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The tetrasporophyte of Uymnogongrus flabelliformis 

HARVEY (Gigartinales， Phyllophoraceae) 

Michio MASUDA， Thomas C. DECEW 

and John A. WEST 

MASUDA， M.， DECEW T. C. and WEST， .1. A. 1979. The tetrasporophyte of Gymnogongrus 

flabelliformis HARVEY (Gigartinales， Phyllophoraceae). .1ap. ]. Phycol. 27: 63-73. 

Tetraspores of the crustose red alga Erythroder川 issp. from Oshoro Bay， Hokkaido 

gave rise to upright plants， morphologically and anatomically similar to Gymnogongrus 

flabelliformis HARVEY， in unialgal culture. Sexual reproductive structure did not develop 

on these plants. Carpospores of G. flabelltforlllis from Muroran， Hokkaido germinated in 

cu¥ture to form crustose plants anatomically similar to Elythroderlllぶ Transferof these 

crusts from full strength enriched seawater medium to unenriched seawater resulted in 

the formation of seriate intercalary tetrasporangia. Tetraspores germinated to form 

GYlllnogongl・115plants. The speci晶/icdetermination of the crustose tetrasporophyt旬e(EI:ツy-

th口rode仰r.

basis of our studies it is evident t山ha剖tGy川11川yμ川L/logongn川"t羽11仙4“sflabellμ~fon川11山tυ1.おis exhibits an a!ternation 

of independent， heteromorphic gametophytes and tetrasporophytes. 

Michio Masuda， D.ψartlllent げ 13οtany，Faculty of Sciencc， Hokkaido Univel・'szty，

Saρporo， 060 Japan; Tholllas C. LJeCew， John A. West， lJ，φartllumt of Botany， 

EルI!'ersityof California， Bcrkel.の"Calゲornia94720， V.S..l. 

Recent life-history studies of several spe-

cies of the Gymnogongrus have demon-

strated the existence of two types of life 

history within the genus. In the first type 

the Gymnogongrus plant alternates with a 

tetrasporangial crust. These include G. 

1φtophyllus ]. AGARDH (DECEW and WEST 

1977 a)， G. furcellatus (C. AG.) ]. AGARDH 

(CANDlA and KIM 1977) and G. martinensis 

SETCHELL et GARDNER (?) (WEST and DECEW 

unpublished observation). In the second 

type， a tetrasporangial phase develops on 

the gametophyte， termed “tetras poroblas tic" 
by SCHOTTER (1968). These include G. 

crenulatus (TURN.) J. AGARDH (ARDRE 1978) 

and G. platyphyllus GARDNER (DECEW and 

WEST， unpublished observation). In addi-

tion， KASAHARA (1977) reported a dsitinct 

type of life history for G. flabelliformis 

HARVEY. Its alternate crustose phase pro-

duced “monospores" which gav巴 rise to 

an upright thallus. Thus， the situation 

regarding the life history of Gymnogongrus 

seems to be complicated. 

However， our cultur巴 studiesof Gymno・

gongrus flabellif01'mis started from tetra-

spores and carpospores have shown this 

species to have a crustose tetrasporophyte. 

In this paper the naturally occurring and 

cultured tetrasporophyte of G. flabelliformis 

is reported. 

Materials and Methods 

Fertile crustose tetrasporophytes wer巴

collected intertidally in Oshoro Bay， Hok-

This work was supported in part by a Grant-in-Aid for Scienti五cResearch No. 254229 from the 
Ministry of Education of ]apan， by North Atlantic Treaty Organization Grant No. 1130 and by United 
States Department of Commerce National Oceanographic and Atmospheric Administration Sea Grant 
04-6-158-44021. 
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kaiclo in Japan， on November 4、 1977ancl 

Nov巴mber16， 1977 by M. MASUDA. Unial-

gal cultures w巴re巴stablish巴claccorcling to 

methocls r巴port巴cl for Neodilsea rrιψαta 

(MASUDA 1973) ancl kept in freezer-incuba-

tors at the laboratory of Department of 

Botany， Faculty of Sci巴I1ce，Hokkaiclo Uni-

V巴rsity，Sapporo. Fertile cystocarpic plants 

were coll巴cteclil1 terticlally at Mu roran， Hol← 
lcaiclo in Japan， 011 Novemb巴r29， 1975 ancl 

shippecl on ice to Berkel巴yby ]. A. WEST 

Unialgal cultures were obtainecl using meth-

ocls reportecl for Hildenbrandia occiden.talis 

ancl H. prototyρμS (DECEW ancl WEST 1977b) 

ancl maintainecl in plant growth chambers 

at the laboratory of Department of Botany， 

University of California， Berk巴ley. At Sap-

poro laboratory， the cultures were kept at 

50C， 16: 8 LD (light ancl clark cycle); 50C， 

8・16LD; lQoC， 16: 8 LD; lQoC， 8: 16 LD ; 

150C， 16 : 8 LD ; 150C， 8 : 16 LD; 200C‘ 16: 8 

LD; ancl 20oC， 8・16LD， each of which was 

illuminat巴cl with cool-white Auoresc巴nt

lamps (2500-30001ux). At the Berk巴ley

laboratory， cultur巴swere k巴ptat 150C， 16 

8 LD， 2101 ux; 150C， 8: 16 LD， 5001 ux; ancl 

200C， 16: 8 LD， 31001ux， each of which 

was illuminatecl with cool-white fluorescent 

lamps. 

Resu1ts 

Observαtions of tetl"aSρorallgial CIω t.¥ 

collected Ul the field: The crusts grow on 

stones or rocks ancl ar巴 associatecl with 

Gy1llnogongrus flabellずonnis，Rhodoglos川 III

)aρOlllCι1.1Il ancl Dictyoρteris divaricata 

Th巴yar巴 circularto elliptical in shap巴 (Fig.

1) ancl clark r巴cl in color. Fertile crusts 

reach 1.6-2.6 cm in cliameter ancl ar巴 300-

5801lm thicl王 in th巴 c巴ntralportion (in-

cluding th巴 n巴mathecia). Th巴y are com-

posecl 01 a mOl1ostromatic hypothallus， 

which consists of racliating filam巴ntsancl 

attaches firmly to th巴 substrat巴 ancl a 

polystromatic perithalll1s， which consists of 
tightly pack巴clerect filaments (Fig. 2， A-C) 

The cells of the hypothallus are rectangl1lar 

ancl 7.3-12.5μm high ancl 9.4-30.5μm broacl 

in tangential s巴ction. The perithalll1s is 

~三m ・4

Fig. 1. Habit photograph of a field-colleclecl 

crustose tetrasporophyte of Gy/ll.l/o-

gOl/.g川村 flabellグormis(arrow) on a 

pebble 

thick ancl composecl of 18-40 c巴11layers at 

the central portion of the thallus bl1t b巴-

comes thinner towarcl the growing margin. 

The erect自lamentsof the perithalll1s are 

simple or clichotomously cliviclecl (Fig. 2， 

A一D). Th巴 cellsof the erect filam巴nts are 

8.8-12.5μm broacl n巴ar the hypothall us， 

becoming slightly narrower clistally、 ancl

are 5.3-7.5μm broacl at the clistal encl. They 

are 0.5 to 2 ti mes as long as broacl. No 

lateral fl1sion between cells of ac¥jacent巴rect

filaments was found 

The tetrasporangia are formec¥ in large 

nemathecia. a characteristic of th巴 Phyl-

lophorac巴ae (Fig. 2， D-E)， so that the 

nemathecia can be discriminated unc1er a 

c1issecting microscop巴ー The nemathecia are 

circl1lar to elliptical anc¥ 1250-2500μm In 

c1iamet巴ranc¥110-280μm thick in the center 

Th巴 tetrasporangium initials are trans-

formec1 from intercalary cells of th巴 erect

日lamentsconstitl1ting th巴 nemathecia(Fig. 

2， D). The tetrasporangia are formec¥ in 

3-9 sl1ccessive cells of a singlefilament in 

the cent巴rof th巴 n巴matheciaanc¥ in 1 or 2 

cells in the marginal portion (Fig. 2， D-E). 

AlI erect filaments of the nemathecium 

except th巴 marginal ones proc1l1c巴 tetra-

sporangia. Therefore， the nemathecium is 

pack巴c¥with num巴rOl1ssporangia. Th巴 ter-

minal on巴 ortwo c巴llsof the f巴rtil巴 凸la匂

m巴ntsremain sterile (Fig. 2， D-E). Th巴

matur巴 tetrasporangia are 巴llipsoic1alor 

glob111ar in shape， measl1ring 20.0-30.0μmX 

17.5-22.5μ111， anc1 are cruciately c1ivic¥ec1 (Fig. 

2， E) 

Cu.ltu.re eXjりe7・μnents with tetl"aSρores: 



Tetrasporophyte of GylllllOgOllgruS flabellゲormis 65 
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Fig. 2. Tangential sections of /ield-col¥ected tetrasporophytes of GYlllllogollgrusflahelliformis. A. 

Marginal portion. B. Near marginal portion. C. Central portion. D. Marginal portion 

of the nemathecium. E. Central portion of the nemathecium. 
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。Fig.3. Tetraspores ancl lhe early clevelopmenl 
of Cy川 N川og百ω，暗r

T、h，巴e t同elいraspores. B-E. Tetれraspor巴

耳e引rmlings g釦1γ'OWn al 10σ。C，16: 8 LD， 
8， two-clay olcl; C， s巴ven-clay olcl; D， 
fourteen-clay olcl; E， one-month olcl. 
(Arrows inclicate two colorless hai rs.) 
Scale in A applies also lo B-D. 

Fig.4. Upright thalli clerivecl from telraspore 
germlings ancl fielcl-collectecl C)'/IIIIO 

gOllgms flabelllfol川 is. A. Two-month-
olcl plant issuing a young uprighl 
thall us (arrow) from the crustose base 
grown at lOoC， 16: 8 LD for 1 month 
ancl lransferrecl lo 150C， 16: 8 LD. B. 
Three-month-olcl plants grown at lOoC， 
16: 8 LD for 1 monlh ancl then trans-
f errecl to 150C， 16: 8 LD. C-D. Seven-
monlh-olcl plants grown at lOoC， 16: 8 
LD (or 1 month ancl lh巴ntrans(巴rrecl
lo 20oC， 16: 8 LD. E. Young thall us of 
C. flabellifo/'/IIis collectecl in Oshoro 
say on June 22， 1978. Scale in D ap-
plies also lo E 

O 

D E 
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Liberated tetraspores are globular噌 palerose 

in color， and 13.8-18.8μm in diam巴t巴r(Fig. 

3， A)目 They were 恥st culturecl at lQoc. 
16: 8 LD. Th巴yattach to the substrate ancl 

divicle into two cells within 1 or 2 c1ays 

after inoculation (Fig. 3， B). The observecl 

developmental stages are essentially similar 

to those c1escribed for carpospores of this 

species (KASAHARA 1977)， ancl the germlings 

grow into polystromatic crl1sts (Fig. 3， C-E). 

However， the majority of the crusts formecl 

colorless hairs (Fig. 3. E) which were not 

men tionecl by KASA]-[A l~A for th巴 carpospore

germlings. After one month， the crusts 

reached 90-140μm in c1iamet巴rand formecl 

1-4 hairs which wer巴 200-320μmlong ancl 
2.5-3.0 μm broad. 

One month-olcl cl1ltl1res w巴rec1ivicled into 

eight groups and grown l1ncler four c1ifferent 

temperatures and two diff巴rentlight r巴gimes

(see Mat巴rialsancl Methods). Thre巴 weeks

aft巴rtransfer， the crl1sts grown at 150C， 

16 : 8 LD and 20oC. 16: 8 LD， 巴achformecl 

an upright thallus near th巴 center of the 

crl1st (Fig. 4. A). Seventy c1ays aft巴rcl1l tl1re 

initiation、thecrl1sts maintainecl at lQoC， 16: 

8 LD also procll1cecll1pright thalli. By three 

months after cultl1r巴 initiation，th巴 crl1sts 

grown at lQoC. 8: 16 LD， 15"C. 8: 16 LD ancl 

200C， 8: 16 LD formecl l1pright blacles. and 

six and a half months after cl1ltl1re initia 

tion those grown at 50C， 16・8LD ancl 50C、

8・16LD procll1ced upright blacles. 

Th巴Cfl1StSsl1bseql1ently proclucecl several 

l1pright blacles. The l1pright blacles grew r 
well at 1Q-20oC ancl more rapiclly l1ncler ~ 

long-day conditions than l1ncl巴rshort-c1ay 

conclitions. By three months after cl1lture 

initiation， the l1pright thalli grown at 150C， 

16 : 8 LD and 20oC， 16: 8 LD hacl reachecl 

4-7 mm in length (Fig. 4， B). The thalli 

were terete below bl1t became flattenecl 

above. By seven months， the plants grown 
l1ncler thes巴 twoconditions had CI巴velopecl

into c1ichotomol1s1y diviclecl upright thalli 

(Fig. 4， C一D)，bl1 t the plan ts grown l1ncler 

th巴 othercl1ltl1re conclitions r巴mainecl l1n-

divided. Non巴 ofth巴 cultl1recl plan ts had 

become reprodl1ctive as of Al1gl1st， 1978， bl1t 

they resemble field-collectecl Gylll7logongru.s 

Fig. 5. Anatomical structure of cultured planls 
。fCy川 lIogollgrusfla.belllforlllis. A. Lon-

gituclinal seclion of an upright thallus 
at 1 mm from the apex. B. Cross section 
of the middle portion of an upright 
thallus. C. Tan耳enlialsection of a basal 
holdf"持1.
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100μm 

之主~ D 」K L
.. ・

E .~:-:-塩ユ ァ」ムユι ... ..10邑ド ー 斗♀O/JmI 

F日?刀l日 6. Cultll山l日red t同etμraspor印opコhytωes of Cy υ川}，1I0勾go印1Iぽgrllsjβqι belliゲf'oωJ川-ソ川J

t閃et廿raspo引ropμ〉汁hηyt臼e g釦rown at 15ゲ。C，16: 8 LD. B-D. Portions of tetra-

sporangial nemathecia， showing tetrasporangial mother cells in B-C and 

cleavecl lelrasporang旧川 D. E. Tetrasporangial nemathecium on a crllst 
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flabellifo7・11lisin both ext巴rnaland internal 

structure (Fig. 4， C-E， 5， A-B). The struc-

tur巴 ofth巴 basal crusts in both cultured 

and五eldG. flabellifo7"171is is similar to that 

of the tetrasporangial crusts described a-

bove (Fig. 5， C). 

Cu.ltU1"e exρerUllellts wi/ h cm・tosρores:

Carpospores measuring 11-13μm i n diam 

巴terger m i n a ted巴itherdirectly or by for-

mation of a germ tube. Discs subsequently 

H 

formed and continu巴dto grow in thickness 

ancl c1iameter (Fig. 6. A). ，.可henthe discs 

were about 1.2 cm in diameter (about 19 

months after culture initiation)， several 

treatm巴nts were triecl to induc巴 tetra-

sporogenesis: abrasion. changing c1aylength. 

dehydration， ancl recluction of nutrient lev-

巴Is. Two weeks after reducing nutrient 

levels frOI11 full strength PES¥νto only 

sterile seawater， tetrasporogenesis occurred. 

Fig.7. Tetraspores， germinaling letraspores ancl upright thalli c1erivecl from cu1turecl 
letrasporophytes of G:yillnogollgl'lls fiabe/lグ'01'1111.<. A. Series o( tetrasporangia 
releasing. B. Tetraspores releasing from telrasporangial wall. C-G. Germi-

nating tetraspores. H. Eight-monlh-olcl planls grown at 150C， 16: 8 LD for 5 
months and then shiftecl to 20oC， 16: 8 LD. Scale in D applies also to E; scale 
in G applies also to C ancl F 
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None of the other caused tetrasporogenesis. 

