン回定したものでもよい。)

2. に酢円安カーミンを迎ill:1J1lえ数分間放置する。

3. 試本|を洗殿させ，上澄被をJf:て.7kを1mえよく

撹持する。

4. 3 を 2~3 固くりかえす。

5 余分な酢問主力 一ミンが7j(!JI:されたなら，資本|を

スライドグラス上にとり ， 電存!~ ~~ をmいて ~J~ t.鼠て" 1JII熱

し ， 完全に乾燥する前に1JI 時~\を仁1 '1折し後は余熱で乾燥

する。

6. Canada balsam (Xylen巴でかなり五ijめたもの

を使用する)で封入し少し加熱する。
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Figs. 1-3. Light micrographs of living cliatoms. 

Fig. 1. Achnanthes bγevites AGA I~D" var. inter-

media (KOTZ.) CL8VE (girclle-view). 

Fig. 2. Cymbella tusilla GRUN. (valve-view). 

Fig. 3. Nitzschia inconsticua GIWN. (girdle-

VI巴11')

上記の方法でプレパラートを作製し 1， 000倍の倍率

で 1lÎi~診したのが Figs. 1-3である。このよ うに日l音寺ご

での矧祭が"r能であるために極の同定に重要な袈素で

あ る殻面の条*)~などが明 11京であり ， また ， 1京形11が染

色されていることによりそのli'!ll認がni'j1ljにでき， t采集

¥1与における出II¥}I包の生死の判定が容易である。さらに，

乙の方法を)fJいることにより 11'，3;11.1'11刈頻度も谷易に算

定できることも利点、の lつといえよう。

近畿大'下教長調I(5i7大阪1(.f点大阪市小岩証 3-4-1)

The Faculty 01 General Education， Kinki University， 

Osaka， 577， Japan 

Jap. J. Phyco1. 26 (2) : 68. 1978 
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海産緑藻 Dunαliellatertiolectαの生育に及lます Mnの影響

野呂忠秀

Effect of Mn  on the growth of a marine green alga， 

Dunαliellαtertiolectα 

Tadahide NORO 

NORO， T. 1978. Effect of Mn on the growth of a marine green alga， Dunaliella tertiolecta. 
Jap. J. Phycol. 26: 69-72. 

The effects of Mn at various concentrations on the growth， protein， carbohydrate and 
chlorophyll of Dunaliella tertiolecta BUTCHER have been studied. The cells were grown 
in batch culture in a medium used by JOHNSON et al. (1968). Th巴 cultureswere kept at 

20・C，12: 12 LD and 5，000 lux. The cells were analysed during the stationary phase of 

growth. Significant differences in growth and cell contents appeared at various levels 

of Mn. The growth was optimal between O. 1 and O. 5 ppm. The toxic effect on the 

growth became apparent above 10 ppm and the addition of Mn at the concentration of 

16 ppm resulted in the rapid death of the cells. The cells grown at Mn less than O. 1 

ppm decreased in growth rate and cell length. Carbohydrate and protein also decreased 
in contents， while chlorophyll contents remained unaffected under this experimental 
condition. Chlorosis arose as a result of the reduction of chlorophyll contents when 
grown in medium lacking both Fe， which is known as hydrogenase activator， and Mn. 
It is interesting to know that the occurrence of this phenomenon was manifested exclu-
sively under the depletion of these two elements. As a result， it is suggested that D. 
tertiolecta is a hydrogenase・containingalga and its chlorophyll is stable in contents under 

the depletion of Mn alone. 

Tadahide Noro， Laboratory 01 Marine Botany， Faculty 01 Fisheries， Kagoshima 
University， Kagoshima， 890 Japan. 

藻類にとってマンガン (Mn)は微量必須元素であり

(REISNER and THOMPSON 1956)，低 Mn海域では

藻類の生育が抑制される可能性があると言われている

(HARVEY 1947)。務:JJiの生理及び代謝に及ぼす Mn

の影響については多くの報告があり (武田 1970; 

O'KELLEY 1974)， その役割としては，種々のリン酸

転移酵素や脱炭酸酵素を賦活することと，光合成の酸

素発生系に必要であることが知られている (BOWEN 

1966 ;岩崎 1967)。

海産の単細胞緑藻Dunaliellatertiolecta BUTCHER 

については，種々の微量元素の栄養生理学的研究が行

われているが， HARVEY (1974)は，本種 (Chlamy-

domonas sp.として)の生育に低濃度の Mnが必要

鹿児島大学水産学部海洋基礎生産学講座
(890鹿児島市下荒田 4-50-20)

であることを調べ， 一方 RILEYand ROTH (1971) 

は，本種に含まれている Mn量を分析している。し

かし本種における Mnの栄養生理学的側面について

は不明の点が多い。

筆者は本種の Mn吸収機構を解明するため研究を

行なっているが， 今回，培地中の Mnが本種の生育

及び代謝に与える影響について若干の知見を得たので

報告する。

材料と方法

実験には北海道立栽桔漁業センターより保存種の分

与をうけ，藻体をマイグロピペット洗浄法によって無

菌化して溶養を行った。 t音養液は JOHl"SONet al. 

(1968)の培地を一部改変し (Table1)，無菌テスト
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Table 1. Composition of culture medium*. 

NaC1 2.4 E 

MgC12・6H20 1.5 E 

MgS04.7H20 0.5 E 

XC1 0.2 E 

CaC12 0.2 E 

KN03 1.0 E 

NaHC03 0.043 g 

TRIS 2.45 E持勢

K2HP04 0.045 g 

Fe-EDTA 3.64 mg 

El1l'A・2Na 1.89 mg 

ZnS04・7H20 0.087 mg 

H3B03 0.61 mg 

CoC12・6H20 0.015 mg 

CuS04・5H20 0.06 mg 

MnC12 0.23 mg後骨骨

(即4)6M07024・4H20 0.38 mg 

H20 1，000.00 m1 

* Modified from medium used by ]OHNSON et 

a1. (1968). 
料 Adjustedto pH 8.0 with HC1. 

判事 Stockmanganese solution: Dissolve 1. 000 g 

of manganese metal (99.99;引 inthe minimum 

volume of HNOa (40%). After evaporating 

to dryness on a water bath， again dissolve 
in 10 ml of conc HCl and di1ute to 1，000 ml 
with H20. 

には 2216E及び STP培地を用いた。培養は 15ml 

容のねじ口試験管に 5mlの培地を入れ， 20.C， 5，000 

lux，明暗周期 12:12時間で静置t音養した。添加した

Mnは，片状金属 Mn(純度 99.99%)1. 000 gを少

量の硝酸 (40%)に溶かし蒸発乾回したのち 10ml濃

庖酸で溶出し，塩酸濃度が 0.1Nになるよう再蒸留

水で希釈し， 1，000 mlの保存液とした。細胞数はト

ーマ血球計数盤により測定し，グロロフィル量のiJllJ定

には ]EFFREYand HUMPHREY (1975)の方法を用

いた。叉，粗蛋白呈は 1N 7.K酸化ナトリウムで 3時

間室温で抽出し， LOWRY変法 (HARTREE1972)に

よってアルブミン量に換算した。粗炭水化物は細胞懸

濁液をそのまま DUsOlSet aI. (1956)の方法によっ

て分析しグルコース量に換算して求めた。尚，細胞の

生長及び成分合有量は倍養開始10日後に測定した。

結果

細胞分裂速度及び細胞の長さ。培地中の Mn濃度

を変化させて培養し， 10日後(定常期)の細胞数を求

めたのが Fig.1である。また， Table 2は格養開始

3-5日後(対数増殖期)の細胞分裂速度と添加 Mn量

の関係を示している。それによれば本種は 0.1-0.5

ppmMn付近で最大分裂速度を示し， 16 ppm Mnで

は完全に生長が阻害された。更に細胞の長さも 0.1-

0.5 ppm Mn 添加域で最大となった (Fig.2)。

∞
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Fig. 1. Effect of Mn on the growth of Duna-
liella tertiolecta kept at various levels of Mn in 

batch cuIture for ten days. Cells were incubated 

at 20.C， 12: 12 LD， 5，000 lux. 

Table 2. Mn effects on the growth rate 

constant (K) of Dunaliella tertiolecta incu-

bated at 7 concentrations from 0-16 ppm Mn 

at 20・C，12: 12 LD， 5，000 lux. K is calculated 
1 N 

from K= T2':::'TてlogN:' where N is the 

cell number at the early period during the 

exponential phase， and N1 and N2 are the 

numerical values at 3-day (T1) and 5-day 

(T2) growth， respectively. 

Conoen主rationof Mn 

in medium (ppm) 
K 

0.00 0.08 

0.01 0.22 

0.10 0.38 

0.50 0.38 

1.00 0.30 

10.00 0.26 

16.00 0.00 

粗蛋白及び組炭水化物量。培地への Mn添加量と

細胞中の粗蛋白・粗炭水化物量との関係を Figs.3， 4-

に示した。それによれば細胞中の各成分合有量は会Mn

欠乏の影慢を受け， 0.01-0.1 ppm Mn 添加域で比較
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Fig. 2. Effect of Mn on the cell enlargement 
of Dunaliella tertiolecta kept at various levels of 
Mn in batch culture for ten days. Cells were 
incubated at 20・C，12: 12 LD， 5，000 lux. 
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Fig. 3. Protein content of Dunaliella tertiolecta 
grown at various levels of Mn in batch cultu問

for ten days. Cells were incubated at 20・C，
12 : 12 LD， 5，000 lux. Protein was analysed using 
the method of HARTREE (1972). 