Further investigation into the developmen-

tal pattern indicated the following. The 

tetrasporangial mother cells become notice-

able about fi.ve days after the nutrient 

reductioIl. They increase in size and cleave 

into tetrasporangia about fi.ve days later. 
Cleavage of the catenate series of 4-6 moth圃

er cells generally takes place basipetally， the 
fi.rst division taking place transversely (Fig. 
6， B-C). The tetrasporangia remain in a 

nemathecium for about three days (Fig. 6， 
D-E) before release. The tetrasporangial 

nemathecia resemble those of fi.eld-collected 
crusts described above. The entire series of 

tetrasporangia release as a chain， following 
abscission below the lowermost tetra-

sporangium in a series (Fig. 7， A). The 

chain of tetrasporangia then breaks indi-

vidual tetrasporangia which in turn release 

tetraspores measuring 9-12μm in diameter 

(Fig. 7， B). Thus， the tetraspore size of 

cultured plants di妊ersfrom that (13.8-18.8 

μm) of fi.eld plants， although the anatomical 
structure of the both plants is essentially 

similar (Table 1). 1t is uncertain whether 

this difference depends on di妊erentenviron-

mental conditions， i.e.， laboratory and fi.eld， 
or not. The liberated tetraspores germinate 

either directly as discs (Fig. 7， C-E) or by 
a germ tube (Fig. 7， F-G). These grow into 

small crusts which produce upright axes. 

The uprights remain small in 150C， 16: 8 

LD and 150C， 8: 16 LD. However， upon 
shifting these cultures to 20oC， 16: 8 LD， a 

marked increase in growth rate took place. 

Plants grew to 3 cm in eight months (Fig. 

7， F). Thus far none of the plants has pro・

duced either procarps or spermatia. 

Discussion 

An alternation of the upright game-

tophyte and crustose sporophyte in Gymno-
gongrus .flabelliformis was reported by 

KASAHARA (1977). According to him， the 
sporophyte formed “monosporangiaぺ This

is contrary to our results described above. 

A comparison of the development and 

morphology of the plants cultured by KA-

SAHARA with our cultured plants indicates 

that while KASAHARA'S observations were 
partially correct， they may be incomplete. 
What he interpreted to be “monosporangia" 
may have actually been tetrasporangial 

mother cells. 1nterpretation of the tetra-

sporangial mother cells as monosporangia 

is certainly conceivable， since the mother 
cells do not cleave into tetrasporangia until 

several days before release. 

The tetrasporophyte of G. .flabelliformis is 
similar to Erythrode1・mishaematis (HOL-

LENB.) DENIZOT (HOLLENBERG 1943; DENIZOT 

1968) and E. pacifica HOLLENBERG (1969). 

The tetrasporophyte of G. .flabelliformis 
differs from E. haematis in the presence of 
coalescent fi.laments. It can be more closely 
allied to E. paαヌcain the possession of 

coalescent vegetative fi.laments， but di妊ers
from E.ρ'acifica in the position and size of 
tetrasporangia， and crust thickness. The 

sporangial fi.laments of the crustose phase 
of G. .flabelliformis possess 1-2 sterile cap 
cells， thus the sporangia are intercalary. 

The sterile cap cells become dislocated prior 

to sporangial release， therefore appearing 
somewhat like E. paα芳cain which cap 

cells are lacking (HOLLENBERG 1969). The 

crusts of the latter are thinner and tetra-

sporangia are smaller. 

The tetrasporophyte of G. .flabelliformis 
also resembles the cultured tetrasporophyte 
of Ahnfeltia concinna]. AGARDH (MAGRUDER 
1977) and Ahnfeltia Sp.l) (DECEW and 、iVEST
1977 c). The tetrasporophyte of G. .flabel-
liformis and A. concinna are similar in the 
coalescence of perithallial fi.laments， where-
as in Ahnfeltia sp. perithallial fi.laments 

are spreading. The crusts of all three 

species contain intercalary seriate tetra-

sporangia; however， their position and num-
ber varies. The cultured tetrasporophyte 

of A. concinna possesses 2-4 sterile cap cells， 
2-4 tetrasporangia in a series， and the sori 

1) This isolate originally reported as Ahnfeltia g信ω・tinoidesis now considered to be an unde-
scribed species. 
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Comparative structure of tetrasporophytes from cu¥ture and field material of Gymnogongrus 
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are non-nematheciaPl. The crustose tetra-

sporophytes of G. flabelliformis possess 1-2 
sterile cap cells， 3-9 tetrasporangia in a 

series， and are nemathecial. The crustose 

stage of Ahnfeltia sp. possesses 3-6 cap 

cells， 1-3 tetrasporangia in a series， and is 
non-nemathecial. 

The presence of a nemathecium may be 

influenced by both the number of vegetative 

ceUs in a series which are di妊erentiated

into tetrasporangia， and the depth of this 
series within the crust (i.e.， the number of 
sterile cap cells above the tetrasporangial 

series). At present we do not know to 

what degree the above mentioned characters 

are subject to environmental variation. 

In all species of Gymnogongrus and 

Ahnfeltia which have been discussed the 

single unifying character appears to be the 

presence of seriate tetrasporangia (Table 1). 

The presence of this character in the tetra-

sporophyte of genera with heteromorphic 

life histories is consistent with its existence 

in the tetrasporophyte of genera with 

isomorphic life histories in the Phyllopho・

raceae. 

We wish to acknowledge Professor Mu-

nenao KUROGI of Hokkaido University for 

his criticism of the manuscript. Our thanks 

are also extended to the members of the 

Institute of Algological Research， Hokkaido 
University and of the Oshoro Marine Bio-

logical Station， Hokkaido University for 

permitting use of the laboratories. 
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Tetrasporophyte of G~mn.()Jongrus flabellifom山

増田道夫事・ T.C.ドゥキュウ林・ J.A.ウエスト紳: オキツノリ

(Olln陥 ogongl'1tSftabeUiformis)の四分胞子体

73 

北海道忍路湾に生育する Erythroderlllis属の一種と考えられる藻の四分胞子を培養して，有性生殖器官の

形成は未だみられないが，外部及び内部形態がオキツノリに酷似する直立体が得られた。また，北海道室蘭産の

オキツノリの果胞子の情義からは上述した Erythrodermisによく似た四分胞子体が得られ，この四分胞子の発

芽体はオキツノリに生長したn 四分胞子漢の形成は栄養塩補強培養液 (PESW)から栄養塩を補強しない培養液

に移した時にみられたれこれらの事実から，オキツノリにはそれぞれ独立した世代として形態的に異なる配偶体

と四分胞子体が存在することが明らかとなったのけ060札幌市北区北10条商 8丁目北海道大学理学部植物学教

室・柿Departmentof Botany， University of California， Berkeley， California 94720， U. S. A.) 
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A monu-Munenao KUROGI : のり増殖の先覚者児玉裕蔵君の碑黒木宗向

当H年(¥li!'手¥J35年)の資料によると，小木111]の人 11は

5，948人，t:2林水産業に従事し，ぜ'1.¥業就業者 610人，漁

業生産頒約7千万円，う ち;1ii務知 (ノリ，ワカメ，ツ Jレ

アラメ，モズク笥)が約 1千illの 700万円とあったの

この海域は南イIl iI~史(境)と呼ばれる :\t(Jl券j也で，隆起 ・

陥没の地変に起因するリアス式の海岸で，深く入り込

んだillllと称する入iC，隆J也JiI-:としての平岩盤地':if，干江

岩，1問穴或いは)1"11"]にとむ所である。この海岸を小.1¥;:

f，!Jから元小木，1トi収木，深町11，i尺附i]"，江右liの服iに祝祭

し，私は当然拘ことながらノリ，ワカメその他のω;泌
のi11殖・先高(lの適否を念頭において海岸をl眺め歩いた。

沢附に歪り，沢附ぬの両{)IJIに広大な平岩鍛j也，;17があ

り，絶好のノリ!l(fーになっているのに悦いたの -IIIJ歩は

あらんかと当lI~j のJムのメモにある n 聞けば Ii\\の水産法
手児]、m放JJ:;のJ))私自けこよるもので，大正の初めにハ y

パをかけて造成されたノリfi(I，とのことであったわそし

て村氏の人速が相羽、り，氏の泣115に|祭し，そのりJを¥lJl

彩し，，Þll.'，目、の昨を京1Iんだ石 li~，'と JJ:;のイ i像に案内された。

"Jrrに示したのが沢附1・J且の平~JI~It. ~L:.j也'li;と児玉総蔵氏の

';cjf象・イi{i9，'である n また引きりしたli9，'文を一緒にノドす。

筆者がこの小木地方を訪れた頃は;111.藻の噌高(jが}t.~ん

にすすめられ，研究されていt-.:II'jであり ，大1のfJ)め

にこのような先'見者がおられたということを夕、11って大

きな感銘をうけた次第でーある p

なおiDi'(ではタラ イji!， f):iアラメの製造もみること

がIL~来た内 (060 札幌市北区北 10 条河 8 丁目 .1 t1irjju 

大学瑠1学部川物学教家)

ment of Mr. Yuzo KODAMA， a pioneer of Nori culture 

もう大分前のことになる。¥lH荊.138年 5月17日-19

日に佐波J:~jを訪ね， J:.'jのI部品iに当る小木町の海岸を視

察したの新潟県の沿岸漁業的造改善対策立案のため県

から調査を依頼されたときのことであるの東京大学の

大i:，'i泰:ijl教J受，リiLの水産課長足，1:.'iHI一氏その他の方々

と一緒であったn

小木IIIJ はìJ'pII~f代に佐i浪花金の引出港として， また

日本海航路の中心に位するTI:H港とし栄えた所であると

いう 。また尼崎五[.業のお糸さんや佐波'11';話のお光さん

の物語をうんだ所でもあるという わ県からいただいた
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The life history of Acrothrix pacifica OKAMURA et 

Y AMADA (Phaeophyta， Chordarial白)in culture 

Tetsuro AnSAKA 

AJISAKA， T. 1979. The life history of Acrothrix pacifica OKAMURA et YAMADA (Phaeo・

phyta， Chordaria¥es) in cu¥ture. Jap. J. Phycol. 27: 75-81. 

The heteromorphic and hap¥o-dip¥ontic life history of Acrothrix pacifica from Wakasa 

Bay， Japan Sea， has been comp¥eted in cu¥ture. Zoospores from unilocu¥ar sporangium of 

macroscopic sporophyte deve¥oped into microscopic hap¥oid gametophytes (n=8-14). Under 

warmer conditions， they grew into dense tufts. However， characteristic erect fi¥aments 

arose out of the sma¥ler tuft under coo¥er conditions. Conjugation between gametes from 

uni-or bi-seriate p¥urilocu¥ar sporangia (gametangia) of the gametophyte was isogamous. 

Zygotes deve¥oped into macroscopic dip¥oid sporophytes (2n=14-19). Unfused gametes 

germinated asexua¥ly and deve¥oped into gametophytes， repeating the same gametophytic 

generation under warmer conditions. Under coo¥er conditions， most of unfused gametes 

deve¥oped parthenogenetica¥ly into hap¥oid sporophytes (n=8-14). 

Tetsuro lljisaka， De，φρalバ.tll川ue，削ntf{ザlF，釘'is，必heru吋，叩s為，Fa山c/.百lll，か qザl.4griι;c;ι:Illtllωreι，Kyoto U日lん?η2巾iれ'ver."i司'ut守
Kyoto， 606 Japall. 

Acrothrix pac~βca OKAMURA et Y AMADA 

taxonomically belongs to the Acrotricha-

ceae of Chordariales， Phaeophyta (INAGAKI 
1958). It is commonly distributed in Japan 

along both the coasts of Pacific and the 

Japan Sea. However， the southern region 
of the Pacific coast is an exception. This 

species which is used as tasteful food in 

Japan is epiphytic on Ch01'da filum (LIN-

NAEUS) STACKHOUSE. 

In ARASAKI'S study (1948)， based on the 
materials from Mikawa Bay facing the 

Pacific Ocean， the gametophytes had a 

dormant stage in hot summer months and 

arose ‘bamboo-like' erect filaments out of 

them in autumn when sea-water tempera-

ture lowered. 

In this paper， some observations on the 
life history， the karyology， the characteri-
stic morphology of gametophyte and hap-

loid sporophyte of Acrothrix pac併cafrom 

Wakasa Bay facing the Japan Sea are 

reported. 

The author wishes to express his sincere 

thanks to Dr. I. UMEZAKI under the guid-

ance of whom this work has been carried 

out and to Dr. H. NAKAHARA for his valu-

able advice during the course of the study. 

Materials and Methods 

The sporophytes of Acrothrix pacifica 

were collected at Takahama in Wakasa Bay 

facing the Japan Sea during the summer 

of 1976. The plants were found growing 

epiphytically on Chorda filum (LINNAEUS) 

STACKHOUSE which grew on rocks of one 

or two meters below the low tide mark. 

Cultures were incubated in 1500-3000 lux 

light under the following temperature-

photoperiod regimes. 20oC: 16-8hr (Set 1); 

200C: 1O-14hr (Set 2); 150C: 14-lOhr (Set 3); 

150C: 1O-14hr (Set 4); lOoC: 14-lOhr (Set 5); 

10oC: 1O-14hr (Set 6); 50C: 1O-14hr (Set 7). 

Culture techniques and medium prescrip-

tions as given by NAKAMURA and TATEWAKI 

(1975) were used. 

For the karyological observations， aceto-
iron-haematoxylin-chloral hydrate method 

(WITTMANN 1965) was employed. 
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Res1l1ts 

Cultures from zoospores of t~e sporo-

phytici fronds in nature were started on 

June 1， 1976. The fertile fronds in nature 

bore only unilocular sporangia from June 

to July. Mature unilocular sporangia were 

usually elongated obovoid， measuring 44-

66 X 25-41 (32 X 55 at an average)μm. 

Zoospores (5.8-10.2 X 3.8-5.8μm in size) 

from the unilocular sporangium were pear-

10}J m 

」一一--1A .8 
I-K 

L.......J C-H.l-S 
Fig. 1. Acrothrix pacifica. Developmental stages of zoospores， zygotes， 

and unfused gametes. 

A: Zoospore. B: Settled zoospore. C， D: 2-day-old gametophytes in Set 1. 
E， F: 8(Eト， and 10 (F)-day-old gametophytes in Set 6. G: 8-day-old gameto-
phyte in Set 1. H: Gametangia in Set 7. 1: Gamete. J: Settled gamete. 
K: Settled zygot自. L-N: 5(Lト， 8(Mト， and 13(Nトday-olddiploid sporophytes 
in Set 6. O-S: 2 (0)・， 5(P，Q)・， 7(Rト， and 10(S)・day-oldhaploid sporophytes 
in Set 4. 

Fig. 2. Acrothrix pacifica. Stages in development from gametophyte， 
through zygotic stage， to ferti1e sporophyte， and chromosome 
observations. 

A: 28-day-old gametophyte (dense tuft) in Set 1. B: 25・day-oldgametophyte 
(crust-like germling) in Set 2. C: 25・day-oldgametophyte (small tuft with 
erect filaments) in Set 6. D: 80・day-oldgametophyte in Set 7. E-G: Erect 
filament of 50・.day-oldgametophyte in Set 6. Upper portion (E)， middle portion 
(F)， and lower protion (G). H， 1: Releasing gametes from gametangia of 80・

day-old gametophyte in Set 7. J: Emptied gametangia with settled gametes 

and a zygote. K: 44・day-oldsporophyte in Set 6. L: 34・day-oldsporophyte 
in Set 4. M: 2・month-oldcylindrical frond (sporophyte) ~n Set 7. N: Uni-
locular sporangia of 2・month-oldsporophyte in Set 4. O-Q: Chromosome 
number in gametophyte and sporophytes. Haploid gametophyte， n=9 (0)， 
diploid sporophyte， 2n = 16 (P)， and haploid sporophyte， n = 9 (Q). R: Sporo-
phyte with haploid chromosome (arrows). 
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shaped with a single chromatophore and 

an eyespot， and were laterally biflagellated 
(Fig. 1 A). Settled zoospores became spher-

ical and measured 4.4-7.6 (5.6 at an average) 

μm in diameter (Fig. 1 B). 

Within 1-2 days under warmer conditions， 
they germinated by pushing out a protu-

berance (Fig. 1 C) and then divided into 

two cells transversely (Fig. 1 D). By suc-

cessive transverse divisions， the germlings 
developed initially into a creeping uniseriate 

filament consisting of 5-10 cells， and then 
branched laterally. And in this stage， 
hyaline hairs were produced on the germ-
lings (Fig. 1 E， F). 
Within 2 weeks in Set 1， as the results 

of an extensive formation of prostrate and 

upright branching (Fig. 1 G)， the filamen-
tous germlings developed into dense tufts 

composed of large basal layer and profusely 

branched erect portion (Fig. 2 A). 

Within 10 days in Set 2， after the exten-
sive branching of the prostrate filament， 
the branches and branchlets cohered with 

each other. Within 3 weeks， about half of 
the germlings developed into crust-like 

germling composed of large prostrate layer 

and erect portion， cells of which were 

undi鉦erentiatedand formed cellular aggre-

gates (Fig. 2 B). Several rhizoid-like creep-

ing fi.laments gave off from the marginal 
part of the prostrate layer. On the con-

trary， the another half of the germlings 
developed into dense tufts， some of which 
grew into larger hemispherical ones (ca. 

1 cm in diam.) without producing the repro-
ductive organs. 

Within 18 days in Set 6， the germling 
developed into a comparatively smaller 

tuft， and then arose many larger erect 
fi.laments out of the center of the tuft 

(Fig. 2 C). Cells of the erect filament were 

characterized by their larger dimension 

than those of the tuft. The erect filament 

was consisted of uniseriate cylindrical cells， 
which were variable in size， 20-30μm in 
dimension. Cells of the upper portion of 

the erect filament were generally smaller 

than those of the lower one. As branching 

was at first continued to form on the one 

side of the erect filaments， these curved 
slightly in the upper portion (Fig. 2 C). 

Later， branches were profusely formed on 
the opposite side or on all sides of the 

erect filament (Fig. 2 D). The fi.lament 

branched densely in its upper portion and 

sparsely in its lower portion (Fig. 2 E， F， 
G). The cells of the branch and branchlet 

were similar in size to those of the tuft 

containing dense chromatophores. The 

mode of the growth of the erect filaments 

was sympodial， and they grew 0.5-1.0 cm 

in height within 3 months in Sets 5 and 6. 

The cell-row of the erect filaments resem-
bled to that of the medullary filaments of 

the sporophyte. However， since the erect 
filaments were never enveloped by gela-

tinous substances and did not cohered 

together， these filaments could be separated 
from each other just by applying some 

pressure. The erect filaments arose within 

20 days in Sets 3 and 4， within 22 days in 
Set 5， and within 30 days in Set 7. But 
they never arose in Sets 1 and 2. 

Under cooler conditions， most of the 

cells of the branch and branchlet of erect 

filaments transformed into uni-or bi・seriate

plurilocular sporangia (gametangia) (Fig. 

1 H， 2 H). However， under warmer con-
ditions， only the upper parts of the pro-
fusely branched erect filaments transformed 

into gametangia， although these were su-
perficially similar to those formed under 
cooler conditions. 

The gametophyte became mature within 

one month in Sets 1 and 2， within 2 

months in Sets 3 and 4， within 2-3 months 
in Sets 5 and 6， and within 3 months in 
Set 7. 

The gametophytes (dense tufts in Set 1， 
crust-like germlings in Set 2， and erect 

filaments in Sets 3， 4， 5， 6 and 7) carried 

8-14 chromosomes， indicating that they 

were in the haploid phase (Fig. 2 0). 
The size of gametes (5.7-10.2 X 3.0-5.2μm 

in size) was quite similar to that of the 

zoospores (Fig. 11). Gametes were prompt-

ly released from gametangia when trans-

ferring from dark to light photoperiod 

regime， but their swimming was not active 
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(Fig. 21). Usually， the gametes did not 

fuse， and germinated directly. However， 
under cooler conditions (Sets 5， 6 and 7)， 

sexual conjugation was sometimes observed 

between the gametes. Sexual plants bear-

ing gametangia were al1 similar superfi-

cially. Two swimming gametes accid巴ntal-

ly fused on their heads， and then settled 

on the substratum， becoming spherical. 

The conjugation was isogamous. However， 
a larger gamete sometimes fused with a 

smal1er one (Fig. 2 J). 
A naked zygote with two eyespots soon 

formed a cel1 wal1， and increased its siz巴

within 2-3 days， becoming 7.8-15.0 (11.9 at 

an average)μm in diameter (Fig. 1 K). 

Zygotes germinated usual1y by pushing 

out a protuberance on their one side and 

then issued a rhizoid-like cel1 on their 

another side (Fig. 1 L， M). In the later 

stage， the protuberance transferred into a 

hair of the plant and the rhizoid且likecells 

developed into creeping 五laments which 

constituted the primary base of the plant. 

The original zygote divided into several 

cells to become an uniseriate filament， 

which later developed into a monosiphon-

ous central axis (Fig. 1 N). Each cell of 

the central axis divided to give rise to 

primary assimilating filaments. And then， 

some basal cells of the primary assimila-

ting filament formed a medullary layer 

(Fig. 2 K). The zygotic germling grew 

trichothal1ically， developing into a cyclin-

drical plant， which was filiform， somewhat 

cartilaginous， as in the plants growing in 

sea (Fig. 2 L). 

Within 3 months in Set 6， the cylindrical 
plant branched laterally and grew 5-10 mm 

in height， and about 1 mm  in thickness 
(Fig. 2 M). 

Within one month in Sets 1 and 2 within 

2 months in Sets 3 and 4， and within 3-4 

months in Sets 5， 6 and 7， the cylindrical 

plant bore many ovoidal unilocular sporan-

gia (40-55 X 25-42μm in size) and released 

zoospores (Fig. 2 N). The zoospores ger-

minated to develop into haploid gameto・

phytes under all conditions， and their con-

jugation had never been observed， as men-

tioned above. 

The sporophytes carried 14-19 chromo-

somes， indicating that they were in the 

diploid phase (Fig. 2 P). 

Unfused gametes settled on the substra-

tum and became spherical， measuring 3.0-

7.6 (5.6 at an average)μm in diameter (Fig. 

1 J). Under cooler conditions， most of the 

unfused gametes increased their size for 

2-3 days before germination as in zygotes 

(Fig. 10). And they grew into sporophytes 

(Fig. 1 P， Q， R， S). Although their develop-

mental modes had not be巴n distinguished 

from those of diploid sporophytes， these 
sporophytes carried 8-14 (of which 50% 

was 9) chromosomes， indicating that they 
were in the haploid phase (Fig. 2 Q， R). 
On the other hand， under warmer condi-
tions (Sets 1 and 2)， most of unfused ga-

metes directly germinated and developed 

into haploid gametophytes， repeating the 

same generation. Under moderate condi-

tions (Sets 3 and 4)， the unfused gametes 

developed into sporophytes more in number 

than gametophytes. 

When the one-cel1ed germlings of un-

fused gametes under cooler conditions 

(Sets 5， 6 and 7) were transferred into 

warmer conditions (Sets 1， 2， 3 and 4)， they 
germinated to produce a hair and rhizoid-

like cel1s， which developed later in haploid 
sporophytes. However， these sporophytes 
grew smaller than normal diploid sporo-

phytes and decayed within one month. On 

the contrary， when those of unfused ga-

metes under warmer conditions (Sets 1 and 

2) were transferred in to cooler conditions 

(Sets 5， 6 and 7)， they germinated by push-
ing out a protuberance and developed into 
haploid gametophytes again. 

The haploid sporophytes bore unilocular 

sporangia as in the case of diploid sporo・

phytes and released many zoospores. Each 

of these zoospores developed into a haploid 

gametophyte. 

Discussion 

ARASAKI (1948) studied the life history 

of ACl叫 hrix pac~戸ca from Mikawa Bay 
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facing the Pacific Ocean. He reported that 

zoospores from unilocular sporangia devel-

oped into branched prostrate filamentous 

thalli (gametophytes) and that the gameto-

phytes stopped their growth and had a 

dormant stage in hot summer months. 

When sea-water temperature lowered， they 
regained their growth and arose the char-

acteristic small ‘bamboo-like' thalli. Upper 

branches and all of the branchlets were 

transformed into the uni- or bi-seriate 

plurilocular sporangia (gametangia). The 

eyespot of the smaller gametes he had 

observed were abs巴nt. Sexual r巴produc-

tion was observed: The zygote with 4 

flagella and 2 chromatophores and one 

eyespot， grew into a sporophyte. How-

ever， the sporophyte he had observed had 
never matur巴d under the culture condi-

tions given by him. Development of 

unfused gametes had not been described 

in his report. 

In this study， the knowledge on the 

sequence of the complete life history of 

Acrothrix pacがωfromWakasa Bay facing 

the Japan Sea has been established under 

culture conditions. The zoospores released 

from unilocular sporangia developed into 

五lamentousgermlings. Under warmer con-

ditions， they grew into dense tufts. On 

the contrary， under cooler conditions， the 
characteristic erect filaments (described as 

‘bamboo-like' thalli by ARASAKI 1948) arose 
out of the small tuft. The mode of the 

growth of the erect filaments was sym-

podial and it developed polysiphonously. 

The occurrence of these erect filaments 

was obviously induced by lowering the 

temperature of water. The dense tufts 

under warm巴rconditions and the small 

tufts under cooler conditions were superfi-

cially similar to the gametophytic thalli 

in the members of Chordariaceae (e. g. 

Sphaerotrichia divaricata， AJISAKA and 

UMEZAKI 1978). However， the 巴rect fila-

ment has not b巴en found in any other 

species of Chordariales. 

In this study， male and female plants 
with gametangia were both similar superι 

cially. Sexual conjugation was isogamous 

and one eyespot was observed in both 

male and female gametes. 

Under cooler conditions， zygote-like 
spores with or without eyespots were 

sometimes observed. These spores devel-

oped into thalli which were not distin-

guished superficially from diploid sporo・

phytes. As these thalli possessed half of 

the chromosome number of diploid sporo-

phytes， they were considered to be haploid 

sporophytes. When they attained maturity， 

unilocular sporangia were formed and re-

leased haploid zoospores without undeτ-

going m巴ioticdivisions. All of th巴sezoo-

spores developed into gametophytes. 

A karyological study of haploid sporo-

phyte in the Chordariales has not been 

reported， so far as the writer knows. 

However， parthenogenesis of swarmers or 

eggs released from gametophyte and their 

karyological studies were reported in 

Ectocarpales (Ectocarpus siliculosus， MULLER 
1966， 1967)， in Scytosiphonales (Scytosiphon 
lomentaria， and others， NAKAMURA and 

MACRO. → UNIl. ~ "Jnnl'nnnrn--.. MICRO. 
SPOROPHYTE→SPORANGIAコZOOSPORES今 GAMETOPHYTES

L 平J. ASEXUAl 
PlURY，l. GAMJTES 

ZYGOTES ;:...¥J GAMETES←SPORANGIA一一」、

Fig. 3. A diagram of the life history of Acrothrix pac(ヌca.
Black line: haploid White line: diploid 
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T A TEW AKI 1975) and in Laminariales (Alll1'ia 

crassifolia， NAKAHARA and NAKAMURA 1973). 
In Ectocaゆus siliculosus (MULLER 1966)， 

most of unfused gametes were degenerated 

within one day (2-3 cells stage) and a few 

gametes developed parthenogenetically into 

haploid sporophytes or gametophytes. 

MULLER has not mentioned as to whether 

parthenogenesis of gametes were induced 

by lowering of temperature or not. How-

ever， he has reported that some zoospores 
were released from unilocular sporangia 

and developed parthenogenetically into 

haploid sporophytes， when cultured in 

cooler condition (13+10C). 

From this study， most of the sporophytes 
under cooler conditions seemed to be 

haploid. And the occurrenc巴 of haploid 

sporophytes were induced at their one-cell 

stage by lowering the temperature of water 

(5-100C). 

Although the number of chromosome of 

this species showed a rather wide range 

(from 8 to 14 in haploid stage and from 14 

to 19 in diploid stage)， th巴yseemed to fit 

the pattern for Chordariales (AJISAKA and 

UMEZAKI 1978). 

The present results confirmed that the 

life history of this species consists of an 

alternation of heteromorphic generations 

(Fig. 3). Moreover， the development of 

haploid sporophytes from unfused gametes 

as induced by giving under cooler condi-

tions has been clearly traced. 
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鯵坂哲朗 t音聾によるエセモヅク(褐藻類ナガマツモ目)の生活史の研究

13本海若狭湾産の褐藻ニセモヅタの生活史を室内t自主主によって完結した" 1:1然に生育する胞子体の単子t災か

ら放lJJされた遊走子は，そのまま発芽して顕微鏡的な単相 (n=8-14)の配備体になる。 この配偶体は高ilntでは

密に分校した叢状発芽体になり，低温では小さな叢状発芽体から多くの特徴的な直立枝が発出する。配偶体の複

子賞(配偶子褒)から放出された配偶子の聞で，接合が行われるn その按合子は，発芽して肉眼的な複相 (2n=

14-19)の胞子体になるn 接合しなかった配偶子は，そのまま無性的に発芽して，高槻では再び配偶体となり，

その世代を繰り返すe 一方，低蹴では，単相 (n=8-14)の胞子体になるの (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)
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小河久朗ヰ・町田益己糾: 牡鹿半島海藻雑記 II.ハネモ類 Hisao OCA W A and 

Masumi MACHIDA: Notes on some marine algae from the Oshika Peninsula 

II. Bryoρsis species 

牡悦三|三，I;:j)o'iJi!1は親lMI.県首相12大潟流の影響をうける

ため県海産，1区海産の'!ff}.獲が混生・ 繁茂している。 こ

れら'M荻の うち， 1援海産と考えられる総務の一つハ

ネモ属純物のハ ネモ βryoρωρlUlI/.osa(HUD.) C 

AGARDH， オノてナハネモ B.hyρnoidωLAMOU-

ROUX，オオハネモ β II/.axunaOKAMURAの3:f'ill 

が 1975(， I~ ~ 1977年にかけての我々の捌査で木三Io.，(:jか

らみつかったのこれら 3 級についてその生育場所 ・ lI~j・

JlJlを報告する p

ハネモ，オバナハネモは毎年五1.季 6-9月にかけて

塚浜， 小屋l収，新山浜，鮫，I;:j(Fig. 1)でみられるわ

これら 2種は共に潮間，Jiiの湖沼{り ，J告かげ等に生育し，

混生している。-J]，オオハネモは 11月から翌年3

月にかけて塚浜 (Fig.1)でみられ，上記 2{1ftと同じ

ような場所に生育しているp

これまで惰IOj県血屋崎以:1ヒの太平洋沿岸からはオパ

ナハネモ，オオハネモは報告されていない。その迎由

として，とく にオオハネモはその繁茂JUJが当地方では

海藻係集が一般的でない冬季であるため，今まで見裕

されてきたのであろう o (*980仙台市虎通雨宮;111]'1-1 

東北大学法学部水産学科，料431-02I'rft岡県浜名msw
坂111]'ぅh、天山 3550 静岡県水産試験場浜名i，111分場)
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Fig. 1. Map of the Oshika Peninsula. Num-

bers refer to coJJection sites as fol-
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A new genus Kurogia (Delesseriaceae， Rhodophyta) 
from Hokkaido， northern Japan 

Tadao YOSHIDA 

YOSHIDA， T. 1979. A new genus Kurogia (Delesseriaceae， Rhodophyta) from Hokkaido， 
northern Japan. Jap. ]. Phycol. 27: 83-89. 

Kurogia pulchra is described as new to the Delesseriaceae， the subfamily Delesserioideae. 
It is distinguished by an alternate position of the cell rows of the second order resulting 

from an oblique division of certain cells of the五rstorder cell row， a feature unique among 

the genera of Delesseriaceae. It shares with a limited number of genera sympodial growth 

of the thallus. A pericarp without any ornamentation and production of 4 tetrasporangia 

per tier in the stichidium-like bladelets discriminate this genus from the related genus 

Zinovaea. ‘Kurogia group' is proposed to include Kurogia and Zinovaea. 

7'adao Yoshida， Department of Botany， Facul，かザ Scicnce，Hokkaido Universi，わら

Sapporo， 060 Ja.ρall. 

In the course of our research on the 

marine algae of the coast effected by the 

Oyashio Cold Current， I collected a red 

alga belonging to the Delesseriaceae from 

Nemuro Peninsula， eastern Hokkaido， Ja-

pan. Several unique characteristics of this 

alga are concluded to be su伍cient to 

establish a new genus， KU1"ogi弘 forthis 
alga. 

Observations 

Structure 01 the thallus: Only two indi-

viduals of this alga were collected up to 

present. One is a female frond with ma-

ture cystocarps (Fig. 1)， and the other is 
tetrasporangial. This alga seems to grow 

in deep water， as the specimens were 

obtained in the state of drifting at the 

sea shore or entangled in a gill net for 
flat fish settled at a depth of about 28 m. 

These individuals are devoid of the basal 

part. The larger tetrasporangial plant 

(Fig. 2) is about 17 cm high. 