的高い1直を示した。

クロロフィル量。細胞中のグロロフィル量と添加

Mnとの関係は，上記の組蛋白や粗炭水化物量とは様

相を異にする。即ち細胞中のグロロフィル量はMn欠

乏培地においても殆んど低下しない (Fig.5)。一方，

Table 3は培地中の Fe及び Mnの有無がグロロフ

Noro， T.: Effect of Mn on Dunaliella 71 
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Fig. 4. Carbohydrate content of Dunaliella 

tertiolecta grown at various levels of Mn in batch 
culture for ten days. Cells were incubated at 

20・C，12: 12 LD， 5，000 lux. Carbohydrate was 

analysed using the method of DUBOIS et al. 
(1956) . 
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Fig. 5. Chlorophyll a content of Dunaliella 
tertiolecta grown at various levels of Mn in batch 
culture for ten days. Cells were incubated at 

20・C，12: 12 LD， 5，000 lux. Chlorophyll a was 
analysed using the method of JEFFREY et al. 
(1975) . 

イル量に与える影響を見たものである。その結果，細

胞中のグロロフィル量は Mn欠乏の影響を受けない

が， Mnとともに Feをも欠いた場合，細胞中のクロ

ロフィル量は減少し， その量は Feのみを欠いた場

合よりも低く，白化(グロロシス)状態を呈した

(Table 3)。

Table 3. Chlorophyll a and b of Dunaliella tertiolecta grown in batch culture in 1 ml of media 

with and without Mn and Fe for ten days. Cells were incubated at 20・C，12: 12 LD， 5，000 lux. 
JM culture medium shown in Table 1， JM-Mn=Mn-deficient JM medium， JM-Fe=Fe deficient JM 

medium， JM-Mn=Mn-and Fe-deficient JM medium. 

(1) ( 2) (3) (4) ( 5) (6) 

E・diWD Ce11 BO./ml Chl.a/ml Chl.a/ce11 Chl.b/m1 Ch1.b/ce11 Chl.a/Chl.b 

(x104ce11s/ml) (酔d叫} (xlO-3酔8'，/104ce118) (同:lm1) (xlO'・3μ&/1040e118)

3M 452土63 0.63土0.08 1.39 0.15土0.02 0.33 4.21 

3M-Mn 331土26 0.49土0.03 1.45 0.13土0.01 0.39 3.11 

3M・Fe 349士35 0.31土0.03 1.06 0.09土0.01 0.26 4_08 

3M圃，Mn，Pe 353土27 0.30士 0.02 0.85 0.07土0.01 0.20 4.25 

(3)=(2)/(1)， (5)=(4)/(1)， (6)ー(3)/(5)，土 3.D_
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考察

藻類が生育する際に微量の Mnを必要とすること

は既に述べたが， HARVEY (1947)は本種 (Chlamy-

domonas sp.として)の増殖が 0.5-2.0mg Mn/m3 

(0.5-2.0 ppb Mn)で促進するとした。しかし今回の

結果から本種を静置培養する際には， 0.1 ppm程度

の Mn添加が好ましいことが， その細胞分激速度と

細胞内成分含有量から推察された。 I肖，この 0.1ppm 

Mnとは，これまで藻類の培養に使用されてきた人工

培地中の Mn量にほぼ一致するものである。

種々の海産植物プラングトンや微細藻類の蛋白質や

炭水化物量が調べられた例は多い (PARSONS et aI. 

1961)。しかし培地中の Mn が細胞中の蛋白や炭水

化物量に与える影響についての報告はない。今回の実

験により本種細胞中の粗蛋白と粗炭水化物量が Mn

欠乏の影響を受けていることが明確になったが，これ

は各種酵素~jの賦活剤としての機能を Mn が有する

ことを考えれば当然のことと思われる。

本種のクロロフィル含量については ]EFFREY

(1961)の報告がある。 しかし， これについても培地

中の Mn添加量との関係を調べた例は少ない。 CON-

STANTOPOULOS (1970)によれば Mnは Euglena

gracilisの生長を促進するが，クロロフィル量には影

響を与えないことが知られている。本種においても，

Mn欠乏によるクロロフィルの減少は見られなかった

(Fig_ 5) 0 KESSLER (1968)は， Mnが欠乏しでも白

化が起きない藻類には hydrogenaseが存在すると述

べている。そこで本実験において hydrog己naseを賦

活すると言われている Fe(W ARING and WERKMAN 

1944)を Mnと共に培地中から除去して培養したと

ころクロロフィル量が減少し明らかに白化が見られた

(Table 3)。従って，これらの結果から本種には hy-

drog巴nas色が存在する可能性も示唆された。

終りに本稿の御校関を賜った北海道大学，lE置富太

郎教授，ならびに貴重な材料を提供して下さった北海

道立栽培漁業総合センター，四浜雄二階士に厚く御礼

申し上げる。
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〔総説〕

薬剤と Lてみた海藻

西津一俊発

Marine algae from a viewpoint of pharmaceutical studies 

KAZUTOSI NISIZA W A 

NISIZAWA， K. 1978. Marin巴 algaefrom a viewpoint of pharmaceutical studies. ]ap.]. 

Phycol. 26: 73-88. 

Various marine algae have been usヨdas human food， particularly in ]apan， and there 
are many important alga巴 amongthem from a pharmaceutical standpoint. Some of r己C己nt
resuIts from the studi邑sof this fi巴ldare describ巴din th巴presきntreview. 

Th巴marinealga巴containvarious fr巴巴 aminoacids which do not occur in higher plants. 

Of these amino acids， some ar告 usefulfor pharmaceutical purpose. For exampl巴， domoic 

acid from Chondria aγmata as weIl as a・L.kainicand .aIlo・kainicacids from Digena simplex 
are known to b邑巴xeIlentanth巴lmintics，and laminine which is widely distributed in the 

Laminariacea巴 isan 印 tihypert巴nsivecompound. Intravenous injection of its 10 to 30 mg 
p母rKg (rabbit) caus己da positive巴仔巴ct.

From such alga巴 asMonostroma nitidum and Porphyra teneγa， several kinds of b巴taines

were isolated， and s.homob己tainewas particularly eff巴ctiveto depress the plasma choles-

terol levels of rats fed with a basal di巴tcontaining exog匂lOUScholesterol. Similar hypo-

cholesterolεmic activity was found with alginates of a certain region of DP， and with 
some iodinョ organiccompounds such as mono-and diiodotyrosines which occur widely 

in brown algae. Fucosterol which is a typical st巴rolof marine brown algae also showed 
this hypocholesterolemic activity in the same grade as that of s-sitosterol. On the other 

hand， sulfated polysaccharid巴s，particularIy from brown algae were effective as the anti-

bloodcoagulant and antihyperlipemia ag叩t. It is further noticeable that the mucilaginous 

polysaccharides extract巴dfrom some marine alga巴， esp巴ciaIly from Sargassum horneri 

showed a remarkabl色 antitumoractivity against Sarcoma“ 180 solid tumor ceIls as weIl as 

EhrIich-ascites and -solid tumor ceIls transplanted to mice. 

From some red algae b巴longingto th色 Rhodomelac巴ae，a variety of brominat巴dphenoIic 

compounds have been isolated and most of them were found to have an antibiotic activity 

against various kinds of bacteria and fungi. Furthermore， the seaweeds contain most of 
vitamins found in other foods of vegitable and animal origins， but some of the algae 

concentrate particular vitamins more than the latters. 

There have been published a s三n己sof works to att巴mptto protect the body from the 

contamination of poisonous metals such as strontium and cadmium using marin邑 algal

acidic polysaccharides. 

Kazutosi Nisizawa， Department 01 Fisheries， College 01 Agriculture and Veterinary 
Medicine， Nihon University， Shimouma-3， Setagaya， Tokyo， 154 Japan. 

*日大農獣医・水産(東京，世田谷区下馬 3，〒154)
Dept. Fish. Coll. Agr. & V己t.Med. Nihon 

Univ.， Shimouma-3， Setagaya， Tokyo， 154. 
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緒 言

わが国の住民と海藻との聞には，四面海に固まれて

いる園だけに密接な関係がある。歴史的事実からも原

住民がその食生活へ利用していたことは事実である。

例えば日本列島で l万年もの背の人聞の住居と思われ

る遺跡にも，現在食用にしているアラメ (Eisenia

bicyclis) ，ホンダワラ (Sargassumfulvellum)，ヒジ

キ (Hizikiafusiformis)，ワカメ (Undariapinnati. 

fida)などの残骸がみられる 1)。 また， 大和朝廷の祭

礼の際にも既にの海藻が必ず神前に供養された記録も

あるしまた万葉集に他の生物と共に出て来る海藻の

こと考えても，日本史上の古から，大和民族と海藻と

は既に深い繋りがあったように恩われる。

日本人の食生活において，海藻のもつ有効成分が科

学的に考えられるようになったのは，比較的最近のこ

とではあるが，海藻をよく食べる特定の海藻地方の人

々の寿命が長いことが，統計的に明かにされたのもそ

の発端となっている九 これらには必ず何らかの根拠

があるはずであるが，それは従来民間の俗説の域を脱

し得なかった。しかし，ここ30年ぐらいの聞に実験動

物などが使われ，栄養効果または薬理効果試験も行わ

れ，海藻の有効性も次第にその科学的基盤を確保する

に至った。しかしまだ未詳の点も多く，学問的には将

来に期待されている領域といえよう。

1. 海藻の多糖8，4)