The mode of growth of the thallus is 

sympodial. Each blade ceases growth ear-

lier. From the midrib of the determinate 

blade attaining up to 7 cm long and 2 cm 

wide， several similar blades are issued only 
on its adaxial side. Blades of the next 

order are borne in the same way. Later， 
the wings of older blades are eroded away 

resulting in a midrib with a stem like 

appearance. The blade has entire margins 

and is without lateral veins. When young， 
the margin of the blade is somewhat un-

dulate or vaguely crenulate. The midrib 

does not reach the apex of the blade. It 

consists of larger cells with few rhizoidal 

filaments (Fig. 8). The wing is monostro-

matlc. 

The growth of the blade takes place by 

the transverse division of an apical cell. 
Each resulting segment of the first order 

cell row cuts 0任 twolateral pericentral 

cells. The lateral pericentral cells become 

initials of cell rows of the second order， 
which in turn cut 0妊 ce11sthat function 
as apical cells of tertiary ce11 rows. Not 
a11 cell rows of the third order reach the 

blade margin (Fig. 4). In the bladelet 

shown in Fig. 5， ce11s 1-7 from the apex 

in the first order ce11 row do not give 

rise to adaxial and abaxial pericentrals， as 
a result the apical area remains monostro-
matic. From cell 80r beyond in the ce11 
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Fig. 1. Holotype， SAP 034547. Cystoじarpiι，
May 8， 1978 

Fig.2. T巴traspoγophyte，SAP 034548， May 19， 

1969 

row of the first orcl巴raclaxial ancl th巴n

abaxial p巴ricentrals are cu t off to form a 

miclrib. When the blacle is about 400μm 

In 巴ngth (Figs. 5， 6)， one or two cells 

among th巴 cells5-7 from th巴 apexin the 

first orcler cell row clivicle with an oblique 

wall. Each resulting claughter cell of 

this clivision has only one cell row of the 

s巴concl orcler on its left or right sicle. 

Following this oblique clivision of two suc-

Fig. 3. j'ぐIlrogiαρIIlchra.YOSHIDA 

A part or t.he thallus with cystocarps. 

ceslv巴 C巴lIs，fOllr cells of the五rst orcler 

cell row bear alternately the ce¥l rows 

of the seconcl orcler. 1n aclclition to this 

mocl巴 ofc1ivision， one or more intercalary 

clivisions， commonly observ巴clin the g巴nera

of Nitophy¥loicleae， OCCllr also in the cell 

row of th巴 firstorcler， although this is not 

shown in the figllr巴. By th巴s巴 c1ivisions，

th巴 c巴11 row of th巴 first orcler becomes 

obscllr巴 (Fig.7)， ancl it is compl巴telyun-

c1etectable in matllre blacles. 1n th巴 part

of blacle with miclrib， cells of the 五rst

orcler c巴11row c10 not llnclergo intercalary 

c1ivision， bllt elongate consiclerably. 1nt巴r-

calary cell clivisions occur also in the cell 

row of the seconcl orcler. Later， the apical 

cell c巴asesto clivicle. 

Th巴 blacl巴s of the next orcl巴r ar巴 111-

itiatecl by the anticlinal clivision of the 

aclaxial pericentral clerivativ巴s

Cystocm-p: Th巴 femaleincliviclual obtainecl 

bears ripe cystocarps (Fig. 3). Develop-

111巴ntalprocess of th巴 procarpcoulcl not be 

follow巴cl. Cystocarps are formecl on th巴

miclrib of the blacles. 1t is consiclerecl that 

th巴 numberof procarps formecl on a fertile 

blacl巴ISV巴rylimitecl (only on巴?)，because 

no abortive procarp coulcl be obs巴rvecl

near the c1ev巴lopingcystocarp巴ven 111 ItS 
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一UWγ

Figs. 4-8. Kurogia pulchra YOSHIDA 

Figs. 4-7. Development of blade. 

Fig. 8. Cross section a blade， showing midrib and monostromatic wings. 

very early stage of development. The 

procarp is produced on the adaxial side of 

the midrib. Mature cystocarp is sessile 

on the blade， spherical in shape， attaining 
up to 2 mm  in diameter， with conspicuous 
rostrate projection delimiting the ostiole. 
Surface of the pericarp is smooth without 

any ornamentatlOn. 

There is no large fusion cell or placental 

cell at the base of gonimoblast. Carpo-

sporangia， 90-100μm in diameter， are pro-
duced in chains (Fig. 9). 

Tetl'asporangia: Tetrasporangia are formed 

in the stichidia-like bladelets borne adaxi-
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Figs. 9-11. Kurogia pulchra YOSHIDA 

Fig. 9. Section of mature cystocarp. 

Fig. 10. Stichidium-like tetrasporangial bladelets. 

Fig. 11. A part of stichidium・likebladelet， optical section showing 
2 out of 4 tetrasporangia per tier. 

ally on the midrib of the blade (Fig. 10). 

A sporangial primordium is cut 0任 by

transverse division of a pericentral cell. 
The supern.cial layer of cortical cells is 

formed after the primordia are cut 0任

(Fig. 11). Four tetrasporangia per tier 

are produced. Mature sporangia divide 

tetrahedrally， and are 160-200μm in di-

ameter. 

Discussion 

Although there are some den.ciencies in 
our knowledge of this plant concerning 

the development of procarps and sperma-

tangial thalli， it is clear from the observa-

tions given above that this plant belongs 

to the Delesseriaceae. In this family， it 
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Figs. 12-13. Zinovaea acanthocarpa WYNNE 

Apical segmentation in young blade. Scale回 pm.

can be placed in the subfamily Delesseri・

oideae， judging from the position of cysto-
carps and the development of tetrasporan-

gial primordia from surface cells. This 

taxon， however， occupies very unique posi-
tion in this subfamily because of its mode 

of apical segmentation and other characters 

discussed later. As for the mode of devel-

opment of the frond， sympodial growth is 
a conspicuous character of this taxon， this 
mode of growth being shared only by 
Sympodophyllum reinboldii SHEPLEY et 

WOMERSLEY， Cumathamnion sympodophyl・
lum WYNNE et DANIELS and Zinovaea acan-
thocarpa WYNNE. The plant described 

here is different from the former two in 

many respects. The mode of apical seg-

mentation is Membranoptera type in Sym-
podophyllum and Delesseria type in Cuma-
thamnion. In both genera， the alae are 

polystromatic and tetrasporangia are formed 

in the flat blades indistinguishable from 

the vegetative ones. The monostromatic 

alae and position of cystocarps as well as 

the stichidia・liketetrasporangial blades are 

similar to those of Zinovaea which has 
other di妊erencesshown below. 

1 examined the type collection of Z初0・

vaea acanthocarpa throught the kindness 
of Dr. WYNNE. In discussing Zino抑制，

WYNNE (1970) was uncertain that it was a 

member of the Delesseriaceae. From my 

examination of his material， and my study 

of the plant discussed here， which 1 con-

sider to be closely related to Zinovaea， 1 

believe that both taxa should be assigned 

to the Delesseriaceae， subfamily Delesseri-
oideae. In Zinovaea， the pattern of apical 

segmentation of the blade is very di伍cult

to follow except in very young stage of 

development (Fig. 12). Here intercalary 

division occurs only in the cell rows of 

the second order. However， in a more 

advanced stage， represented in Fig. 13， the 
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intercalary division is recognized also in 

the cell row of the first order. Division 

of cells of the first order cell row with 

oblique walls as seen in my plant is un-

certain in Zinovaea， hecause very soon it 
is impossible to trace the cell row of the 

first order. Zinovaea has unique charac-
teristics such as the triquetrous appearance 

of blade owing to a keel on the midrib， 
and cystocarps with円 clistinctivespiny out-

growths.Tetrasporangial bladelets in Zi-
novaea produce 3 tetrasporangia per tier， 
because of the fact that the abaxial peri-

centrals do not cut off a sponingial initial. 
These di妊erences.warrant the establish-

ment of a new genus for the plant dis-

cussed here. 

Kurogia YOSHIDA gen. nov. 

Thallus axibus sympodialiter evolutis 

instructus; cellulae apicales pariete trans-

versali discendens; in gradu praecosi pro-

gressum laminae dispositio alterna seriei 

ordinis secundi adest e. divisione obliqua 

cellularum certarum ordinis primi; divi-

siones cellularum intercalarium in ordine 

primario secundoque adsunt; initia tertia 

marginem thalli non omnino attingentia; 

costa apicem laminae haud attingens; alae 

lamin'ae monostromaticae， s'ine venis later-
alibus ; costa i:n axibus vetioribus e cellulis 

magnis五lamentisrhizoidalibus intersparsis 

constans ; laminae adaxialiter unilateralique 

productae; cystocarpium unicum in costa 

cujusque laminae fertilis crescens; peri-

caipii pagnia laevis sine ullo ornamento; 

carposporangia catenata; 4 tetrasporangia 

in ramulis stichidiiformibus omnis ordinis 

portata. 

Thallus with sympodially developed axes ; 

apical cell dividing 'with transverse wall; 

at an early stage of blade development， 
oblique division of certain cells of the first 

order cell row gives rise to alternata ar-

rangement of the cell row of the second 

order; intercalary divisions occurring in 

the. cell rows of the first and second 
orders; not all tertiary initials reaching 

thallus margin; midrib not reaching blade 

apex;・wisgsof the blade monostromatic， 

without lateral veins; midrib in older axes 
composed of large cells interspersed with 

rhizoidal filaments; blades produced ad-

xially and unilaterally; single cystocarp 

developing on the midrib of each fertile 

blade; pericarp smooth without any or-

namentation; carposporangia produced in 

chains; tetrasporangia produced in stichi・

dium-like bladelets; 4 tetrasporangia per 

tler. 

Type species: K. pulchra YOSHIDA 

Kurog抱 pulchraYOSHIDA， sp. nov. (Figs. 
1-11) 

Thallus roseus， mollis membranaceus， 
usque ad 17 cm altus， unilateraliter multo 
ramosus; laminae oblongae， usque ad 2 cm 

latae et 7 cm longae; apices juveniles acuti， 
sed demum maturitate obtusi esse conver-

tant; lamina margine maturitate plerumque 

integra， undulata vel juvento dubie cre-

nulata; cystocarpium sessile in costa laminae 

fertilis， sphaericum， usque ad 2 mm  in dia-

metro， ostiolo rostrato conspicuo; laminae 
ultimatae tetrasporangiales stichidiiformes 

conicae， basi leviter constrictae， usque ad 
0.9 mm  longae， 0.4 mm latae ; tetrasporangia 

tetrahedraliter divisa， 160-200μm in dia-

metro; planta spermatangialis ignota. 

Thallus pink， soft membranaceous， up 
to 17 cm high; much branched on one 

side of blade; blades oblong， up to 2 cm 

wide and 7 cm long; young apices acute， 
becoming obtuse at maturity， margin nearly 
entire at maturity， undulate or vaguely 

crenulate when young; cystocarp sessile 

on the midrib of fertile bladelet， spherical 
in shape， up to 2 mm  in diameter， with 
conspicuous rostrate ostiole; tetrasporan-

gial stichidium-like ultimate bladelets coni-

cal， with slightly constricted base， up to 
0.9 mm long， 0.4 mm  wide; tetrasporangia 

tetrahedrally divided， 160-200μm in dia-

meter; spermatangial plant unknown. 

Holotype: Cystocarpic， May 8， 1978， Cape 
Nosappu， Nemuro Prov. Hokkaido， drift， 
T. YOSHIDA (SAP 034547). 
Additional specimen Tetrasporangial， 

May 19， 1969， 0妊 Notsuka-mappu，Nemuro 
Prov. Hokkaido， from gill net laid at 
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28 m depth， M. KUROGI and T. YOSHIDA 
(SAP 034548). 

Japanese name: Ikada konoha (nov.). 

The genus is named in honour of Pro-

fessor Munenao KUROGI， Hokkaido Univer-
sity， leadei of research on m"arine" algae of 
eastern Hokkaido. 

When MIKAMI (1971) described the genus 

Congregatocarpω， he recognized that in-

tercalary cell divisions occur in cell rows 

of the first order， a feature of the sub-

family Nitophylloideae， but for other fea-
tures， the genus was more closely allied 
to the subfamily Delesserioideae in which 

he placed it. Later， he (1973) proposed 

for this genus ‘Congregatocarpus group' 

(Delesserioideae)巴mphasizingthe presence 

of intercalary divisions in the first order 

cell row and the production of cystocarps 

and tetrasporangia in special proliferations. 

Zinovaea and Kurogia share also the 

characteristic of occurrence of intercalary 

cell divisions in the cell row of the first 

order. But they di妊erfrom the ‘Congre-
gatocarpus group' in the sympodial mode 

of growth. 1 propose here ‘Kurogia group' 
for the genera Kurogia and Zinovaea with 
the following characterization: 

Intercalary division present in the cell 

rows of the first and second orders; not 

all tertiary initials reaching thallus mar-

gin ; frond composed in a sympodial man-

ner; carposporangia produced in chains ; 

tetrasporangia borne in" stichidial blade-
lets. 

1 wish to express my hearty thanks 

to Professor Munenao KUROGI， Hokkaido 
University， Professor Hideo MIKAMI， Sap-
poro University， and Professor Isabella A. 
A!3BOTT， Stanford University， for their in-
vaIuable advice and reading the manuscript. 

1 am particulary grateful to Dr. Michel J. 

WYNNE， University of Michigan， for send-
ing me type materials of Zinovaea acan-
thocarpa and Cumathamnion sympodophyl-
lum. 1 am indebted to Professor Hideo 

TOYOKUNI， Shinshu University， for the pre-
paration of Latin description. This work 

was partly supported by a grant from the 

Ministry of Education. 
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吉田忠生: 紅藻コノハノリ科の 1新属

北海道根室半島て幌集された紅藻コノハノリ科の 1種は，褒果が中肋上に作られることからコノハノリ亜科

に所属する。 (1)葉片の頂端成長が永続せず，その中肋上の向軸面側に次位の葉片がl順次できて成長を続けて行く

連基的な成長， (2)第 1位細胞列の末端に近い数個の細胞が斜の膜で分裂して，その部分で第2t立細胞列が互生的

に生ずるようになる， (3)四分胞子嚢は円錐形のスチキジア状の小業片の各段に 4個ずつ作られる等の特徴から新

属新種と考定し，イカダコノハ Kurogiapulchraとして記載した。第 1位細胞列に介生分裂があることなどか

ら Zino'vaea属と近縁であると考えられるので，この2属を含める KurogiaGroupを提案したの (060札幌市

北区北10条西 8丁目 北海道大学理学部植物学教室)
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 新刊紹介
'"・・，，，・・'‘'‘・'・s‘.・・'‘・・.，‘・・・'‘・・・'‘a・・'‘・'・'‘・・

口JENSEN，A. & STEIN， J. R. ed. Proceedings of the Ninth Intemational Seaweed Sym.pωium. 
i-xviii+634 pp. Science Press， Princeton. $ 42，00. 

I 第9回国際海藻学会議の講演集である。 1977年8月にアメリカ，カリフォルニア大学(サンタパーパラ)で

行われた第9回国際海藻学会議は参加国42，参加登録者757人に及び，講演数も特別講演3つを含み500以上

に達し，海藻学会議始って以来の最大のものであったの講演は分類，分布，形態，細胞，生理，生態，化学.利

用，増殖，環境汚染等，およそ藻類を対象とするあらゆる学問分野を包括したが，この講演集はそれらの中から，

この会議本来の目的である海藻の人間生活への利用，人類への直接的な貢献に最も関係の深い論文61篇を掲載

している。内訳は特別講演3の他に，一般講演から選ばれた生物学関係29，化学関係 18， 利用関係11篇であ

る。掲載論文の著者名の中には本会会員の三本菅善昭，大野正夫，庚瀬弘幸，吉田忠生，秋山和夫，大田啓一，

山本俊夫，鳥居茂樹，川嶋昭二，西出英一，西津ー俊等の諸氏を見ることができるの

特別講演は， 1) J. H. RYTHER博士(アメリカ，ウッズホール海洋研究所)による海藻の人工養殖系の話，

2) A. JENSEN教授(ノルウェー，トロニエム大学)の海藻の工業的利用の過去・現在・未来， 3) M. S. DOTY 

教授(アメリカ，ハワイ大学)の海中農業についてであるの 1)は，カラゲーナンや寒天原料としての海藻の養殖，

家畜排継物処理のための海藻の養殖，メタンなど燃料エネルギー源としての海藻の養殖の現状がアメリカのウッ

ズホールとフロリダにおける実際的な研究を中心に語られるの 2)では，題目が示す通り，どれ程の量のナトリウ

ム， ヨード，カリウム，寒天，カラゲーナン，フルセラランなどが過去に海藻から得られたか，現在のアルギン

酸，寒天，カラゲーナン，フルセララン，ノリ，ワカメ，コンプなどの生産量と消費量はどうなっているか，そ

れらのほかに将来期待される海藻からの新しい産物にはどのようなものがあるか，そしてそれらの見通しはどう

かなどが語られるの 3)では，教授が直接指導されているフィリッピンのキリンサイの海中栽矯を中心に海中農業

の現状と将来のあり方と問題点などが要領よくまとめられるのいずれも世界的な規模で海藻を人類に役立たせた

いとする意欲的な内容であるが，掲載された他の一般講演の内容もまたそうした方向を目指すものであるのわれ

われ日本人は，ともすると，海藻の利用や増殖に関する限り，外国に学ぶべきものはないと思いがちであったが

伝統的ともいうべきアサクサノりを初めとする 2，3の海藻を除くと，諸外国に学ぶべきことの方が多くなってし

まったことを痛感させられる。

なお，すべての講演(正規の締切日までに受付けられた)453の要旨はアメリカ藻類学会の機関誌 Journal

of Phycology， Vol. 13 (1977年6月)の Supplementとして集録されてある。

(筑波大学・生物科学系 千原光雄)
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コアマモの生長様式について

月館潤ー・高森茂樹

南西海区水産研究所 (739""()4広島県佐伯郡大野町丸石7782-9)

TSUKIDATE， ]. and TAKAMORI， S. 1979. On the growth pattern in Zostera nana. Jap. J. 

Phycol. 27: 91-94. 

Growth pattern in Zostera lIana (=Zostera japonica ASHERSON et GRAEBNER) was 

observed at Hosonosu in Mihara Strait， the east of Hiroshima Bay. 
During the growth of the stem， a new node is formed on its top， where a new leaf 

soon starts to grow. Nearly at the same time， the leaf belonging to the lowest node decays 

and roots are pushed out from this node. 

Growth pattern in Zostera nana is the same as the one in Zostel.a marina basically， 
but differs in that the stem of Zostera nana keeps growing in the mud. 

JUlI-ichi Tsukidate and Shigeki Takamori， Nansei Reg必nalFisheries Research La-

boratoη，7782-9 Mar，山ishi，Ohno-machi・"Saiki-，伊 n，Hiroshima p"ザ:， 739-04 Japan. 

コア 7 モ (Zosteranana =Zostera japonica ASH-

ERSON et GRAEBNER， den HARTOG 1970)は，砂

泥底水域における藻場を構成する植物で，海産顕花植

物である p コ7'7 モの生長については， MIKI (1933)， 

新崎 (1950)の報告があるが，茎の伸長，節の形成，葉

の生長，地下茎の生長を有機的に関連づけた観察はな

く，又繁殖方法までは考察していない。

著者らは，先に“アマモの生長様式について"(月

館・高森 1977)を発表したが，その後，三原水道の細

ノ洲で，コア 7 モの生長についても観察し得たので，

ここに，コ7'7 モの生長様式について報告し，批判を

仰ぎたいn

方法

コアマモを調査，観察した細ノ洲水域は， Fig.1に

示すように，広島湾の東部，三原水道のほぼ中央にあ

って，大潮の干潮時には，直径数百米にわたって干潟

となる。底質は砂質と砂泥質のところがあり，コアマ

モは砂泥質のところに多くみられる。

この現場へ昭和52年3月から 5月にかけて干潮時

に行き，業の生長，地下茎の生長を観察した。

結果

Fig.2-1に示すように，地下茎に節が古いl願に， 1，

2，3，4，5と， 5個存在する。このうち，節の 2，3，4，5

から葉が古い順に①，②，③，④と出ているコアマモ

苗条 (Shoot)がある。これらの葉のうち，葉④は新

楽である。 この苗条が生長すると， Fig. 2-II， IIIの

ように，茎が伸長して節6が形成され，新しい葉⑤が

生長する。同じ時期に葉④は成葉となり，一番古い葉

が枯れ，この葉の出ている節から根が出る。コ7'7 モ

苗条が更に生長すると， Fig. 2-IIIのように，節1は

木化し，節2の古葉は消失して，この節から根が出る。

そして節1から出た根をもととして成りたっていた苗

条が古葉を落して，新薬を形成し，それとともに節1

および根が木質化して，節2から出た新しい根をもと

とする酋条になる。次いで， Fig.2-IVに移行して，

この様式の生長をくり返す。

考察

コア 7 モの生長様式は，基本的にはア 7 モの生長様

式(月館・高森 1977)と同じで・あった。つまり，茎が

伸長して節が形成され，新しい薬が生長する。同じ時

期に一番古い葉が枯れ，この葉の出ている節が根を出

して，新しい苗条ができあがる。

しかし，アマモの生長様式とは，次の諸点が異なる。

1.茎の先端まで砂泥中にもぐることが多いために，茎

の伸長，節の形成，葉の生長などのー連の過程が砂泥

中で行われることが多い。 2.茎の二分が頻繁に起る。

この様に，コアマモでは，茎の先端まで砂泥中にも



92 TSUK!DA TE， ]. and T AKAMORI， S. 
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Fig. 1. Map of Hosonosu in Mihara Strait. 
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ぐるため，この生長について，誤った観祭を噂いたも

のと考えられる。事実， MIKI (1933)がコアマモにつ

L 、て報告して以来，まず地下茎が伸びて，次に薬が生

成されるとL、う知識が一般化し，地下草~x.は業と葉と

の関連が無視されている。

今回の調査結果から，コア 7 モも 77モと同様，地

下茎の伸長と，苗条の生長とは無関係ではなく，茎の

伸長と節の形成，業の生長との聞に有機的な関連があ

り，その関連の規則にのっとって，新しい苗条が生成

されることが明らかとなった。

上述の結果から，地下茎の移植による植物体の噌殖

は，業を持った地下茎を移植しなければ怠l床がない。

葉を持たない地下茎のみの移植では，苗条の新生は期

待できないだろう。

地上に出ている茎と，地下にもぐっている茎との聞

に形態的な差があるか否かを調べるため，茎の各部分

を切って，横断面の形態を観察した。新しい茎は通気

組織がよく発達しているが，古くなると縮小する。茎

が地上に出ていても，地下にもぐっていても，燥が出

ている節より新しい茎には，木部やふるい部がよく発

達しているが，根が出ている節より古い茎は木化して，

管束組織系が不明確になっている。しかし，地上に出

ている茎は，地下にもぐっている地下茎と連続してお

り，その形態も基本的には，両者に差異はない。従っ

て，茎(又は Stem)は地下装(又は Rhizome)の名体

は，便宜的な意味しかないし，コア 7 モでは，茎の先

端まで地下にもく、、っていることが多いので，茎はなく

地下茎のみとも言える。

x.，コ 77モは墓の二分がほとんど各節ごとに起る

ため，一つの地下茎から多数の菌条が出る (Fig.3)。

一群の菌条が粗に繁殖しているとき上から見ると，ピ

ラミット形をしている (Fig.4， 5， 6)。 これは茎に主

茎と高IJ茎が存在し，各節で確実に茎が二分することを

意味している。しかし，高1]茎が主茎に転化する時期は

明らかでない。
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タイ園のアマノリ類 11. PO'l'plty10((， vietl附 '1Itensi."I

TANAKA et P .-H. Hoの分布および生育時期

小河久朗*. K.リュマノモシ柿

* 東北大学設学部水産学科 (980仙台市堤通雨宮町 1-1)
帥 カセサート大学水産学部(パンコック市，パンケン)

OGAWA， H. and LEWMANOMONT， K. 1979. The POゅhyraof Thailand II. Distribution and 

seasonal occurrence of Porphyra vietllamenesis T ANAKA et P.-H. Ho. Jap. J. Phyco1. 27: 

95-98. 

In this paper we describe the distribution and seasonal occurrence of Porphyra viet-

namensis T ANAKA et P.-H. Ho in Thailand. The surveys were done along the coasts of 

the Gulf of Thailand and in the vicinity of Phuket Island in the Andaman Sea during the 

winter season from 1975 to 1978. P. vietnamensis was found in the west coast of the Gulf 

of Thailand (from Prachuap Khiri Khan to Narathiwat)， but not found from the other 
coasts. Porphyra sp. was also found in the vicinity of Phuket Island and Pang-nga facing 

the Andaman Sea. 

From our observations， it is considered that the Porphyra distributes not only in the 

coasts of Thailand， but also in the coasts of Burma and Malaysia， and also that the rainy 
season affects a great infiuence on the growth of POゅhyrathallus in Thailand. 

Hisao Ogawa， D，φartment 01 Fishery Science， Facultyザ Agriculture.Tdhoku Uni-

versity， Sendai， 980 Japall; Khanjanapaj Lewmanomont， Facultyザ Fisheries，

Kasetsarl UlIiversity， Ballgkhen， Ballgkok 9， Thailand. 

我川主，前報で'T'?ノリ類の 1種 POφhyraviet-

namensisTANAKA et P.-H. Hoがタイ|司 Songkhla

市近郊 GaoSengに生育することを報告した(小河・

リュマノモン 1978)0Gao Seng以外のタイ国沿岸に

も本種は生育しているのではないかと考え， 1975年1

月から 1978年5月にかけて主として冬季に，シャム湾

沿岸17地点(同湾東海岸9地点，西海岸8地点Lアン

ダ7 ン海側2地点について，我々による採集調査およ

びこれら地方の水産関係者に対する聞き取り B銅貨を行

なった。これらの結果について報告する。

調査地点および方法

各調査地点については Fig.1に示しである。

シャム湾東海岸ではBanSeng (Fig. 1-1)， Si Racha 

(1-2)， Pattaya (1-3)， Satahip (1-4)， Rayong (1-5)， 

Ban Pe (1-6)， Chantaburi (1-7)， Trad (1-8)， Ko 

Chang烏 (1-9)で1975年 1-4，11， 12月， 1976年

1-3月， 1977年 1，2，12月と 1978年 1-5月に大体

月に一度採集調査を行なった。シャム湾西海岸で

は SamutSongkhram (1-10)， Hua Hin (1-11)， 

Prachuap Khiri Khan (1-12)， Gao Seng (1-13). Ko 

Nu島 (1-14)，Pattani (1-15)， Panare (1-16)， Nara-

thiwat (1-17)で1975年 1，2，12月， 1976年 1-3月，

1977年1，2月， 1978年2月の各月に採集調査を行な

った。アンダマン海側は Pang-nga(1-18)， Phuket島

(1-19)で1975年2，9月， 1976年1月に採集調査を行

なった。これら調査地点では我々による採集調査の他

に，タイ国水産局の水産試験場，水産事務所などの水

産関係者からノリ薬体の生育時期，場所について聞き

取り調査を行なった。

結 果

シャム湾東海岸9地点での 20回にわたる調査では

どの地点からもノリ薬体を採集することはで・きなかっ

Tこ。 BanSeng， Si Racha， Ban Pe， Chantaburi， ' 

Tradでの水産関係者からの聞き取り調査でも，ノリ業

体の生育についての情報を得ることはできなかった。

ジャム湾西海岸8地点での調査では北部の Samut
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Fig. 1. Map of Thailand coast. Numbers 

refer to collection sites as follows: 

1. Bang Seng， 2. Si Racha， 3. Pat-

taya， 4. Satahip， 5. Rayong， 6. Ban 

Pe， 7. Chantaburi， 8. Ko Chang Is-

land， 9. Trad， 10. Samut Songkhram， 

11. Hua Hin， 12. Prachuap Khiri 

Khan， 13. Gao Seng， 14. Ko Nu Is-

land， 15. Pattani， 16. Panare， 17. 

Narathiwat， 18. Pang-nga， 19. Phuket 
Is1and. 

Songkhram， Hua Hinではノリ業体はみつからなか

ったが，南に下った PrachuapKhiri Khanでは 1975

年4月に当地方で採れたノリ葉体を水産関係者から入

手することができた。 PrachuapKhiri Khanより更

に南に下った Songkhla市近郊の GaoSeng，岡市

沖合 5km程のところに浮ぶ KoNu )::;で・ 1975年 1，

2， 12月， 1976年 1，2月， 1977年 1，2， 12月および

1978年2月にそれぞれ P.vietnamensisの成熟葉休

を採集することができた。どの年も 2月の採集では

潮間備に生育しているノリ葉体はその殆んどが槌色

し，枯死しかかっていた。 1976年3月の調査では潮間

帯に生育しているノリ葉体は流失してしまっていた。

しかし潮|附台下部には緑色を呈し，一見アオサ状にな

ったノリ業体を，また砂に埋れた岩肌には未だ一部色

合の正常なノリ業休が認められた。 Songkhlarliより

更にI有に下った Pattani，Panare， Narathiwatでも

1977年2月， 1978年2月に P.'vietnamensisの成熟

葉体を採集することができた。この地方でも Gao

Sengと同様に 2月中旬には潮間借に生育するノリ主主

体は健色し，枯死していたが，潮間滞下部の砂に埋れ

た岩!日Lには未だ正常な色合をしたノリ業体が生育して

いた。 Songkhla，Pattani， Narathiwatで‘の水産関係

者からの聞き取り調査では，当地方の海岸ではノリ某:

休は例年 11月中，下旬頃から現われ，翌年2月上，中旬

ごろまでみられるとのことであった。また Songkhla

市沖合の KoNu島の更に 4km程沖にある KoMeu

向にもノリ葉体が上記の期間，生育しているとのこと

であった。 Panareでは 1977年9月に当地方で採集

したというノリ葉体を水産関係者から入手することが

できた。

アンダマン海側の Phuket，1::;での 1975年2月， 1976

年 1，2月の調査ではノリ業体はみつからなかった。し

かし 1975年9月の調査では Pang-ngaで，当地方で

採れたノリ葉体を水産関係者から入手することができ

た。このノリ葉体は P.vietnamensisとは異なってい

た。聞き取り調査によれば Phuket島周辺でノリ業

体がみられる時期は例年3，4月頃とのことで・あった。

若君 察

我々の調査では POゆhyra vietnamensisはシャム

湾西海岸の PrachuapKhiri Khanから Narathiwat

にかけての調査地点でのみ，その生育を確認すること

ができた。しかし同湾奥部および東海岸にかけての調

査地点では本種の生育を明らかにすることはできなか

った。一方，アンダ7 ン海に面した Pang-nga，Phuket 

g:;でノリ葉体を入手することができ，これら地方にも

7<'ノリ類の生育することが確認できた。しかしその

種は P.vietnamensisではなく P.cri.ψataに良く似

た種で‘あった (LEWMANOMONTand OGAWA 1976)。

CHRISTENSEN and WWM-ANDERSEN (1977)らも

Phuket 山近くの Surin jtH~iでノリ葉体を採集し

Porphyra sp.として報告している。

これらのことから P.vietna川間sisはタイ国では

シャム湾西海岸に主として生育分布しており， Nara-

thiwatよりも更に南のマレーシアにかけての海岸に

も生育していることが考えられる。一方，アンダ7 ン

海側lからも本種で、はなかったが， ノリ葉体が採れたこ

とからして，アマノリ類はタイ国だけでなく，ピノレマ，

マレーシアにかけてのマレ一半ぬの両海岸に広く生育

分布していることが窺われる。



ノリ類について殻胞子の放出条例二を調べている。それ

によると POゅhyra川 borbiculataはやや長日条件下

で水瓶 250Cのときにのみ，P. tallegashimellsis は 15

時間陥期の短日条('1:-ドで水ilui260Cのときにのみ殻胞

子を放H¥し，それ以外の品度条件下では殻胞子を放11¥

しない。 Iそ'VietnalJlensi.'-もこれら 2種と同様に殻胞

子放出にはill~度，とくにその低下が大きく影響してい

ることが考えられる。その結栄，当地方での本種のノ

リ葉休はげ排水ilM.度が一年を通して最低の他を示す， 1'I'j 

季の終り， 11月中・ド旬に出現するのであろう。

これに対し， Prachuap Khiri Khanで 1975年4月，

Panareで 1977年 9)'Jに本邸の集体が採られている。

この時期はこれら地Jjは乾季に相当し，本種の葉{キ生

育時期とは異なっている。 これは GaoSeng， Nara-

thiwatで観られたように，潮間借下部に生育したノリ

葉体のうち， il~9ミ時期を過ぎても未だ生き残っていた

ものが，上記時期に，これらの場所で‘採集されたので

はないかと考えられる。 SHINMURA(1974)も我々と

同様なioJfを径子山の Iそtallegashilllensisについて観

察し，そのノリ業体が一年を通してみられることを報

告している。

アンダ 7 ン泌側では lそvietllalllellsisで、はなかった

ものの 77ノリJ'Jiは生育し，ノリ葉体は例年3，4月

頃に繁茂している。 アンダマン泌側は 1，2月にかけ

ての時期に海水ifAt度が一年を過しでもっとも低下する

(F AIRBRlDGE and RODOLFO 1966)。当地方のノリ

葉体出現Ilif期と海水{1lIt度の低下する時期との聞にも対

応関係の存在していることがわかる。

P. <l'ietllaJllensisについては未だ殻胞子放出の温度

条件は十分には'I'IJっていないが，一般的に亜熱帯から

熱帯にかけての海岸に生育する 77ノリ類の殻)j包子放

出には1:，叫;・から;専~':Wにかけての泌洋に生育するア 7/

リ類のそれに'1凌べ， Utll度が他の環境因子よりもより大

きく，政衡に働いていると考えられる。

我々の;p，司査からは十分に托~t!i{できなかったシャム湾

内での本係の生育・分イli，またアンダ7 ン海側でのア

マノリJ1(iについての調査を進め，熱情域に生育する 7

7 ノリ娯の生態的特徴をゆlらかにして行きたい。

97 II Porphyra of Thailand 

IそVletnalllellsisの葉{本生育期は Songklaから

Narathiwatにかけての海岸では例年 11月中，下旬か

ら翌年2月中旬にかけての期間である。このノリ葉休

:l:l現期， 11月中旬頃は当地方のI，jij季で， J包濃度，海水

i品度とも最低の{直を示す時期であり，葉体の消失す

る2月中旬頃は乾季の初めで，出i段度，itij;JJ， i品度が上

昇し， IUの値に戻った時期に相当している (Figs.2，

3)。本径の祭休出現，消失の時期と海水ilut度，塩濃度

の変化するH年期とはよく対応していこよがわかる。黒

木・秋111(1966)， SHINMURA (1974)らは暖泌J主のアマ
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エゾヤハズの四分胞子発生機構の解析 V

一方照射による仮根の定位

大 森長 朗・ 植木洋子

山陽学園短期大学 (703岡山市平井1-14-1)

OHMORI， T. and UEKI， Y. 1979. An analysis of tetraspore development in Dictyopteri・s

diva1"Icata V. Orientation of rhizoids by means of uni1ateral i11umination. Jap. J. Phyco1. 