一般に食用とされている海藻は，主として緑藻・褐

藻・紅藻植物の 3藻門のいずれかに属している。例え

ばアオザの仲間 (Ulva属)や振掛海苔などに利用さ

れているアオノリの仲間 (Enteromorpha属)は緑藻

であり，最も普通に食用されるコンブの仰間 (Lami-

naria属)， ワカメやヒジキは褐藻，いわゆる海苔

(PorPhyra属)とか寒天原藻のマク+の仲間 (Geli-

dium属)，乳製品のゼリー化などに使われるカラゲ

ナン原藻としてのツノマタの仲間 (Chondrus属)や

スギノリの仲間 (Gigartina属)は紅藻に属する海穫

である。

(a)緑藻緑藻には貯蔵性多糠として，一般陸上高

等植物のデンプンとほぼ同質(平均残基数，百，は低

い)のデンプンがあり，多くの緑藻には共にアミロー

スとアミロベタチンが存在する。緑藻の細胞壁多糖

(細胞壁を構成し， 水やアルカりでは簡単に抽出され

ない部分)は種類により異るものもあり，例えば各細

胞の隔壁がとれて多核性の大きな管状細胞となってい

る管状藻には，セルロースはなく，高等植物のものと

は異る結合様式のキシラン(キシロース縮合体)もし

くはマンナン(マンノース縮合体)をもっている。も

ちろんアオサやアオノリではセルロースが主要部を構

成している。この外に陸上植物のへミセルロースとは

糖残基成の違うへミセルロース(水では抽出されない

がアルカリでは抽出される)もある。なかには，ラム

ノースを主構成糖とするエステル硫敵(糖残基の一部

に結合しているもの)多糖(ラムナン硫酸)をへミセ

ルロースとしているヒトエグサ (Monostromaniti-

dum)やヒラアオノリ (Ent.compressa)のような緑

藻もある。

この外に，緑藻には水溶性(水または温熱水で抽出

される)粘質多糖もある。例えば，アオサやアオノり

には，ガラクトース (Gal)，メチルガラタトース(Me-

Gal) ，ラムノース (Rha)， キシロース (Xyl)，グル

コース (Glc)，グルタロン酸 (GlcUA)，エステル硫

酸などから成る含ウロン酸 (UA)硫酸多糖があり，

その多くはタ Yパク質と結合し，複合多績を形成して

いる。また上記と中性糖は同種であるが UAをもた

ない中性多糖硫酸をもっ緑藻もある。 ミル (Codium

属)，イワヅタ (Caulerpa属)シオグサ (Cladophora

属)などその例である。

(b)禍藻褐藻の貯蔵性多楕はデンプンではなく，

ラ州ナランの呼ばれる水溶性グルカン(グルコースの

みから成る多糖)である。これと同じ仲間の多糖はキ

ノのコ細胞墜にもあり，またコムギやオオムギの水溶

性またはアルカリ可溶のへミセルロース画分にもあ

る。褐藻には一般に DPの低いセルロースがあり，ま

た Xylを多く含むへミセルロースなどもあるらしい

が，その性質は明らかにされていない。

褐藻に特有な多槍はアルギン酸で，これは糖残基の

C6の位置が中性多糖(セルロースなど)の CHzOH

の代りに COOHとなっている酸性多糖である。そ

の構成精としてアルギン酸分子にはマンヌロン酸

(ManUA)とグルロン酸 (Gu1UA)の2種があり，

ManUAプロックと Gu1UA プロックと，両者が種

々の順列で列ぶ混合プロックとがある。これらプロッ

クの長さや分子を占める割合などが，分子鎖長と共に

この酸性多糖の物性を支配する。ほとんど例外なく，

このアルギン酸が褐藻に属する各種藻類の粘質多糖の

主要成分となっている。しかしアルギン酸はアルカリ

可溶で酸には不溶であるが，褐藻にはこのほかに，水

や酸に可溶の褐藻特有の硫酸多糖がある。それは，フ

コイダンやサルガッザンといわれる硫酸多糖である。

これによく似た構成成分ではあるが，むしろアルカリ
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によく溶け出してくるアスコプイランもある。いずれ

もウロン酸をもっ含ウロン酸硫酸多糖である。

アスコフイランは，Ascophyllum nodosum (北欧

海岸に多く日本近海には全くみられない)から初めて

抽出されたのでこの名称がつけられた。フコース

(Fuc) 25%， Xyl 26%， Na-UA (ただしこの場合は

GlcUAが主成分)19%，エステル硫酸 (NaS03-基

として)13%から成り，それにタンパク質が結合し

ている九すなわち，グルタロノキシロフカン硫酸ー

タンパク質複合体である。フコイダンは，市販の“根

コンブ"などの切片をコップの水の中に入れておく

と，抽出されて来る粘質多糖で，糖残基40-50%(う

ち UA2.6-20%)，硫酸基(エステル硫酸)2.5-

30%で，その糖組成をモル比でみれば， Fuc:Xyl: 

GlcUA=2. 5-14: 1: 1. 8-3. 0で，それに少量の Gal

がある幅広い構成糖比スベクトルをもっ酸性多糖であ

る。

フコイダン(広義の“フカン")の化学的研究は，外

国では，Fucus vesiculosus， F. spiralis (ヒパマタ属)， 

Laminaria hyperborea (コンブ属)， Himanthalia 

lorea (ヒバマタ科)などの褐藻を材料とし，わが国で

はワカメなどが最もよく利用されている材料である。

因に，H. loreaのフコイダンは，硫酸基 38%，Fuc 

56.7%， Gal 4%， Xyl 1. 5%， UA 3%でありベワ

カメの代表的試料では， Fuc 14-24%， UA 8-16%， 

硫酸基 6-68%(モル比では約 1: O. 3-0. 9 : 1. 3-0. 7) 

であるが，試料によっては，この外に GalもXylも

Araも含むものである"a，4旬。
ザルガッサンは最初 Sargassumlinifolium (ホン

ダワラ属)から得られたフコイダン系硫酸多糖で，タ

ンパク質(約 4%)と複合体を作り，その糖質部は，

Fuc: Xyl: Man: Gal: GlcUA=2. 5: 2. 5: 1: 8. 4: 4.6 

(モル比)から成り，約 18%硫酸基を含む30)。従って

ヒバマタの属フコイダンと顕著な相違は，マンノース

(Man)をも構成糖とする点にある。

褐藻にはこのように，一連の含ウロン酸硫酸多糖が

存在することが特質である。

(c)紅藻 アサクサノ日などの仲間を除いては，紅

藻一般にはセルロースは存在することになっている。

紅藻には，陵上植物はもちろんのこと，緑藻や褐藻に

もない珍しい多憶が多い。貯蔵性多糖としては，アミ

ロベクチンとグリコーゲンの中間位の紅藻デンプンが

あり，また細胞と細胞の聞を埋めているアガールやカ

ラゲナン系多糖がある。これらの粘質多糖は熱水でよ

く抽出され，よく似た物性を示すが，ゲル形成能には

大きな差があり，またその棒組成も違う。アガールは

Dーガラクトース (D-Gal)約 50%を含み，その残部

は， 3，6-アンヒドローL-ラタトース (3，6-A-L-Gal)， 

Lーガラクトース (L-Gal)，メチルガラタトース (Me-

Gal)が種4の割合から成っており，不均一分子系で

ある。またカラゲナンは，スギノリ科紅藻(ツノマタ，

スギノリ ，Gigartina属， lridophycus属など)，イ

バラノリ科紅藻(イパラノリ，サイダイバラなど)，ス

ズカケベニ科紅藻 (Furcellaria属など)やオオムカデ

科紅藻 (Eucheuma属など)，いずれもスギノリ自に

属する紅藻から採れる粘質多糖の総称で，やはり不均

一分子系をなす。例えばK カラゲナンは D-GaI60%，

3，6-A-D-GaI50%，硫酸基 7%から成るし，Aカラ

ゲナンには硫酸基は 35%もある。従ってカラゲナン

とアガールとの構成残基の違いは，前者の 3，6-A-Gal

はD-系であり，後者では L-系であることと，アガー

ルには上記の外に硫酸基が 4-10%ほかに，少量のエ

ステル結合をするピルビン酸が含まれていることにあ

る。またカラゲナンには Me-Galがほとんど見出せな

い点も大きな違いである。

わが国では古来から糊にするフノリの主成分多踏フ

ノランはフグロフノリ (Gloiopeltisjurcata)などフ

ノP科紅藻の粘質多糖で， Gal: 3，6-A-Gal比はほぼ

1に近い分子もあるが(ゲル化力最大)， 後者が Gal

I 5-18%程度しかない分子群もある。また Me-Gal

を含む分子もあるが，その硫酸基は一様に Galの

1.2-1.7倍も含む硫酸多糖である4C)。

アサクサノリは同じ紅藻でも，植物系統学的には下

等な原始紅藻に属し，既に述べたようにセルロースは

なく，その代り厚いアンナン層をもっ。またポルフイ

ランと呼ばれるカラゲナン類似多糖がある。不均一分

子系で， D-GaI24-45%， Me-GaI3-38%， 3，6-A-L-

GaI5-19%のほかに L-Gal硫殴 6-11%(アガール

やカラゲナンには少量の L-Galが含まれてはいる)

から成り， D-Galと Me-Galの和は 3，6-A-L-GaI

と L-GaI6Sの和にほぼ等しい点や糖組成の点では

アガールによく似ているが，エステル硫酸含量やその

C6-結合 (6S)の点ではカラゲナンに似ている。この

ように，釘藻には， D-と L・の両型の Galと， 3，6-

A-L-Galか 3，6-A-D-Galかを含み， またそれらの

Me誘導体をもち，水溶液では糊状から硬いゲルを作

る様々の粘質多糖が存在している。

以上緑・褐・紅の海藻における各藻門に特徴的な種

々の多糖を，その構成糖組成の違いの面から述べたが，

これらはまたそれぞれ特有の糖残基聞の結合様式をも
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Table 1. Sugar composition of various marine algae in 3 algal phyla. 

Glc; glucose， Gal: galactose， Man; mannose， Fuc; fucose， Rha; 1・hamnose，Xyl; xylose， uro; 
uronic acid， G1cUA; glucuronic acid， ManUA; mannuronic acid， GulUA; guluronic acid， S04; 
ester sulfate， examples of amount; Glc>glc> (glc). 

Mucilaginous 
po1ysaccharides 

Cellulosic 
fraction 

Algal 

species lSolub1e in water副UI
dilute a1ka11) 

Hemicellu10sic 
po1ysaccharides 
l:;olub1e in conc. 
a1kali) 

(Inso1ub1e in conc. 
叫 kali)

Ch1oro向 ta

盈主主盟旦旦nl!!!.sp. ( 7方Jリ&1

U1v呈並並単車 (7l1'サ晶3

E且通Z邑通 sp. ('Jロレラ昼3

Phaeophyta 

E笠盟 sp. (t:J何"..>

単坐註旦且旦盟旦旦皇呈 (~D 誹』

註型組笠主主 sp.