27: 99-102. 

Tetraspores of Dictyoptel'is divari・'catawere cu1tured for 45 hrs under continuous uni-

lateral i11umination， continuous darkness and 3 or 1-hr uni1ateral i11umination during the 
dark in order to ascertain when the orientation of rhizoids from the spores was determined. 

Most of the spores exposed to continuous uni1ateral i11umination formed rhizoids away from 
the light source. In the dark cu1ture， the spore produced a rhizoidal outgrowth in all 

directions. Among 3・hrlight treatments， the uni1ateral illumination from 9 to 12 hour 

after the initiation of cu1ture was the most e鉦ectiveon the orientation of rhizoids. Among 

1・hrlight treatments， the i11umination from 10 to 11 hour after cu1ture initiation was the 
most effective. The effect of exposure to light， however， was less prominent in the latter 
case than in the former. 

Takeo Ohmori and Yoko Ueki， Sanyo Gakuell Junior College， Hirai， Okayama， 703 

Japan. 

エゾヤハズ (Dic砂opterisdival'Icata)の四分胞子

の発芽については， INOH (1936)および西林・猪野

(1959)が詳しく報告している。 INOH(1936)は四分胞

子が発芽したとき生ずる仮根突起の方向が光によって

決められることを報告した。さらに大森 (1977)は阻

害剤を用いた実験で，仮根突起の形成にはそれに関与

する RNAおよびタンパタ質の合成が必要であり，光

は仮恨の仲1:1:1する方向のみに彩轡を与えていることを

確認した。この仮根の{申出方向を決定する光は， 530 

nm以下の短波長の光であり， 580nmより長い波長の

光では効果がないことはすでに報告ずみである(大森・

末村 1978)。 エゾヤハズの四分胞子が発芽するさい，

光による仮根伸出方向の決定が，発生のどの段階で

なされているのかを明らかにするために本実験を行

採集後，藻体(四分胞子体)を一晩暗所に放置し，翌日，

漏過海水を満たした大型シャーレに浸して，四分胞子

を放出させた。 2時間以内に放出された四分胞子を遠

沈して集め，これを実験に用いた。培養は， i慮過海水

を7mBずつ入れた小型シャーレ(径6cm)を用いて

行った。光の一方!照射に用いたシャーレは，一側を開

けて黒紙で包み，他方からは光が入らないようにした。

光による仮恨の仲Il¥方向の決定には，どの程度の時聞

が必要であるのかを調べるため，一方照射の時間に関

しては 3時間!照射と 1時間照射の二通りの実験を行

った。また，仮根の{申出方向が，光によって決定され

る時期を明らかにするため， 3時間照射の場合も， 1時

間照射の場合も，光!照射を暗培養の7つの異なる時間

帯に行うよう， Fig. 1 tこ示すように設定した。 Light

は，培養期間中連続して一方照射を行ったものである。

Darkは，シャーレ全体を巣紙で包み，暗条件で培養

した。 0-3hrL-18-21 hrLは， 3時間の一方照射を行

ったシリーズで， 0-3 hrLは，培養開始直後から 3時

間光を照射し，その後は暗条件で培養した。 3-6hrL 

っTニ。

材料と方法

本研究に用いた材料は， 1978年5月22日に岡山県

玉野市渋川で採集したエゾヤハズの四分胞子である。

本研究の費用の一部は，私学研修福祉会の助成金によった。
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Fig. 1. Design of unilateral illumination treatment in 巴trasporeculture. 

は 3時11¥"]11白取後した後 3時間光を照射した。 0-1 ない。 i主義期間中， jlii統して光を一方!照射したもので

hrL-10-11 hrLは， 1時間だけ一方!照射を行ったシリ は， 213f国体中 182f同体が，光源から遠ざかる方向に仮

ーズである。光似!としては， 15W白色f資光僚を)羽い， 根を形成していた (Fig.2 c)。 府養開始直後から 3時

1，0001uxの光を照射した。倍養は，室I:"t(22.3:t 0.50C)尚の間一方!照射したものでは，仮根の伸出方向は全く

で‘行った。続発開始 45時間後(胞子放11¥後471時間) 機会的であり，一方!照射の効*は見られなかった (Fig.

に，入ってくる光の方向と仮恨の仲11¥方向との関係を 2 a)o 11郎官養 3 時間後 311~HI'，î-方照射したものでは

観察した。それぞれのシャーレで， 210-290例の発見・ 41.9丸暗l吉j¥f611~'ll~および 91時間後に 3 時間一方!照

体についてその似恨の仰IU方II;Jを調べた。

結果

エゾヤハズの四分Jl包子は，放出されてから約 20時IltI

でイ'lii根突，Ii¥を形成する。培養開始 45時間後に観察し

たところ，いずれの椛養でも 80%以上のものが仮恨を

生じていた。この仮恨の伸出方向を，入ってくる光の

方向を Southとして， North， East， Westの四方li'J

に大別して』澗ベた。各方向に仮恨を伸:Uした割合は，

Table 1および Table2に示すとおりである。

Table 1は，光の一方照射を 3時間ずつ与えたも

の (0-3hrL-18-21 hrL)と，連続一方照射したもの

(Light)，および金時で倍養したもの (Dark) の出j~*で

ある。全11自でl音義した四分胞子の仮根伸::l:lの方向は機

会的で，どの方向にもほぼ同じ割合で仲出していた。

エゾヤハズの四分胞子の仮根形成には，光は必要でな

く，光がない場合は，仮根の仲出方向に規則性は見られ

Table 1. Percentage of orientation of the 

rhizoidal outgrowth under the 

unilateral ill umination for 3 hours. 

The light source was in the 

south. 

South North East West 

Light 0 85.4 8.0 6.6 

Dark 24.7 31.1 23.8 20.4 

24.2 26.5 26.0 23.3 

6.2 41.9 18.1 33.8 

1.7 58.1 19.9 20，3 

1.2 64.8 15.6 18.4 

3.3 39.5 31.5 25.7 

0-3 hrL 

3-6 hrL 

6-9 hrL 

9-12 hrL 

12-15 hrL 
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Tahle 2. Percentage of orienlalion of lhe 

rhi7.0iclal outgrowth uncler I he 

unilateral illumination for 1 hOllr 

Th巴 lightsOllrce was in lhe sOllth. 

SOllth North Easl 1九'est

0-1 hrL 22.8 23.7 27.2 26.3 

1-2 hrL 21.0 29.0 24.4 25.6 

2-3 hrL 13.5 30.0 27.5 29.0 

4-5 hrL 2.9 49.4 19.2 28.5 

6-7 hr L 4.6 55.0 19.1 21.4 

8-9 hrL 3.8 53.6 23.2 19.4 

10-11 hrL 2.7 56.7 18.8 21.9 

jb;\から泌さかる )j j~Jに {反似を生ずる苫IJ合が.;v，:しく i成少

し， 光jJ，;lに向って仮似を{ljql:するものがifi加lしていっ

た。11計JiHt181時ntJ後に 31時間一方照射したものでは，

光似から泌さかる)}jtlJに仮l伎を(ljqL:したものは 28.6%，

光jJ，;[にI('Jって仮似をfiIi:I'，したものは 11.4910であって，

-h1照射の効~~はほと ん どみられなくなった。

Table 2 は， 11削i~hのいろいろな時期に 1 J1~j 間だけ

ーみから光を照射した場合の~i*である。lIi~-JM~ 411'] 

!日!後に 1J1'!j'lj ~-)j]照射 したもので 49.4910のものが，光

ì~l\ と反対の方向に (刷1~笑}~を生じていたの J白必UH始後

4 1時 I : ~ ぐらいから， 仮恨の定(立に対する光の効栄が現

われ始めている。1Ii'1J;'~.必 101時間後に 11時間光を一方

から!照射した場合には，56.7% のものが光源から速さ

かる位i泣に仮恨を生じた。11白h!?長 9時間後に 31時間ー

射した場合には，それぞれ 58.1910，64.8910のものが光il，;[ 方照射したものに比べるとその効果は若十5jsjくなって

から速さかる位iiJ':に仮縦突起を生じていた (Fig.2 b)。 はいるが，仮似のiif立に対する光の彩子平は，このl時期

11音階養 12J1!j間後に 3時間一方!照射した場合には，光 にj品もllJi.;v，:に現われている。

砂町

喧圃圃'

ドig.2. Effects of the lInilateral illllmination on the rhi7.0iclal orientation of 

1巴lraspores. The lighl from lhe upper part of日gllres. (a) 0-3 h， 
L.， (b) 9-12 hr L. ancl (c)じontinllollsillumination 

考 察

エゾヤハ ス・のlilljj')J;g-内こ光を-)Jから照射すると，

光源から述さかる位置に(反似突起を/1三じ(反社:i.tJ ~1 1:.J乏し

ていく 。11;'1所でも仮似は)['31反されるが，その(11'11'，}jl(，j 

は僚会的であるの従って，光は仮似の形成その ものに

は必要てなく ，(反社4の(;jql:する)jj古lを決返する必!Jqに

なっているの

今回の実験結栄では，エ ゾヤハズの凶分!泡てj二は，J日

夜後 31期間以内では仮似定{立に対する光の効栄は.!!リ::，1)

であった。 Ji''ijγH&411年IltJをjli!!ぎると，人ってくる光の

)jl~'Jによってその反刈(lI.1]に仮似突起が形成されt::. o Ji'1 

長後 12J1!j間を過ぎると，- )J lli，~.Mによる仮似の定{立がj

栄はだんだん減少し，M災後 1811:H:;Jになるとその長1)以

主ほとんどみられなくなったo (反似の:定{立に ~~~J.}Î~する

光は， 1 J1:i'l1-tJの!照射でも企i)以がみられた。光が11:;(:も有

効に If;}jく II!jJVJである J;~' 災後 1O~ 11 11寺間の l:t] Jl:を ---.Jï

!照射したものと， J;''i l~後 9~121ド'j'I:-i]の 3 J1!i'I:t]-)J]I注射

したものを比べると， 1 J1!j問!照射のほうがその効果は

jトF- ~N くなっていたn

ヒパ 7 夕日に以する F川・11:;や Pelvetiaの受桁卵で

も，人ってくる光の)Jj('Jとは反対の仰lに仮似を形成す
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ることが知られている。嵯峨・中沢 (1974)は，エゾイ

シゲ (PelvetiaWlなhtii)の受精卵に光を一方照射し，

仮根の定位におよぼす光の影響が，発生のどの段階で

最も有効かを実験的に確かめた結果，受精後5-9時

間の間の一方照射が最も有効であることを報告してい

る。エゾイシゲの仮根突起は，受精後12-14時間に形

成される。これに比べてエゾヤハス・で、は，胞子放出後

約 20時間で仮根突起の形成が始まる。エゾヤハズの

仮根の定位に光が最も強く影響するのは， j:者養開始後

9-12時間とエゾイシゲに比べて遅いのは，こうした

発生速度の違いによるものであろう。

NAKAZAWA (1966)は，フークス卵の仮根形成にさ

いしては，合成された RNAが仮根予定域へ集まるこ

とを報告している。一方 QUATRANO(1968)による

と，フークス卵の仮恨分化に要する RNAの合成は，

受精後5時間で終了し，それにひき統いて起こるタン

パク合成は，受精後9時間ごろから始まるとされてい

る。このことから嵯峨・中沢 (1974)は， 受精後5-9

時間の一方!照射が有効に働くのは， RNAの有極的移

動に光が何らかの役割を演じているのではないかと考

えている。エゾヤハズにおいても，こうしたメカニズ

ムによって仮根の分化が決定されているのかどうか

は，今後の研究にまたなければならない。
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The Komarov Botanical Institute， Academy of Sciences of the USSR 

1978年9月より 11月までの 3カ月附， 日本学術娠 1¥引E-lifJ物部門のあるw物は 1824年に作られているe

興会派遣研究員と してソ辿に滞在する機会を得，その 古色蒼然としてはいるものの建物白体は他在である。

Jm聞の大半をレ ニングラ ードのコ7 ロフ植物研究所 しかし，革命直後の混乱期には S.G. GMELlNの貴

で，残りの数日!日lをモスク ワの海洋研究所で過した。 重な標本が紛失したり ，第二次世界大戦の折疎開した

コ7 ロ7地物研究所はソA邦の植物学，特に分鋲 ・ 標本のいくつかは破損，紛失を免れ得なかったとのこ

生態の分野での中心的な役割を担う研究機関で，藻狐 とで，混乱の傷あとはそのような形て・残っている。

11i1門も北方系の資料を有する研究室と して古くから若 現在の研究所は 24部門，職員約 600人(うち研究員

名である。日本の海藻分類研究者と しては今世紀初 200A)，植物園の商政 22haとL、う規模である。建物

頭，遠藤吉三郎先生が，又最近 (1975)，レニン グラ ー は全て図内にあり ，木館には顕花植物の標本室，研究

ドで開かれた国際植物学会に1:1:¥附された梅崎勇博士が 室，図苫館及び事務室が含まれる。その他の研究部門

この研究所を訪ねておられるが，実情はあまりよく知l とBotanicalMuseum，及び混室の一群の建物がポポ

られていなし、。そこで，コ 7 ロ 7~砲物研究所の概~と

E菜類学者の活動状況などを紹介しておきたいと思う。

コ7 ロ71'I1'l物研究所については S.G.SHETLER新

“The Komarov Botanical Institute， 250 years of 

Russian Research"， Smithsonian Inst. Press， 

Wash. D. C.， 1967及び P.A. BARANOV編“An

outline of History of th巴 V.L. Komarov Botani-

cal Institute of the USSR， Acacl. Sci. (1714-1961)"， 

Acacl. Sci. USSR Press， Moscow-Leningracl， 1962 

などによって創設当初より 1960 年頃までの概~を知

ることIJ，できる。

コ7 ロ7~ìfl物研究所は 1714 年にn寺のピヨト Jレ大時

によって設立された薬草図 (AptekarskyOgorocl)と

博物陳列館 (Kunstkammer)を核に発展し， 1823 "1ー

には薬草闘が稲室他物医!となりその図内に Botanical

Tvluseumが新設された。 1898年には Herbariumof 

Cryptogamic plants 1J;'l!Jt:s'Lした珂I!"'Jとなっている。

この当時はli自物図，Herbarium， Botanical Museum 

などは形の上では別組織であったが， 1931年に統合さ

れて BotanicalInstituteとなり今日に至っている。

海藻学上著名な F.J RUPRECHT (1814-70)は1855-

70年に亘って BotanicalMuseumの Directorと

して活躍している。

レニングラードは 1917 年の11~命による混乱， 1940-

44年の対ナチスi政 (し、わゆるレ ニングラ ード900日l政

争)による荒療を昆験したがその後復興したわ旧市内

の建物の殆んどは 18，1 9 世紀のもので，当n~fの帝政ロ

シアの首都ペテ Jレプノレグの面影を今に伝えている。相i¥l

物園内の建物は 19世紀に作られたものが大部分で，

コマロ 7槌物研究所，隠花植物部門

の入っ ている建物 (1978年9月)