8ar鍾呈皐且旦 sp.

耳hodophyta

tコシヲ・'&>

t車シゲヲラ晶3

Ga1， 4-0-Me-ga1， 
L-Rha，五y1，G1c， 

G1cUA， 504 

.'uc， Xy1， G1cUA， 

Ga1， ManUA， 804' 
Gu1UA， msn or 
(m皿)， Ara or ara 

Xy1， L-Hha， glc， 

Ga1， Ara. or (町a)，
(皿an)，or (xy1) or 

(rha) 

Fuc， Xy1， G1cUA， 

Ga1 or gal 

G1c， ara or (ara) ， 
(xy1) ， rha 

G1c. fuc， xy1 or 
(fuc). (xy1).目。

生誕立主 sp.

坐込畠且旦 sp.

( 7?Jリ晶3

fテシグ，.&l

D，L-Ga1， Xy1， 804・
6・0-~le-ga1 ，

Xyl， gal， Tlan G1c， xyl， (gal) or 
(xy1)， Man 

E担単語呈 sp. ('YJマタ畠} 3，6-A-D，L-Ga1 

些odymen主皇盟通鮭呈 ('J'iは】

っており，多糖分子としてはいずれも著しく複雑な構

造である。しかし，これらの中には人体に何らかの薬

理効果を示すものが多い。いまこれらの多糖の糖残基

成分を藻門別にまとめてみる (Table1)。

2. アミノ酸および類似化合物

(a)タンパク質とアミノ酸:海藻には陸上植物には

あまり見られない珍しい遊離アミノ酸が幾種類も含ま

れているが，海藻のタンパク質それ自体には，陸上植

物のものとほとんど同種のアミノ酸を含み，従って消

化率もほぼ同程度である。遊離アミノ酸含量は，海藻

の成長期，四季，葉状体の部分などによって呉るが，

一般には葉柄から 2/3位の所が最も高いとされ，夏よ

り冬の方が，また秋より春の方が高い。種類によって

は 4-5%(乾量)しかないものもあるが，アサクサ

ノリ (Porphyratenera)やスサピノリ (P.yezoensis) 

などいわゆる海苔では 20-40(乾量)に達し，ほぼオ

ート麦とか， トウモロコシにも匹敵する九

(b)カイエン酸およびドウモイ酸:紅藻マクリ (Di.

genea simplex)から， 駆虫効果のあるプロリン誘導

体2種が単離され，これはカイニン酸およびアロカイ

ニン酸(アタリの別名海人草に因む)と呼ばれ，それ

は次のような構造であることが分った。従来よく用い

られた駆虫剤のサントユンとは全く別種の化合物であ

り，その効力もカイニン酸より劣る町。

次で，マクリと同科のハナヤナギ (Chondriaar. 

mata)からもカイニン酸などと同じように駆虫効果の

ある物質が単離されたが，これも母藻の俗称に因んで

ドウモイ酸，(ドウモイはハナヤナギの方言)と名付け

られ，次のような構造式が与えられたη。

1が .CH.COOH

、N"、COOH

..-L-Kainic acid 

CH， 

。いいyCH.
CH，V-、。

~-8an色。nin

12ヌぱ::OH

..-L-Allokainic acid 
(An isomer of kainic acid) 

HdtuZOH  

Domoic acid 

(c) ラミ=シ最初ミツイシコンブ (Laminaria

angustata)からマウスの血圧を降下させる効果のあ

るアミノ酸が単離され，母藻の属名に因んでラミニン

と名付けられ，次の構造が決定された830

+ 
(H.C)iNoCH.CH.CH.CH. CH COOH 

NH. 
+・

Ie.皿inine

ラミニンの LD同値はマウスで 394mg/kg (静注)， 

2. 98-3. 57 g/kg (腹腔注)であり，その 10-30mg/kg 

静注でウサギの血圧が一過性的に降下し，また血圧降
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下の際心拍数は変わらない。小腸，血管などの平滑筋

を弛緩する作用もある。従って，平滑筋の収縮を起す

アセチルコリンやヒスタミンの働きを圧える。

その後ラミユンは， ミツイシコンプ以外のコンブ属，

マコンブ(L.japonica).ホソメコンプ(L.religiosa). 

ゴヘイコンブ (L.yezoensis). トロロコンブ (Kjell-

maniella gyrata)などやスジメ (Costariacostata)， 

ネコアシコンプ (Arthrothamnusbijidus). アラメ，

カジメ (Ecklomiacava). アントクメ (Eckloniopsis

radicosa) • ワカメ (U. pinnatijida). ヒロメ (U.un-

darioides) • チガイソ (Alaria crassifolia)などのコ

ンブ科(Laminariaceae)藻類からも検出された (0.01

-0.1μM/g)乾燥藻体)町。

(d)ベタイン類:緑藻のヒトエグサ (Monostroma

nitidum)や紅藻のアザタサノリ (Porphyratenera) 

から次にその構造式で示すようなベタイン類が単離さ

れ，その薬効が試験された。これらのうち，ラットに

与える飼料中に 1%コレステロールを混ぜ， それに

0.12%のベタインを混ぜたものと混ぜないものを与

えた後の血築中のコレステロール水準を比較すると，

ベタイン入りの飼料では対照区の 70%程度で留った。

但しこの際肝臓中のコレステロール水準には影響がみ

られなかった。 この作用は Pーホモベタインが最も強
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3. 脂 質

季節により著しく変動し，例えばスジアオノリ (E. 藻藻のエーテル可溶画分には，中性脂肪類や油分の

prolifera)とアオサの 1種 (U.lactuca)の1-3月 ほかに，ステロール類があるが，褐藻ではまだコレス

における含量を示す (Table2)。この両海藻共に一般 テロール検出されていない。褐藻エゾイシゲ(Pelvetia

的に 1月と 2月におけるある種のアミノ酸の含量は WIなhtii)からベルベステロールと名付けられたステ

かなり特徴的に変動しており，また3月には全般に高 ーロルが単離されている。これらのエーテル可溶の不

い。次に，緑・褐・紅藻の 5，6月の試料におけるその 鹸化物画分には，隣臓リバーゼの賦活効果がある。ま

含量を比較してみると. Table 3に示すように，藻門 たコンプからの脂肪不鹸化物中のビタミンA含量は眼

の違いによると思われるような明かに特徴的な含量の 鏡印肝油とほぼ同じ位であるという (C.L.O.で表かす

差異が観察された。ワカメなどの旨味の一つであるグ と，それぞれ 107.4x 118.2である)14)。

ルタミン酸含量は，ワカメが最高である。 s-アミノ酸 また，褐藻のマツモ (Analipusjapanica (新)=

またはその誘導体では， 緑藻アオサには Dーシステイ Heterochordaria abientina (1日).食用に供される〕

ノリン酸が圧倒的に多いのに反し，タウリンが低いこ のエーテルに可溶画分を餌に 27mg/ラット/日の割
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Table 2. Changes in the contents of free amino acids of EnteromorPha prolifera and Ulva 

lactuca during January to March (μg/g dry weight). 
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合に混じて与えると，この海藻粉末 5%混入餌を与え 高脂質の傾向になると L、う。恐らく乾燥から身を護る

た時と同じ程度に血液中のコレステロ{ル水準を低下 ためと思われる。

させた(約 12%)16，16)。これは褐藻一般に存在するフ またヒジキからのエーテル可溶画分から !Jロロフ

コステロールの効果と思われる。この効果はラットで ィル分子の一部を形成しているフィトールが単離され

の生体実験より難で、行った方がさらに有効に現われた。 ているが，これはやはり勝臓リパーゼの賦活効果を示

なお，この褐藻から得たフェオフィチンやフェオフォ した問。

ルピドなどのクロロフィル系色素画分も同様の効果を 4. 沃素および臭素有機化合物

示した。 フコステロールの効果は同時に用いた Pーシ (a)沃素有機化合物:褐藻たとえばマツモ，コンプ，

トステロールの効果とほぼ同じ程度である 17)。このよ ワカメ，オオパモク属や紅藻のイトグサ属には，沃素

うなエーテル可溶画分は量的には一般的に多くはなく， 原子が 1-3個結合したチロシン誘導体がある。乾燥

例えばコンブ属では 1%(乾重)に過ぎないが，エゾ マツモの例でみると，モノ沃素チロシン1.49mg %， 

イシゲ属の Pelvetiacanaliculataのように 8%(乾 ジ沃素チロシン 2.06mg%，トリ沃素チロシン

重)もある藻もある。一般に海藻が干潮に晒されると 2.41mg %，チロキシン(甲状腺ホルモン)2.84 mg 



特に紅藻からのものが強かった。その後その主成分は

臭素化フ z ノール化合物であることが分った (Table

4)田〉。

紅藻の臭素化フェノール化合物としては，いろいろ

なものが知られているが，代表的なものを次に示す。

いずれも各藻体からのアルコール抽出をさらにエーテ

ル抽出して得られている剖〉。

これら I-Xの臭素化フェノール化合物の抗菌性は

およそ次のようである。 StaPhylococcusaureus 20， 

Pseudomonas aeruginospae， Proteus vulgaris HX. 
19， Salmonella pullorum， Escherichia coli 8057， 

Klebsiella pneumoniae ST 101， Saccharomyces 

uvarum 7016， Pichia membranaeIaciens K-17， 
Schizosaccharomyces pombe diner 0-77， Aspergil. 

lus niger， Fusarium moniriforme IAM 5062， Tri. 

choderma T-l ATCC 9645 IAM 5061， Pennicillium 

citrinum 2125の細菌および菌に対して，成育阻害の

極少量(μg/ml培地)は，それぞれおよそ， 1 は20，11 

は 29，IIIは 41，IVは 42，Vは 79，VIは 106，VIIは

32， VIIIは 22，IXは 66，Xは 15前後であった。

5. 海藻酸性多糖の薬理効果

(a)抗血液凝固作用と抗高脂血鎌作用:動物起源の

硫酸多糖のうち，ヘパリン (GlcUAとグルコサミン，

GlcAと硫酸基から成る多糖)が抗血液凝固作用があ

り，血液粘性を下げたり血液リバーゼを賦活して中性

脂肪含量を低下させる効果があることは既に知られて

いるが，海藻の硫酸多糖のうちにはこれと同じ働きを

示すものが多い。

この分野で最も多く研究されているのは，褐藻のフ

コダン系多糖である。 20年程前になるが，アメリカで

は，例えば Himanthalealorea， Macrocystis pyri. 

fera， Fucus vesiculosus， F. serratus， F. spiralis， 

Laminaria cloustoniなどの褐藻の乾燥粉末から熱水

抽出物を採り，酢酸鉛による沈液物を除去後，パリウ

ム中和で沈澱する画分から硫酸でバリウムを除いた上

澄液のアルコール分画において， 47.5-63%で沈澱す

る ll-Vまでのフコイダン画分(平均分子量 2-3.5

万)が強い抗凝血効果を示すことから，この製法は特

許となった26)。この種の研究は日本でもあり，マコン

プの抽出液の場合， 6，7，8月の試料のうち， 6，7月の

よく成育のた葉状体の抽出液が最も高い効果を示した。

また，コンブ属のうちでは 7月採集のホソメコンブ

(L. religiosa)が最も効果があった。しかし，このよ

うに抽出液そのもので試験した場合には，どの成分が

真に有効であるか決められないことは勿論である問。
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Table 3. Amino acid composition in ethanolic 
extract from various marine algae harvested in 

May and June (μg/g dry weight). 
t; trace amount. 
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賞E3 

Tota1 amount 

%，沃素結合タンパク質 2.14mg%であり， また

Polysiphonia urceolata (イトグサ属紅藻)それぞれ

0.77， 2.31， 0.79， 0.52， 0.79 mg %である。そこで，

例えばチロキシンやジ沃素チロシンを 0.01-2mgを，

含 1%コレステロール餌中に混合してラットに与えて

飼育すると 2-3週間後には血中コレステロール水

準が対照の 200mg/dlが 125mg/dlに低下した問。

(b)臭素有機化合物:種々の海藻には臭素の有機化

合物の存在が知られており，その多くは抗菌性を示す

ことが明かにされている 19，叫21)。まず， MAUTNER 

X 21)。エーテル抽出(フジマツモから)の代りに，紅

藻イソモラサキ (Symphyocladiagracilisまたは S.

latiuscula)の藻体の 80%エタノール抽出シラップ

を，さらに水可溶画分(工)と不溶画分(ll)とに分け，

それぞれを種々のグラム陰性・陽性の菌の培養に適量

加えると抗菌性を示した。次で，アオサ，ヒトエグサ

{緑)，マクリ(紅)， ミツイシコンブ(褐)，フジマツモ

(Rhodomela larix) (紅)などから作ったIおよびE画

分の抗菌性を調べると，緑藻からのものより褐・紅藻
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Tests for the antibiotic activity of fractions 1 and 11 from various marine algae. 

+ ; positive，一 negative，土;not ciear result. 

Table 4. 
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レステロールを含む餌に 5%混ぜ，ラットに経口的に

与えて10週間ほど飼育して，その血媛と肝臓のコレス

テロール含量および肝臓全脂質と副腎全コレステロー

ル含量を測定したところ，血媛中のコレステロールは，

海藻粉末を与えぬものではコレステロール無添加対照

区の約2.1倍に増大したが，アオノリやアサクサノリ

粉末添加区では僅か1.33-1. 36倍にしか増大しなか

った。これに反してコンブ粉末添加は，コレステロー

ル含量低下にほとんど効果を示さなかった。但し，肝

臓コレステロール水準を低下させる効果は，いずれの

海藻粉末添加によってもみられなかった。副腎コレス

テロール含量低下には，コンプ粉末が僅に役立つたの

みであった16)。

このようにアオノリやアサクサノリ粉末が少なくと

も血疑中に取込まれるコレステロール含量を妨げるこ

とが事実であるとしても，それがこれらの海藻中にあ

る硫酸多糖に心ずしも起因しているとは限らない。

その後のアサタキノリにおける研究では，酸性多糖

と恩われる画分(C)とアルカイドと思われる画分(D)

が最も有効である結果が得られた (Table5) 31)。

このほか，硫酸基はないが多くのカルポキシル基を

もっアルギン酸で，ある範囲の DPのものがやはり血

中コレステロール水準を低くするという実験もある

本稿の始めの方で既に述べたように，褐藻の光合成

の結果生じる貯蔵性多糖デンプンではなくラミナラ γ

である。この多糖に適度(1.7 S03H/Glc残基)に硫酸

基を入れるか，またはスルファミン酸基 (0.5NSOsH/ 

Glc残基+1. 1 SOsH/Glc残基)を入れた標品は，ヘ

パリンの約1/4ほどの効力を示した問問。カギイバラ

イリ (Hypneajaponica)からのカラゲナ γ系硫酸多

糖(アルカリ処理品 60mg/100 g体量/日)をラット

の腹腔に注射すると血清の 46Ca量が増し，また骨の

有機物質へのその取込量が上る。この作用は対照とし

て用いたアガロース (Pseudomasatlanticaの酵素で

分解したもの)とかアルギン酸-Naにはみられなかっ

た29)。従って，血栓などの治療にへパリンを与え続け

ると，骨の Caが再溶解してその中に空洞が生じる病

気になる。従ってこの際へパリンの代りにカラゲナン

を用いればこの副作用が妨げることになる。

海藻特に褐藻の硫酸多糖のへパリ γ様作用に関する

実験はいろいろあるが，最近オオパモク属の S.lini. 

foliumから+ルガッ+γは，標準のへパリン溶液で

は血液凝固時聞は 1時間であるのに比べ， 72時間も長

かったという報告があるS九

(b)酸性多糖のコレステロール水準低下効果:アオ

ノリ，アサクザノリ，マコンプの 3種の粉末を 1%コ
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ぷ;H
OH 

(1) 

3-Bromo-4，5-aihydroxy-
benzaldehyde 

B fzO叫
r~ .A. 

Br'¥F、OH
OH 

(V) 

2 ，3-Dibromo-4 ，5-
dihydroxybenzyl me主hyl

ether (Lanosol methyl 

ether) 

Br、~、aOOCHH-
(II) 

3-Bromo-4， 5-dihydroxy-
benzyl methyl e七her

B fz!OSM 
r~.A.. 

Br¥f'"'OH 
SOaK 

(vO 

2，3-Dibromo-4，宮-
disulfate dinotassiu皿

Hゆ CH長 OH

2，2・，3-Tribromo-3'，4 ， 4'， 5-tetra-
hydroxy-6-methoxyme主hyl

di冒Ihenylmethane 

:本H :本:
( III) (IV) 

2，3-Dibromo-4，5- 2，3-Dibromo-4，5-
dihydroxybenzaldehyde dihydroxybenzyl alcohol 

(Ianosol) 

やCH2-q-~H
(VII) 

2，2'， 3， 3~Tetrabromo-4.4'.5 ， 5~ 
tetrahydroxydiphenyl methane 

CH.OCH. 
Br.しへーBr

Brパ r、OH
OH 

(IX) 

2，3，6・.Tribr。盟。-4，5-
dihydroxybenzyl me七hyl

ether 

H.OCH.CH. 
Br~ ..... 、JBr

Br'、f'"、OH
OH 

(X) 

2，3，6-Tribromo-4，5-
dihydroxybenzyl ethyl 

ether 

1， 11はショウジュケノリ (Polysiphoniaurceolata)， また Iはモロイトグサ (P.morrowii)からも， 111， 

IV， V， VI， VII， VIIIはフジマツモ (Rhodomelalarix)や R.subfusaから， また V，VI， VIIはハケ

ザキノコギリヒパ (Odonthaliacorymbifera)からも，そして IX，Xはイソムラサキ (S.latiscula)から

単離されている。

(Table 6) 32)。この結果百P226-417のものが有効 が，硫酸を含む酸性多績が主成分をなすものと恩われ，

であった。 また緑藻(ミル)からのものは GlcUA硫酸基を含むこ

(c)硫酸多糖の抗腫痕性最近，菌の細胞壁多般の とから，含ウロン酸硫酸多糖 (Table1参照)と恩われ

一種が，移殖癌を萎縮させる働きを示すことから，多 る。いずれにせよ，海藻のこの種の硫酸多糖が人工癌

くの癌の治療にも用いられている。これと同じような の抑制に有効であることは，今後さらに精製を重ね最

働きが，褐藻から得られる硫酸多縞圏分にもあること も高い有効成分を確め，実際の癌の治療への可能性に

が明かにされて，興味をヲ I~ 、ている叫叫問。これら 望を掛けたい。多分硫酸多糖に起因すると思われるが，

の結果を Table7に要約してみる。これはマウスに ニコチン障害を人為的に起こさせた白鼠にワカメ粉末

単なる熱水抽出物を腹腔注射し，また部分精製品を皮 を与えて，元の健康状態に戻らせた実験もある同県九

下または腹腔注射でその効果を検討したものである。 6. 海藻のビタミン

いずれの試料においても， Sarcomaおよび Ehlich. わが国でも，多くの研究者によって海藻に存在する

carcinomaの閏型または腹水の違いによらず，その ビタミンの種類やその含有量などが広く研究されてい

成育が阻止されるばかりではなく，それぞれ特有の延 る。 Table8にその例を示す40)0 この表でも明かのよ

命効果がみられた。 うに，海藻のビタミン含量は動植物性食品中の含量に

これらの試料中の糖成分に関する詳細は不明である 比べ，少いものもあるが多いものもある。例えば B2
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Table 5. Effect of various fractions from Porphyra tenera on the plasma cholesterollevels of rat. 
A; unsaponified fraction from an ether extract of original fronds， B; residue of an equeous extract 
from the ether可 xtractedresidue， C; precipitate from the above aqueous extract on addition of 
ethanol up to 80%， D; extractable fraction with absolute ethanol from a concentrate of 80% 
ethanol-soluble material， E; residual fraction insoluble in absolute ethanol. 