M. M. HOLLERBACH巨?ゴニ

研究室にて，1978年 10月
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7通りに面して配むされている。泌狐;'¥1¥I"Jは Labor- ABRAMOV同J::GI!'s苔煩)で l-lerbariumの Curator

alory of Taxonomy and Geography of Crypto- を兼ねておられる。 1菜類部門は淡水藻と海荻に分れて

gamic plants と Herbari um of Cryptogamic いるが，淡水深ーの:符名な研究者である M.M. HOLL-

planlsとから成るーifl¥l"jに人っている。 この隠花植 ERBACH I'~\二|コがチ ーフ で 72 歳の現在も土減f~~の研究

物関係には社主主知，J也衣類， riHil&び肉JJiが合まれる。 に出版しておられる。淡水藻研究者では退'lJ"しておら

泌t海部門は 21潜の一部を占めているの れる ZAUER (Siphonales)をはじめ ANDREEVA

Cryptogamic Laboratory の Directorは 1.1. (Ch/orella)， LUKNITZKA Y A (Desmid)， SEDOVA 

首IJj漢学研究室のメ ソバー

tcから Ju.E. PETROV， L. P. PERE5TENKO， 
L. S. MARGOLIN， A. D. ZINOV A， V. MAL-

T5EV (ウラジオ λl ッ~ ， TINRO)， K. L 

VINOGRADOV A の諸氏。 1978~ I三 11 月

Elena S. ZINOV A (1869-1942) 

A. D. ZINOVA博士所政

(Cytology)， RUNDINA (Zygnematales)， DOROGO-

5T AI5KA Y A (Soi 1 algae)などの諸博士がおられた。

筆者が滞在した瓶藻研究室はサプチーフのK.L.

VINOGRADOV A I~'土 ， J u. E. PETROV博士，L.P目

PERE5TENKO W土，研究iJliJJ}J員の L.S. MARGOLIN 

氏の 4 名がスタッ 7 である。をi 名な海 ~~S ~学者 A. D. 

ZINOVA 時士は 76歳の高 11ぬですでに退官しておられ

るが週 2~3 1司は研究室に来られ， 研究を統けておら

れ3Ie'iJ¥'におJe$誌であった。 この他レ ニングラ ード大

学，ウラジオス トックの研究所などの他研究機関から

若い研究者が滞在して研究することもあるF

前記 ZINOVA 先生は 1920~30 年代に活躍した E.S .

ZINOVA博士 (1869-1942)の蛭にあたり IpX後多数の

論文を発表したソ辿海藻分類学の第一人者である。

木~，t. lìíï号 (27 冶 1 号)で川 11ぬn日二l事土が報告された

S/.schゆoviajlageLla1"isの発表などで1:1木でもよく

知られているの lï~近はお孫さんの面倒をみるのに忙し

い111，白髪のやさしい，又皆から尊敬されるおばあさん

である p 故山111孝男先生の逝去を悲しんでおられたが

笠者の滞在'-1二"御親交のあったパリ大学の .T.FELD-

MANN I~~土の百卜報がこ|ヒ大吉間隙土から入り ~t'7;\'に務

JI日 し ておられた。因に， 淡水Bi~の HOLLERBACH，

E. S. ZINOV A， A. D. ZINOV A の諸先生は， lí~，{EM 

物 q1J に ~~~Î 設の杓J戎であった A. A. ELENI<IN (1873-

1942)の弟子に当る。

ZINOVA先生以外のスタ'/7は皆 40)¥試合のl動き雌

りで活発に研究しておられた。 VINOGRADOVA 女史

は総務の大者「ソ辿邦海産緑藻 1974J出版後ひきつ

づき主として太平洋沿岸の緑藻の研究を，PETROV氏

はコンブ1'1を'1"心に尚藻類について多数の論文を発表

しておられ，現在は南極ffr，品藻に主力を泊ミL、でいるo

1&は調査一自llで1:1本にも立寄っており ，筆者の位話係と

して公私に豆り既日))して下さった。 PERE5TENKO-J;..・

aは現在「日木海の海藻」の原稿を苫き上げるところ

であったが，彼女は特に紅W~~衰の研究に主点をおし、て

いる。 研究.fJli以jの MARGOLIN 氏はドイツ詰，英語

とも非常に述者で有能な人であり ，標本整3111は彼の主

な仕事であるが 1年半ほど前にこの研究室に勤務する
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ようになってから整理が著しく進展したとのことであ

っTこ。

ここで行われた研究はアカデミーから直接出版され

る著書を除き，下記のような雑誌に投稿されるが前二

者が代表的なものである。

HOBOCTH CHCTeMaTHKH HH31IIHX PaCTeHHH， AH. 

CCCP.(隠花植物分類学報告)， BOTaHH'IeCKH歯iKyp-

HaJI， AH. CCCP. (植物学雑誌)， I13Be目 HHAH. 

CCCP.， CepHH BHOJlOrH'IeCKaH (科学アカデミー報

告，生物篇)， OKeaHOJIOrHH AH. CCCP. (海洋学会

報)， PaCTHTeJlbHble Pecypcbl AH. CCCP. (植物資

源、)， BHOJIOrHH MOpH (海洋生物学)。

筆者の研究目的はアナメ属の標本を観察することと

収蔵されるタイプ標本の観察及びそれらの写真撮影な

どで，専ら標本の観察に明け暮れた。ソ連の圏内事情

により極東方面の海岸線を外国人が採集のために歩く

ことはまだ困難で，ウラジオストックでさえ外国人の

立入りは原則として認められていない位であるからこ

のような研究生活になるのも止むを得なかった。レニ

ングラード附近のフィンランド湾に面する海岸は淡水

に近いために海藻はない。研究所内では専用の机・顕

微鏡・接写台なども用意され，標本類は何の制約もな

く自由に観察，写真撮影をすることができたのタイプ

として保存されているものには“タイプに準ずる重要

な標本"と考えられるものも入っており計約240点に

達する。 それらの多くは18，19世紀に極東・アラス

カ方面に出かけた探検隊が多くの困難をのりこえて持

ち帰ったものであり，それらを直接見た時，往時を偲

ぶ感概を抱かざるを得なかった。一般の標本の中には

日本から送られたものもあり， RUPRECHTの死後

Botanical Museumの Directorとなった顕花植物

分類学者 C.]. MAXIMOVICZ (1827-91)を師と仰い

だ牧野富太郎博士採集の海藻標本(出雲産アマノリ)

とか，どの様な経路で納められたか不明であるが

SIEBOLDが日本で入手した hゅhyraper.forata J. 

AG.とラベルされたアマノワの標本，或は蘇類研究者

桜井久一氏が送付したと思われる海藻標本数点などを

見ることがで‘きた。

レニングラードにある植物関係の研究機関としてレ

ニングラード大学植物学教室と大学付属の生物研究所

がある。植物学教室には藻類をはじめ隠花植物の分

類・生態を専攻する部門があり，現在は化石珪藻の研

究者である T.F. KOZUIRENKO， N. 1. STRELINI・

KOVA両博士が藻類の指導に当っておられる。建物

は1860年に作られたレンガ作りの古いものであった

がそれに続く大きな温室など教育設備は優れている。

温室といえば，植物研究所の温室もモスクワ中央植物

園の温室も非常に大きく南方産の Collectionが豊富

であるが，これはブラジルの植物収集に力を注いだ

G. H. LANGSDORFF (1774-1852)以来の伝統らしい。

ソ連の教育システムは複雑であるが研究者になる一般

的なコースは10年制の義務教育課程の後17歳で大学

に入り 5年間の基礎・専門コースを終え大学院で3年

専門の研究を行い，論文審査と国家試験を通ると

Candidate (博士候補者)となる。これはソ連ではア

メリカの Ph.D に相当すると考えている。 Dr.of

Biological Scienceになるのは40-50歳位で，相当

な業績がないと取得できないとのことである。話を戻

すが，植物研究所の人達はレニングラード大学出身者

が多く，海穫の人達は皆同窓生であった。

大学付属の生物研究所は郊外の“夏の宮殿"に近い

静かな林の中にある。ここの微生物研究部門に藻類の

Culture collection げOOstrain)があり，それらを材

料として生理・生化学・遺伝進化などの研究が行われ

ている。

11月中旬レニングラードからモスクワに移り海洋研

究所 (OceanologyInstitute)で海藻の生態学的研究

を行っている V.B. VOZZHINSKAYA博士を訪ねた。

彼女は以前は垂直分布に関する論文などを発表してお

られたが，現在は海藻の Productivityについての研

究を行っている。海洋研究所は最近新築移転しまだ引

越が完了していないとのことで標本も整理されておら

ず殆んど情報交換に終始した。海洋研究所には Biol-

ogy， Physico・oceanography，Geochemical Ocean-

ography， Marine Chemistry， Technologyなどの

部門がありBiologysectionには Benthicfauna & 

姐ora，Plankton， Nekton Biophysicsなどの研究室

がある。 VOZZHINSKAY A博士は Benthicfauna & 

fioraに属しておられ， 同じ部屋に底棲動物研究者で

日本で、研究されたこともある KUZNETSOV博士が居

られ参考になるお話しを伺うことができた。この研究

所での業績は主として下記の雑誌で発表されている。

Tpy瓦blBHHpO (全ソ漁業海洋研究所調査報告)

この紹介記事を書くにあたり多大な御援助を頂いた

北大黒木教授をはじめ植物教室の方々，コ 7 ロフ植物

研究所及び日本学術振興会に厚く御礼申し上げるの

又，今後の日ソ聞の学術交流が藻類学の分野に於ても

増4盛んになることを祈る次第である。

(047小樽市緑町3-5-21，小樽商大・一般教育・生物)
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喜田和四郎 : 瀬木紀男先生の御逝去を悼む Washiro KIDA: Toshio SEGI 

(1914-1979) 

Toshio SEGI (1914-1979) 

削木紀男先生が去る 3月 8日に)悩lfll!全症のため逝去

されま した。iYr一年 4 月に三E大学を停年退l~散され 8

月にはチ リへ赴かれるなど， その後もお元気のようす

でしたが， 突然のことでまことに州惜の念にたえませ

ん。享年 64歳で した。

先生は大正 3年 7月'変知県にお生れになり ，昭和 14

年 3 月東京子育 J~Jjç学:rm学ffI\ju'l物学科を卒業し，同年 12

月削木財団法人JW'Jiに就任，JfiJ 15 '0:1ニ9月北海道帝国

大学迎学部副手に|胤託され，JfiJ 19年 10月同大学大学

院特別研究生となりま した。 |百J25年 3月瑞総短期大

学教授を経て，同年4月三重県立大学講師iを命ぜられ

同年 7 月 岡大学教授に昇任し， 水産学部他物学~IN )主主

任となられました。問 48"1三4月間大学の国立移管に

伴い， 三重大学水産学部教授となり ， 同 53年 4月停

年により退職， 同年 4 月 1刊:j f~L(短jtJ J大学一教授に就任し，

亡くなられるまで勤務されました。

この|日]， 先生は永年にわたって「海藻類の分Jj~し 生

態及び利用」についての教育，研究にち3められ，三重

県立大学評議員，更には学園紛争の最中に水産学部長

等の~I践をも歴任されま したn 先生の高lfrl圧症がi11 じ

たのも この頃からとZ目立しております。 しかし，当時

の水産学部最古参の教筏と して ， 学部発展の;hl;m~づく

りに以力され，また幾多の有為な人材を育成されま し

た。それらの業総により昭和 53年 5月三重大学名誉

教授の称号を授与されてお ります。

先生のこ、研究は多方面にわたりますが，先ずオ>:gjSM

紅藻類の中で類縁関係が明(佐でなかったイトグサ属の

分類をl@立されました。 これは~Ji }，'f:，の創設と新種 10

:riliを含む731翠JJiを分煩，礎控し，詳創1¥に記故発表した

もので，先生の学位論文 “Systematicstlldy of th巴

genlls POら山ρhoniafrom Japan and its vicinity" 

となり ，昭和 25年 3月北海道大学から理学博士号が

波与されま したn また9}~天原料として重要なテングサ

属の分鋭について再検討され， 24種類を記載して木邦

産の組類を明らかにするなど，これまでの研究を大幅

に訂正されま したのその他，紀伊長JJJにMする ホンダ

ワラ}，?:，の新宿1“Sargassum γ'ace/ll.osu.m Y AMADA 

et SEGI"を発見して記載発表された論文や， 各国所

蔵の多数の Typespecimenを調査された成栄;など

下記の目録に示すように多く の研究業績があります。

先生はまた研究の|主|際交流にも精力的に活躍されま

した。すなわち，I昭和 33年アイル ラン ドで'H日Hliされ

た第 3回国際海談会議で「日本における ヒトエ グサの

発生と養殖の研究」と題し発表を行 い， 次L、で同 36

年には ハワイ 大学でHi1Hliされた第 10回太平日二学術会

議で 「新l笥マキイ トグサ属」につ いて講演 し， 同 40

年にはカナタでの第 5回国際海藻会議で「日本におけ

るテングサの1量級及び分布Jについて講演されま し

た。同 43年にはスペ イン で開催された第 61豆l国際海

藻会議の座長をつとめ，さらに同 49年にはインドで

の海藻の分類に朕lする国際会議で「日本の ヒト エグサ

の生活史」について講演を行い，また座長もっとめら

れま した。 しか し ， 先生は こ の会議に ::~，jÃ\中 ， 高血圧

で倒れられるなど，かなり無理をされたよ うでした。

このように世界各国に赴き，学会終了後は各国の大

学， 研究所等を日正訪 して多 くの重要標本を菌抜高ij査 し

その図々の似究者と交流を深められました。

国内にあっては，昭和 27年に日本藻類学会の 削ム:L

委員と して活縦し，更にその後 8年間評議員として同

学会の発展に寄与されたことは周知の通りです。その

他，nB和]46年日木でJJllHliされた第 7回国際diJ務会議

の組織委員や他物学雑誌の編集委員の役割も栄される

など，顕著な功f，)'tを残されました。先生を失ったこと

は学会にとっても大きな損失といわなければなりま

せん。

なお，先生にはすでに嫁がれた 3人のお燥さんがお

られますが，名ti屋の御宅には奥線が，また同じお屋

敷内に次女倒l夫妻もお住いとのことです。

終りに，先生のご冥福と残された御家族の術l多幸を
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心からお祈り申し上げる次第ですの (514津市江戸横 1957 The species of the genus Gelidium from 

2-80三重大学水産学部海藻増殖学講座 Japanand its vicinity (11). Rep. Fac. Fish.， 

Pref. Univ. Mie 2: 456-462. 

研究業績目録

1944 Some marine algae from Ise Bay and 

adjacent waters 1. Bot. Mag. Tokyo 58: 

33-37. 

1948 紀伊産ホンダワラ属の一新種. 植物研究雑誌

22: 97-99. 

1949 本邦産いわゆる 7 キイトグサの分類学的位置に

ついて.生物 4:134-139. 

1951 Systematic study of the genus Polyゆhonia

from Japan and its vicinity. Journ. Fac. 

Fish.， Pref. Univ. Mie 1: 169-272. 

三重県産生物目録(植物の部 III海藻類)・一

重県生物調査委員会， 340-352. (SEGI， T. & 

T AKA TORI， K.) 

1952 Colorimetric determination of bromine in 

the marine algae. Rep. Fac. Fish.， Pref. 
Univ. Mie 1: 209-214. 

1953 ヒトエグサの「腐れ」に就いて. 藻類 1:58-60. 

クモノスヒメゴケの奨果に就いて. 藻類 1: 

73-75. 