P1asma cho1estero1 1eve1s 
Ra七groupraised with Tota1 (1118%) Free (mg%) メFree

1. Cho1estero1-free basa1 
diet (con七.1)

176土 2.0 48.8土 1.5 27.7 

11. l% cho1estro10 diet 228土1.5 49.0之 0.9 21.5 
(cont.2) 

111. 1 + 5% purp1e 1aver 180 + 2.1 51.5土1.0 28.6 
powder 

1V. 1 + 5% A 208 + 1.8 57.5土 0.9 27.6 

V. 1 + 5% B 204 + 1.9 58.4 :t 1.0 28.6 

V1. 1 + 5メc 188 + 1.8 55.3土1.0 29.4 

VII. 1 + 5メD 188 + 1.4 53.5土 0.8 28.5 

VII1. 1 + 5戸E 196土1.5 57.5 + 0.8 29.3 

Table 6. Effect of Na-alginate and its fragments on plasma and fecal cholesterol levels and on 

fecal alginate contents of cholesterol-fed rats (5 individuals per group). 

Weight-gain P1回 macho1estero1 Fecal cho1es七ero1 Feca1 a1ginate 
Diet composition 

(gJrat) い畠11蜘 1) (gJ1∞gdry皿悦er)(gf100g dη 皿tter)

1. With ~ cho1estero1 147 20~.~ 土 6.' 7.6土0.'5 '.7土1.0

II_ 1+弾。。皿ercia1 1~8 177.2土 6.9 11.5土0.28 98.4 + 1.8 
a1ginate 

III. 1 + ，:戸 refined 1'7 158.1 + 15.2 12.1 + 0.28 110.' + 5.8 
。om皿oercia1a1ginate 
of百P，417 

IV.I+，:戸 refined 148 154.7土1'.' 12.0土0.46 107.'土5.5
。。皿血ercia1a1ginate 
of DP， 226 

V. 1 +がien七aolEfiEnaPt. e 152 210.1 + 14.0 10.'土0.54 67.2之6.1
fra伊 entof DP， l' 

などは特に紅藻に多く，また B12は，一般植物性食品 とは注目に値する。しかし，この種のデータは植物の

には見出せないのに反し，海藻では動物性食品を越す 採取場所，時期，老若，部位などにより異なることは

量のものが多く，あるものでは動物の内臓の含量に匹 考慮に入れておく必要はある。参考のために，他の文

敵している。個々の海藻についてみると，それぞれ特 献のデータも挙げておく (Table9) 41)0 

質はあるがアサクサノリなどには一般的にピタミンが 7. 重金属の選択的除去効果

多い。その意味ではビタミンのよい補給源である。海 古くから海藻は一種の健康食品であるという経験的

議ではないが，クロレラのピタミン含量が特に高いこ 事実から，日本人の聞には長い間親まれている食品で



83 Nisizawa， K.: Marine algae in pharmaceutical studies 

Antitumor activity of various fractions from several marine brown algae. 
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む能力については，動物ではハマグリなど高いが，そ

れとほぼ間程度に海藻も一般的に高いことも上記の推

定を支持している (Table11)姐〉。

これに関連して，放射性ストロンチウム (89Sr)に

汚染された生物体から，海藻酸性多糖アルギン酸投与

でそれを除けるという極めて注目に値する一連の研究

がある叫。 ラットに 89Srを多量に与え，同時にアル

ギン酸またはその部分水解物を与えると，対照区に比

べて曲Srの骨への取込み率は低下した (Table12)。

その後この吸収阻害はアルギンの起源により逮うこ

とが分った (Table13) 46)。 この表から分るように，

ManUA/GulUA が高いほど阻害率が低い傾向がみら

れる。これは酸部分水解物の poly-ManUAや poly-

GulUA を用いて同様な試験をした結果でも明瞭であ

った。 poly-ManUAによる阻害は 70-75%であっ

骨 Yamamoto& Na餌皿。， 1973. 

あることは既に述べたが，分析結果によると枇素含量

などは法外に高い42)。例えば， Table 10に示すよう

に， 100 ppmを超えた含量の海藻もある。 しかし一

般にはこのような高含量の枇素も有機化合物の形で存

在しているため毒性はないというのが定説となってい

る。事実海藻を食べて耽素の害と恵、われるような症状

が生じたという報告は聞いたことがない。それは恐ら

くこの元素が酸性多糖(人体などでは不消化)などと

堅く結合しているためではないかと思われる。もしそ

うであるとすれば，既に述べたように，緑，褐，紅の

別なく，海藻にはなんらかの酸性多糖(硫酸基やカル

ポキシル基をもつもの)が多く含まれているので，害

にならないのみならず，藻体としてはさらに多くの枇

素を始めとする重金属を吸収結合する能力をもつもの

と推定される。海産生物が海水中の希土類元素を取込
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Summarized vitamin contents of various algae on a dry weight basis (KANAZAWA) 40). Table 8. 
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たが.poly GulUAでは 71-84%の値が得られた。

また酵素による部分水解アルギンでも同様で，元のア

ルキ'ン(比粘度が 7.10で ManUA/GulUA=1)の阻

害率 55%に比べ，比粘度 2.16で両 UA比が 7.73

のものは 81%の阻害害率を示した46)。

このような事実は.Srのみならずわが国に多い Cd

(カドミウム)汚染者をその骨代謝異状や腎臓障害から

救える可能性をも暗示し，ひいては腎樟害から高血圧

症，心臓や血管障害に関係する Zn，Cu代謝にも調節

能を示すものとして注目に値する。事実.ManUA/ 

GulUA=0.74のアルギン部分水解物は，塩化カドミ

ウムの過剰投与によるラットを死から救うことができ

た47)。また.Ascophyllum nodosumのフコイダンの

金属結合力は. Pb>Ba>Cd>Sr>Cu>Fe>Co>Zn 

>Mg>Mn>Cr>Ni>Hg>Caで. Caの存在下では

&>~>~>~>&>~>~>m>~>Mg>~ 

>Hg>Mnであった48)。

8. 肥料，飼料.健康食品としての海藻

海藻を肥料として用いた例は古いが，現在でも有機

農業の一環として広く用いられている。 Ascophyllum

nodosumの粉末製品アルギット (Algit)はその例で，

健康食および飼料，肥料などとして市販され，その施

肥は土壌細菌数を増すという 49)。乳牛に 200g/頭/日

の割合でこの粉末を与え 7年間の生産高を，対照区

(100 g市販塩類合成分/頭/日)のものと比較すると，

4%脂肪基準で.78， 172 kg!73， 175 kgの結果が得ら

85 Nisizawa， K.: Marine algae in pharmaceutical studies 

Table 10. Arsenic contents in various com-
mercial marine algal products， determined by 
the diethyldithiocarbamic acid-silver method. 
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タパコの葉に散布することにより，人為的に TMV(タ

バコモザイタピルス)2 T含液を接種しても，その発

病率を 90-96%阻止するという結果が得られた向。

アメリカなどでは，香辛料と混ぜた海藻粉末 (Mac-

rocystisなど)が振掛け用として販売されているが，

日本では，アオノリ粉末などを振掛用にしている。ま

た，アサク吋・ノリやコンブ， ワカメ， ヒジキの加工品

が多く市販されている一方，健康食品としてクロレラ，

ヒジキ (A!ka!on)• ワカメ (VivaNatura!)闘〉など

の粉末も市販品として出されている。いずれも既に述

べたような藻類の特質を強調して作った製品であるが，

Viva Natura!には藻体粉末ではなく，温水抽出物の

乾燥粉末製品もある。

]ap. ]. Phycol. 26 (2)， 1978 

Tab!e 12. Variation of bone uptake with 

dosage of 89Sr: Effect of feeding different 

amounts of sodium alginate. 
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海藻には直接人体の栄養になる栄養素のほかに，人

体のもつ消化酵素(腸内細菌のものは別として)では，

少なくとも invitroでは作用を受けないような特殊

多糖があり，それらは一般的にみて各藻門により構造

の著しく異るものが多い。しかし，これらは動物実験

で、は，それぞれ特有な薬理効果をもっている。例えば

フコイダン系硫酸多糖の抗高コレステロール水準効果

を始め抗腫蕩効果，または抗血液凝固効果などであ

る。

一方，水溶性の比較的低分子の化合物として，血圧

降下能を示すアミノ酸，抗高コレステロール水準効果

をもっベタイン類などがあり，アルカリやアルコール

可溶薬用成分として沃素有機化合物や，広い作用スペ

クトルをもっ抗菌性臭素化フェノール化合物などが知

られている。

このような諸事実を綜合的に観れば，海藻は，適度

にこれを用いれば人体にとって一つの健康増進能をも

っ食品と看倣さざるを得ない。また，陸上槌物には発

見できない特殊多糖やアミノ酸が既に発見されている

のであるから，将来の研究により，多くの海藻成分の

中からは，さらに人体や家畜家禽にとって有効な化合

物が発見されるかも知れない。この意味で，海藻は工

業分野のみならず医薬分野においても重要な対象物と

してさらに根本的に見直す必要があるのではないかと

思う。

言結

20 36 74 0.2 

Tab!e 13. Inhibitory effect of alginate on the 

intestina! absorption of radioactive strontium. 
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吉田忠生ト クルゼンシュテルン提督の航海とホンダワラ類研究の発達

Tadao YOSHIDA発 Circumnavigationof Captain KRUSENSTERN 

and tbe study of Sa?"gωs~~m in Japan 

日木沿岸産の海藻の傑ョj>:がヨーロッパに持ち帰られ

てリンネの体系に基く分主fi学的研究の対象となったの

は CarlPeter THUNsERG の係集品がi畏初のものと

言ってよいであろう。彼が1775年から1776年にかけて

日本に滞在した 1mに 3 磁のホンダワラ ~fiを採集した。

このことに|到しては山田 (1955)が述べている。海藻

分JJi'字:の歴史上 THUN日ERGの旅行よりも更に重要

なのは Adam Johann von KRUSE1、!STERN (YI.φ. 

Kpy3eH山 TepH，1770-1846， Fig. 1)のj瓜海であろう。

岡村 (1916)はクノレゼンシュテノレン号という船の名前

として記述している。ロシア皇帝 ALEXANDERの命

を受けた使館jN. P. RESANOFFを!こiょった彼の 1803年

から1806年にわたる世界一周航海がそれである。その

航海記は1810年から1813年にかけて戸シア誌とドイツ

語で山版され，いくつかの国語に訳されている (KRU-

SENSTERN， 1813)。 日本語の部分訳は羽仁五郎によ

って行なわれ r日本紀行」と思し，呉国叢警の一部

として発行されている。18日年に発行された海図に日

本海 Japanisch己sMeerの名前がはじめて 使用され

ていることでも彼の名前は知られている。彼の指慢の

下，ナデシュダ，ネヴ 7の2般は1803年 8月レニング

ラードに近いノ〈ノレト海に而したグロンシュタットを出

港した。大西洋を南下し，アメリカ大陸南端iのホーン

仰を廻って太平洋にLI:'，て，カムチャッカのペ トロハブ

ロフスグに向い，ナデシュダ号はここから南下して木

川東岸から九州南部を経て 1804年1 0 J~ 8日 (文化元年

9 月 6 日)長 ~J~fì{gーに着いた (Fig. 2)0 RESANOFF使

節は 1792年限室に来たロシア使節 A.K. LAXMANN 

の後を受けて幕府と通商交渉を行 ったのである。 6カ

月の滞在にもかかわらず交渉は不調に終って，1805年

4 月 18 日(文化 2 年 3 月 19 日)長崎を ::~， ì!Æ した。この

事柄は歴史主?には必ず記述されているよく知られた事

件である。長自告を::1:'，てから彼等は朝鮮海峡から日本海

に入札北海道西岸，様太を調査して，カムチ γ ッカ

にJ，I}った。その後インド洋，喜望Ullpを経て1806年 8月

母国へ戻った。ナデシュダ号には天文学者としてスイ

ス生れの HORNER，博物学者としてゲ ッチンゲンで

医術を学んだ G.H. von LAl¥"GSDORFF (Fig. 3)，ラ

1 

イプチッヒ 1主主É~Jlflrl の W . G. TILESIUSなど 85名が

来組んでいた。この 3人がそれぞれ海藻の係集を行っ

たのである。この うち L州、.JCSlコORFFは日木を離れて

からカムチャッカで円mし，月11の船でアメリカ沿岸を

旅行した。

彼等 3人がJ采集したfr:本を基にして多数の種が記載

された。まず HOlmERと LANGSDORffの採集品は

プレーメンの F.K.MERl、E:'JSを通じて Dawson

TURNERに波され，彼の 1-listoriaFucorum Vol. 1 

(1808)， Vol. 2 (1809)， Vol. 3 (1811)のιl'で図を伴

って発表された。 SETCHELL(1939) によ ると， この

標本の-ftl¥はキューの I-Iooker1-Ierbariumにあり ，

残りは MERTENSにlえされ，その後紛失してしま っ

た。ここ で記;1まされた極は下記のようなものである。

Fucus horneri TURNER， Hist. Fuc. 1 : 3-1，戸1.17 

1n the Straights of Corea. HOR:-IER (アカモグ)

F. tilulifer TURNER， l.c. 1: 145，μ. 65. 1n the 
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90 

Course of the russian ship Nadeshda， before and after the visit to Nagasaki， 1804-1805. 

F. myagroides TURNER， I.c. 2: 28， pl. 83. In the 

Harbour of Nangasaki. HORNER (ジョロモグ)

F. longifolius s tenuifolius TURNER， I.c. 2: 88. 

In the Harbour of Nangasaki. HORNER 

F. longifolius r angustifolium TURNER， I.c. 2 : 88. 

μ. 104， f. b-d. In the Harbour of Nangasaki. 

HORNER. 

F. sisymbrioides TURNER， 1.c. 2: 150， pl. 129. In 

the Straights of Corea. HORNER 

Fig.2. 

Harbour of Nangasaki. HORNER (マメタワラ)

F. pilulifer var. major TURNER， I.c. 1: 145. In 

the Harbour of Nangasaki. HORNER 

F. fulvellus TURNER， I.c. 1: 147， pl. 66. In the 

Streights of Corea. HORNER (ホγダワラ)

F. pallidus TURNER， I.c. 1: 149， pl. 67. In the 

Streights of Corea. HORNER 

F. siliquastrum TURNER， 1.c. 2: 26，μ.82. 
Harbour of Nangasaki. HORNER 

In the 
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Fig. 3. G. H. von LAi"GSDORr-1¥ 

F. microceratius TURl'ER， I.c. 2: 152， tl. 130. 1n 

the Straights of Corea. HORNER 

F. crassites TURNER， I.c. 2: 154， tl. 131. 1n the 

sea n巴arJapan. HORNER (ネプトモグ)

F. scoparius TUR:'<ER， I.c. 2: 156， pl. 132. 1n the 

Streights of Corea. HORNER 

F. langsdorfii TUR='ER， I.c. 3・76，tl. 165. On the 

coast of Japan. LANGSDORr-r-(スギモタ)

F. hemithylllls TUR='ER， I.c. 3: 85， pl. 169. At 

NaJasaki. HORKER (イソモ タ)

TILESIUSの採集品の一部は C.A. AGARIコHの元に

届けられ，それに基いて彼のいくつかの著作中で発表

さiもた。Speciesalgarum (1821)， Systema algarum 

(1824)の記述に従ってそれらを列挙すると次のよう

である。

Fucus tμesi C. AGARDH， Alg. Decas N. 1. 1n mari 

Japonico.' TILESIUS 

F. tortilis C. AGARDH， I.c. N. 2. 1n mari Brasi卜

iensi1). TILESIUS (ヨレモタ)

P. tinnatifol叫 sC. AGARDH， I.c. N. 3. 1n archi. 

り航海の途中でブラジノレのサンタカタリナに寄港し

ているので，そこで係集された可能性は残るけれ

ども，後の研究者は日本に係集されたものである

としている。

Yoshida， T.: Study of Sargassum in Japan 91 

pelago Japonico. TILESIUS 

F. filifoLillS C. AGARDH， I.c. N. 4. 1n mari Ja-

pocico. TI LESI US 

F. serratifolius C. AGAIWI-I， I.c. N. 31. 1n mari 

Japonico prop巴 Satsuma.TILESIUS (ノコギリ

モグ)

F. heterothyllus C. AGARDH， I.c. N. 32. 1n mari 

Japonico. TILESIUS 

F. cystothyllllS C. AGARDH， Syn. 1ntrod. 41. 1n 

mari Japonico. TILESI us 

F. swaγtzii C. AGA RDH， Act. Holm. 1815: 105. 

1n archip串lagoJaponico. TILESIUS 

F.戸atensC. AGARDH， Act. Holm. 1815: 244. 111 

mari Japonico. TILESIUS (ヤツマタモタ)

Sargassum enerve C. AGARDH， Spec. Alg. 17. 111 

oceano. TILESIUS 

S. acinaria s tycnocystum C. AGARDH， I.c. 23. 111 

mari Coreano. TILESIUS 

S. macroca7"tum C. AGARDH， I.c. 36. 1n mari Ja-

ponico. TILESIUS 

S. confusu7n C. AGARDH， Syst. Alg. 301. 1n mari 

Japonico. TILESI us (フシスジモク)

更に F.T. KUTZINGは TILESIUSの深集品の一部

をプレスラウの 1-1ENSCHEしを通じて受けとり ，それ

に基いて

stoπgocartlls enervis KUTZIKG， Bot. Zeit. 1843: 

55目 China.TILESIUS. 

Halochroa tachycarpa KUTZING， !.c. 1843: 56. 

Japanisch巴sMeer. TILESIUS 

H. macracantha KUTZING， I.c. 18..13: 55. Japan-

isches M巴er.TILESIUS 

H.ρolyacantha KUTZING， I.c. 1843: 56. Japan-

isches Meer. T 1 LESI us 

H. micracantha KUTZING， I.c. 1843: 56. Japan-

isches M巴er.TILESIUS (トゲモグ)

H. tenuis KUTZING， I.c. 1843: 56. Japan. TILESIUS 

H. schizothylla KUTZIKG， I.c. 1843・ 56. Japan. 

TILESIUS 

Myagropsis camelina KUTZI1くG，I.c. 1843・ 57.Ja-

panishes Meer. TILESIUS. 

Cartacanthlls tη chothyllus KUTZll'G， I.c. 1843: 

57. Japanish巴sMeer. TILESIUS 

を5己・iました。

KRUSEKSTI三RN (1813) の記録によると，カムチャ

ッカから長附までは日本の太平洋岸を通 り，長自11到着ま
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で四国や九州南部の海岸の見える距離まで近づいたこ

とはあるけれども， i巷に寄ってはいない。また長崎港

滞在中も病気のRESANOFFとその従者数人， LANGS-

DORFFが長崎市内の梅が崎に宿泊したこと，木鉢の

海岸のごくわずかの範囲で散歩できたことを除いて上

陸を許可されていなし、。長崎出港後も日本沿岸に立寄

らない様に指示されていて，男鹿半島からは海岸沿い

に北上し，最初に上陸したのは宗谷岬附近である。こ

こで LANGSDORFF(1813)が Fucussaccharinus， 
F. perjoratus， F. graminoides， F_ siliquosusなど

の海藻を見たということ以外に海藻などの記録はな

し、。

この様な状況の航海中に探集されたホンダワラ ~iで

あるから， TURNERなどの記述によっても基部のな

い標本ばかりであり，図を見ても体の先端部のみであ

ることがわかる。これらの標本はその殆んどすべてが

流れ藻となったホンダワラ類を航海中，碇泊中に拾っ

たものと想像される。

ホンダワラ類の研究が困難な理由の 1つは， この

KRUSENSTERNの航海における保集品のように，タ

イプ標本が極めて不完全な断片であり，原産地を確定

することも難しいことにある。この様な状況は HOR-

NER等だけでなく， MONTAGNE等19世紀前半の聞に

採集，記載された他の種類についても全く同隊であ

る。

ロErik Flugel (ed.)， Fossil Algae pp. 375.， 
Springer-Verlag， Berlin 1977. 

従来は，古生代以前，すなわち先カンプリア代から

は化石は出現しないものと考えられていた。しかし，

最近では20億年前，または30億年前という先カンブリ

ア代の古い地層からも細菌類，菌類または藻類と思わ

れる化石も見つかり，それと似た現生の植物について

の研究から，化石のでき方や古代生態系についての研

究もさかんに行なわれるようになっている.編者も述

べているように，この20年間でのこの方面の研究の進

み具合はまことにめざましいものがある。

この書物は，このような背景のもとに1975年10月西

独(於 Institute of Paleontology， University 

Frlangen-Nurnberg) に於て行われた第1回国際

化石藻類シンポジウムの折の講演集である。約 130名

が参加し， 55題の講演が行われたということであるが，

これにはその中の37点が集録されている。またこれら
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は， 1. Blu色・GreenAlgae and Stromatolites (1-14)， 

2. Green Algae (15-16)， 3. Red Algae (17-20)， 

4. Problems of Affinities (21-23)， 5. Biometry 

(24)， 6. Ultrastructure (25)， 7. Algae and Sedi-

mentary Environments (26-37)の7つの Section

に分けられ上述の順序で編集されているが，この中の

Monty (2) によるストロマトライトについての報文，

Herak (15) らによるカサノリ類 (DasycladAlgae) 

についての報文， Wray (17) と Poignant(18)に

よる古生代と中生代の紅藻類についての報文は基礎的

な化石藻類の分類についての総説とも云うべきもので

あり， Section 7では現生や古代の環境での示相とし

てのまたは堆積物の形成過程を知る上での藻類の役割

といった問題が取り扱われている。これらの報文は地

質学者の手になるものであり藻学者には難解な個所も

多いが，一読の価値は十分である。

(東学大・生物・小林弘)



93 

学

! 日本藻類学会第 2回春期大会

第 l回大会!こ引き続いて第 2回大会も東京学芸大半

AVホールを主会場として，学会会長T!S沢一俊， 大会

会長小林弘の下に行なわれた。 j)(J;1回大会の析はちょ

うど満開であった肢は今年は来冷な気伎のため約 1週

間遅れ，春のす1'"いだ気分を満喫するには程遠い桁況で

あったが，これにひきかえ，大会の方は昨年度の参加

97名を大きく 組える 110名の参加を得て， 25題の研究

発表が活発に行われ，非?itに盛大でーあった。大会終了

後，学内で懇続会が開かれたが，北は北海道からl有は

沖縄まで，参加者66名を数え，ピーノレを酌みかわし，

なごやかな，誠に楽しい-11寺を過した。ここに，大会

ならびに悲観会について会場の設営と迎営に)<UJ下さ

った東京や芸大学当局ならびに，r~，1 係者各位に九l し心

からのお礼を[¥1しI:.tfる次第である。

2. 評議員会 ・編集委員会合同会議報告

53年ー1J 11 n，本学会第2回存季大会当日 (12:OO~ 

13・30)にi1y.，¥&口会 ・編集委1J会令同会設をIJflき，次

のようなi午について祁告，7色村義した。

(1) 会口状況 (53.3. 31現(tJ持迎会員 .1431'"学

生会員391'" 1司{本会員37名，1"eU)J会員13名，外11，1会日

45名。

(2) 山田先生追悼号寄贈の1'1ニ 52年10刀の総会で字社

告されたように，追悼号刊行目11業が会員諸氏のtJ;h:;JJに

A 
= S表 事

よって無事に終了し，事務処理，会計監査も完了した。

刊行可工業委員会(代表栗本宗尚氏)から記念、号 265

fmと事業会計残金496，026円が本学会に笥:贈された。

記念 り は~{:会事務局で販売し ， 売上金は:;1工業会計 残金

とDi・せ，将来は学会臼(山nI:toなどの基金に当てる

予定である。

(3) n米科学セミナー記録寄贈の件 昭和，16年8月

札幌でIJFIf住された 日米科午・セミナー記録刊行引業が終

了 し ， 記似刊行事業委員会 (代表県木宗I~gl氏) から ，

記H493 1~11が本学会に寄jmされた。これはと戸会事務局

でi仮52し，売上金は学会会計に繰入れる。

(4) コゾブに1)1，1する誹演会の記録寄贈の('1ニ 昭和49

年 9)1札幌でlJilfiliされたコソプに関する講演会の記録

刊行事業が終了し，記録干lJ1i・作業委員会((-1;:1;('.1'村義

姉氏)から，記録 350音11と事業会計残金25，353円が本

学会に市l!i'":された。記録は'}.:会'IJ務局で販売し，売上

金は.'"!会会計に繰入れる。

(5) 52年度学会会計決算m特ならびに会計段~Hfl.告

の件(このf'I:については秋の総会に提出，7l:，;.r，を受け

る)。

(6) 51・55年度役目選:1'，の!午現会長ならびに評議

口は53年12)13111で任期が終るので 8刀中旬;こ選挙人

名初，投票r:J紙を発送し，9) 1'.1'旬投票総切，I)FI票の

予定である。

(7) 53年度本学会総会ならびに懇親会のf'I: 9月28

n ~30 Ll に千51大学で ， IJfIかれる日本地物学会を軽量に，
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本学会の53年度総会ならびに懇親会を 9月28日夕方に， 編集委員会合同会議)， 同2月25日 (在京役員会)な

評議員会と編集委員会の合同会議を前日の 9月27日夕 どを経て，最終的には，すでに26巻 1号に見られるよ

方に開催の予定である。 うな形に決定を見たことが報告された。

(8) 学会誌「藻類」編集に関する件 会誌の大きさ ①表紙のデザインは応募6点中から小林編集長のもの

を B52段組みに変えること 1号40頁を48頁に増頁 が選ばれ，②表紙の色としては， 26巻には Toyoイシ

することについては，すでに51年度総会(cf.24: 168) キCF48(濃赤色)が， 27巻には CF116(濃褐色)が，

において決定ずみであったが，その53年度からの実施 また28巻には CF195(濃緑色)が使用されること，

に当たり，投稿規定，雑誌の表紙等の体裁・雑誌の英 ③26巻2号から雑誌の表紙上に簡潔に Bull.Jap. Soc. 

文名の決定などを早急に詰める必要があり， 52年度大 Phyco1.に続くものであることを表示することが決議

会および総会での合同会議 (cf.25: 222)および53年 された。

1月21日(在京役員会)，同 2月14日(持廻り評議員会，

新 入 .6. 

= 
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賛助会員

住所変更

津山 尚，曽根規元，大内康敬，土屋靖彦，小沢肇，片山勝介，斉藤宗勝，岸本千江

子，篠崎正人，富士川海，川又書庖，千葉大附属図書館

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

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・原昭チ11 173 東京都板橋区大山東町32-17

浜野顕微鏡商庖 113 東京都文京区本郷5-25-18

株式会社ヤグルト本社研究所 189 東京都国立市谷保1796
山本海苔研究所 143 東京都大田区大森東5-2-12

弘学出版株式会社森岡悦郎 214 川崎市多摩区生田8580-61
永田克己 410-21 田方都韮山町四日町227-1
全漁連海苔海藻類養殖研究センター 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



。書籍頒布について 会員およひ， その他ご希望の)jにilN布致しますので代金を添えて学会事務局までお申し

込み下さい。

(1)山田幸男先生追悼号 本学会では昨年 8JJに欣山田幸男先生の追悼号を刊行致しました。 この事業は，追悼

り刊行'ぷ行委員会の下で進められ，その終貨はすべて各界各位の寄F付金によ っ て充吋されました。 A5 版 i~

xxviii， 1~-l 18 頁 ， 山田先生のi立影 ・絞l恋・業紘一覧 ・追悼文および内外のiiJTI学者より寄恥された論文50

編(英文26，手"'文2.1)が掲載されてい主す。価格，国内 5500円，国外 6000円 (含送料)。

(2)北海道周辺のコンフ類と最近の均 ・養殖学的研究 昭和 .19年 9川 311札幌で行われた 日本値物学会の折，

11~，: Uíi学会主催で 「 コゾブ:こ i長|する訪iil員会」 が閃かれましたが， そのときの記録が刊行されたものです。

B5版， 65 ff，発表論文 』 件の研究組告と討論の ~:Hがtfl ・iまされています。 価格， 700円 (含送料)

(3) Contributions to the systematics of the benthic marine algae of the North Pacific (I.A. Abbott & 

M. Kurogi ed.) II!{和 46年 8JJに札幌でrJlJかれた北大平洋産海泌に[VJす一る 11米科学セミナーの記S主です。

B5JlN， i~x i v ， 1 ~280 頁， 16凶版， 20 称iの研究 \\Ii告を t~ ・i主。 価格， 国内 3000 円 ， 圏外 4000円 (含送料)。

ノ合、
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