1955 ヒロハノヒトエグサの遊走胞子に就いて.藻類

3: 1-5 (瀬木紀男・後藤和四郎).

1954 The new species of HeゆosipllOlliafrom 

Japan. Rep. Fac. Fish.， Pref. Univ. Mie 

1: 365-37l. 

本邦及び近邦産テングサ属の種類に就いて.藻

類 2:13-19. 

オゴノリと石花菜.藻類 2:80-83. 

1955 The species of the genus Gelidium from 

Japan and its vicinity (1). Rep. Fac. Fish.， 
Pref. Univ. Mie 2: 124-137. 

1956 ヒトエグサの海に於ける発生について.三重県

立大学水産学部紀要 2:312-316. 

青海苔とその養殖に就いて (1). 藻類 4:日-

60 (瀬木紀男・後藤和四郎).

青海苔とその養殖に就いて (II). 藻類 4:86-

63 (瀬木紀男・後藤和四郎).

1957 ヒロメの発生に関する研究(1)三重県立大学

水産学部紀要 2:517-526 (瀬木紀男・喜田和

四郎).

1958 ヒロメの発生に関する研究 (11). 三重県立大学

水産学部紀要 3:236-246 (瀬木紀男・喜田和

四郎).

1959 熊野灘沿岸産の海藻.熊野灘沿岸国立公園調査

報告， 301-308 (瀬木紀男・喜田和四郎).

アイルランドの海藻利用. 議類 7:93-97. 

On the type specimen of Porphyra tenera 

K]ELLMAN and Gelidium amansii LAMOU・

ROUX. Rep. Fac. Fish.， Pref. Univ. Mie 
3: 251-256. 

Further study of Polysiphonia from ]apan 

(1). Rep. Fac. Fish.， Pref. Univ. Mie 3: 

257-266. 

尾鷲湾における海藻の分布と放水の影響につい

て.尾鷲湾ダム放出の漁業に及ぼす影響の予察

調査論文集 263-303(瀬木紀男・喜田和四郎).

1960 Further study of Polys砂honiafrom ]apan 

(11). Rep. Fac. Fish.， Pref. Univ. Mie 3: 
608-626. 

1961 On the relation between distribution of 

early germ1ings of Monostroma and tidal 

current in the cu¥ture ground. Bot. Mar. 

11: 223-226 (SEGI， T. & KIDA， W.). 

1963 The type or authentic specimens of Gel-

idium in Europe. Rep. Fac. Fish.， Pref. 
Univ. Mie 4: 509-525. 

1965 M日水域における7''7ノリの生長について.三

重県立大学水産学部紀要 6:3:幻-340(瀬木紀

男・喜岡和四郎).

藻類.食品材料学， 232-249，医歯薬出版，東京.

1966 The type or authentic specimens of Poly-

siphonia in Europe. Rep. Fac. Fish.， Pref. 
Univ. Mie 5: 503-516. 

1970 台湾及びポルトガルにおけるオゴノリの産多

地.藻類 18:96-98. 

1972 Polysiphonia tongatensis HARVEY (Rhodo-

phyceae) from Tonga. Proc. Intl. Seaweed. 

Symp. 7: 150-152. 

1977 米国産テングサ属の Type又は authentic

specimensに就いて.藻類 25(Suppl.): 3幻-

33l. 
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大野正夫ヰ・山田信夫判: インド洋海域の海産藻類国際シンポジウムに参加して

Masao OI-INO and Nobuo YAMADA: A short record of the International 

'Symposium on Marine Algae of the Indian Ocean Region at Bhavnagar 

イン ドのボンベイより飛行機で 45分ほど飛んだイ 文 {ft\ ~tìから， lUlmì~~から旅伐が支給された〉。米 1 1<1

ンド 半、lejの付け似にある Bhavnagarの Central からは PAPENFUSS教授(カリホノレニア大学，分知)，

Salt ahcl Marine Chemicals Research Institute /ーノレウェイから JAASUND教授(トロムゾウ大学，

(CSMCRI)の主計nで，インド政府 とユネスコの財政 タンザニアにて 4年 間交換教授として指導，分)[(.i)，

的援助のもとに， -七日己のシンポジウムが 19791，.1三l月 .TENSEN教 J受(トロントハイム大学，生 化 学，メタン

9 ~ 12 日 の I :，fl， I)Hかれたの カスの切先. イギリス!から PERCIVAL教授(ロン ド

このシ。ンポジウムのプログラムの序文に次のように ン大学，生化学)， ドイツから GLOMBITZA教授(ボ

苫かれている。「インド洋海域は， '隆々の工業製品の ン大学，生化学，抗生物質)等若名な学者が招へいさ

原料として佼われている海ßîfÜ'i~頒の泣かな海域であ れ，それぞれのセクシ ョンで特別講演と座長をひきう

る。資源への需裂が11fしでも，これらの海域のIJ日発パ けた。そのためシ ンポジウムはもりあがり，筆者等ーが

ターンとして，これらの天然資源を採取するだけでは いままで参加したどのシ ンポジウムよりも楽しく，ま

適切でない。このシンポジウムは，現在の材、態を広汎 た氏く~]iJljI(oできた。

に討議し，開発途上国に役立つ潟産;泌が1のJ'I':lHf(iの技 ， シンポジウムがもりあがったのは 30代の若手の似|

術に|刻する将来の可能性について検討するJoこのよ 究者の発表が多く ，それぞれの国を背負っているとい

うな目的により，インド洋海J!}(を，，]-，心としたi二1"東，ア う気概が感じられ，座長もど之く発表者をリ ー ドしてい

巧リカ ， 東南アジアのìífj i2i，:~菜類の 7 ロラゃっ態につい たことにもよるものとjLLわれたp 日木からの参力|晴は

ての報告，ifll荻や孫放の出先 ・必lil{iに|共lする報告，ifii I iiu:淡工業J(1941年 ¥1))のお者である高崎武k:!I京大名

藻の生化学， 抗生物質，メタンガスへの此、J]l~ につい 作数段 (75政)と筆者等の 3人て‘あったr ，';:j焔先生は

ての報告が行われたn 今回のシンポジウムの!1'.'i'J毛は， 術11{;体にもかかわらず，京ぷ ・アノレギン酸等にJlo'':;f;に

インドのほとんどの泌 )J~研究者が集まり，東南アジ 興味をもたれ，講演もほとんど11llかれ，スライドがみ

ア，中東，アフリカからの参加者が多かったことであ えないといけないとオペラクラスを持参されていたの

ろう。 20ヵ|乱 130名余りが参集したn インド政府は には~Jlの lごがる思いであったn

インドからの参加者の旅'1!i:を負担し，ユ不スコは多く /;-]行!のlぷJ)}は， 主1tU者の CSMCRIの)ifj務JJHj)]究

の外国人への!J1d!i:を援助したそうであるくなお大野は グノレープのチ ーフ でIT¥ll所長でもある P.S. RAO川 |ー

Fig. 1. Symposium participants in fronl of Central Salt ancl Marine 

Chemicals Research Insti tute. 
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の指導のもとに，スタッ 7一同が一年半もかかって準

備したたまものと思う。階級性のまだきびしいイン ト

ではこのような会の成功は，事務局長の才能に大きく

依存していることが感じられたわ

f立者等のうち ill\J\は，テングサの増航やJ~天につい

ての討議を依頼され，大野は，ヒトエクサとヒロメの

投前[1とその生態について報告を行った。また RAOt専

ゴ二から，日木から良いフ イノレムはないかと頼まれて山

本海苔研究所製作の「海苔， カラ ー16mm  30分」を

持参し，大変好評で，どう したら入手できるかと質問

されるほどであった。いろいろと御配慮下さった大房

剛所長に深く感謝する次第である。

講演のなかから興味のあったテー7 について述べ

る。まずdu:謀フロラで，，*，東，イン ド海域は予悲!外に，

i援海域の白木の太平洋岸の植生に似ており，テンクサ

の近縁般やホンダワラJil'lが良く分布していることに興

味が持たれた。インド海域の海藻他生について PA-

PENFUSS教筏が詳しい総説を行ったが， かなり調べ

つくされているという印象をうけた。

海藻のj~殖は， 東南アジア ， アフリカの研究者は，

フィリピンで成功したキリンサイ (Ellchelllila)属の養

殖に興味を持ち，インドでは CeLidiella(テンクサ類)

Cracilaria (オゴノリ )， sωga.S$IIIJl (ホンダワラ)の

涜殖研究が儲んで，これらの{屯の生育状態や生産量の

報告が多かったn 長列If技術はロ ープ式が多く ，日木の

研究者がみたら，ものj己りないと}(:.tうであろう p また

これらの何tの 1~Wi(は， 日本・では採37が合わないが，人

('1 伎の安い悶々では，長WI技術次第でかなり実用化す

るとjLIわれたハすでにオコ ノリでは充分に収入はある

とも11'rIかされたれ

dli:必の|矢;.!t~ ， llilへの応mで， ひとつのセク ν ョンかも

たれ，抗生物質に|長lする多くの発表があり，オースト

ラリアの Roche Research Institute of Marine 

Pharmaco¥ogy (4-10， Inman Rd.， Dee i九lhy，2099， 

NSW， Australia)で研究を行っている原江l邦二氏が，

彼の研究室でJlu:Hされた成分の生物への影響について

詳制に報告し，大きな関心がもたれた。{皮は東京水産

大Lt¥身ですでにオ ーストラリア|司?百である。日木の研

究者との交流を強くのぞんでいるので，~~煩学会員に

紹介する次第である。

村正藻の応用と してユニ ークなものに，ホンダワラ類

から医薬m物質を抽出 した後，その残留物から メタン

ガスを作ろうという報告が，CSMCRIのスタ γ フか

らなされた。すでに装i立も小規模につくられており，

数量的に も，とらえられている。このようなテ ーマは

日木では一笑にふされそうであるが，報告を|片II、てい

ると日木での藻煩の側先で，エネノレギーや肥料への応

用の側先の立ち雌れが心配になってきた。今回のシン

ポジウムのセタシ ョンの組み方やJ白へい者のメンバー

をみると，イン ドでの1iU:産i'ta兵の研究や応用への方向

が良くわかった。

次にシンポジウムの主催者である CSMCRIの海

藻研究室について述べておこうわ

CSMCRIは， イン ドでも指おりの研究所で 5Lfll門

あり所員は 363名.研究者は 117名である。各部門は

lI 'j:{-~ の!}lt ~llfにより ('F られてゆくようで ， du:trt.， du:(o(イヒ

学のほかに，1ほ近は太陽エ不ノレギ-，';111"]が新設された。

Marine Algae Laboratoryは 1961年に設置され，

Seaweed survey and Aquaculture group， Marine 

Bio-Medica¥ group， Marine Bio-Energy group， 

Bio-Fert:ilizer group， Seaweecl Chemica¥ group， 

Fie¥cI Station group (Eco¥ogy)の6グループを持ち，

Fig. 2. Scientists of Marine Algae Laboratory in C. S. M. C. R. 1. 
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総勢24名の研究者で組織され，博士号を持っている

研究者は8名もいるのインドで最大の海渓関係の研究

組織である。インドで・は，淡水の方は日本でも良く知

られている G.S.VENKATARAMAN博士のひきいる

ラン藻の肥料化の研究グループ，食用利用への微細藻

類の研究グループが組織化されているそうであるの

CSMCRIの研究施設は一応ひととおりのものはあ

るが，充分とはいいがたく，研究費の少ないことが悩

みのようであった。

シンポジウムの最後のセクションで，今後のインド

洋海域での海産藻類の研究の方向について 1時間ほど

の討議が行われ，ユネスコ等の援助で， CSMCRIに

アジア，中東，アフリカの藻類研究のセンターを作り

教育研究を積極的に進めようと提案があった。それに

対して，ユネスコ代表からも努力するとの返答があっ

た。 RAo博士は， 12年前に東海区水産研究所に 1年

留学して，日本の海藻関係の情報にも詳しし日本藻

類学会員でもあり，かつてテングサについて投稿もさ

れているの日本の藻類研究者との交流を強く望んで‘お

り，その方法等についてもいろいろと考えているよう

であった円

シンポジウムの内容を中心に述べたが，会期中，昼

食は特設のテントに，参加者一同が集まりインド料理

を味わいつつ親ぼくを深めたことも記録にとどめてお

く必要があろう。 (*781-04土佐市字佐町井尻 194高

知大学海洋生物教育研究センター，紳414伊東市静海

町11-2静岡県水産試験場伊東分場)



111 

学 会録 事

1. 日本藻類学会第3回春季大会

本学会第3回春季大会は 54年4月1日東京水産大

学において，学会会長黒木宗尚，大会会長片岡突の下

に開催されたp 本大会は実に 127名の参加を得て， 35 

題の研究発表が活発に行われ，会を追うごとに本大会

が盛況になっていることを示すもので、あったの大会終

了後，懇親会が開かれたが83名もの参加者があり盛

大で、あった。大会主主ひYこ懇親会の開催については会場

の設営と運営に東京水産大学の方々に大変お世話にな

った。御協力のお蔭と深く感謝していますの

大会参加者:赤塚伊三武，秋岡英承，秋山健，

浅井良紀，鯵坂哲朗，安達六郎，阿部英治，新崎盛敏，

有山啓之，有賀祐勝，庵谷晃，石川依久子，出井雅

彦，伊東宏，井上勲，今回克，岩佐清和，巌佐

耕三，岩崎英雄，岩田靖宏，岩本康三，上山倣，大

貝政治，大久保晶子，大鳥海ー，大谷喜一郎，大葉英

雄，大野正夫，大房剛，大森長朗，岡崎恵、視，阿部

{乍ー，小川カホル，小川広男，小河久朗，垣内政宏，

加崎英男，梶村光男，梶山裕美，片田 実，加藤久美

子，J11嶋昭二，喜田和四郎，鬼頭鈎，木村均，楠本

守，国藤恭正，熊野茂，黒木宗尚，高原隆明，小出

倍郎，小林艶子，小林弘，今野敏徳，斎藤俊一，斎藤

実，斎藤雄之助，斎藤譲，坂田能光，桜井武磨，

佐々木茂，佐藤重勝，佐藤哲寿，清水晃，新村

巌，須賀敏英，鈴木三喜，瀬戸良三，造力武彦，高木

勝行，高田周三，高田英夫，高野秀昭，田中次郎，田

中文夫，問中良和，田尻純仁，千葉尚二，千原光雄，

土屋晴彦，津村孝平，寺尾公子，寺脇利信，鳥海三郎，

中島泰，長島秀行，長田敬五，中山忍，中村武，

南雲保，名畑進一，野崎久義，能登谷正浩，野呂忠、

秀，浜田真美，原慶明，坂東忠司，庚瀬弘幸，福島

悟，福島博，福代康夫，福田隆明，藤原秀一， .Ji}橋

説往， F・プランジーニ，堀口健雄， 正置富太郎， 橋

田道夫，松井敏夫，松山恵二，三浦昭雄，三代京子，

水沢政雄，御悶生拓，宮原幸子， J・メリ )V，森 忍，

諸星裕夫， IJI保高旺，山本鎗子， ジノレセ道子山|尚一矢

野，横浜康継，吉崎誠，吉田忠生，吉武嵯紀子，

渡辺信，綿貫知彦。

2. 評議員会報告

第 3回春季大会当日 (12:00-13 : 30)，評議員会が

関かれ，下記の件が報告及び審議された。

出席者会長:黒木宗尚。評議員:有賀祐勝，千原

光雄，庚瀬弘幸，岩崎英雄，川嶋昭二，喜田和四郎，

鬼頭鈎，小林弘，松井敏夫，大森長朗。編集委員

長:吉田忠生。幹事:増田道夫。

(1) 会員状況 (54.3. 24現在)普通会員 467名，学

生会員 46名，団体会員 40名，賛助会員 13名，外国

会員 51名(定期販売:園内 40fHi，外国 9冊。 交換寄

贈:国内 4件，外国 10件)。

(2) 54年度本学会総会並びに懇親会 10月2-4日

に広島大学で開かれる日本植物学会を機に，本年度総

会並びに懇親会を 10月2日夕方に開催の予定で，そ

の案内は後日 (8月下旬頃)行われる。

(3) 春季大会の継続と会期について 本大会は第3

回目を迎えて益々盛況になり，永続する大会として毎

年開催し，学会の行事として会則に盛り込むこと及び

，講演数の増加に{料、会期を 2日間として参加者全員が

全ての講演を聞けるようにした方がよいとの提案につ

いて審議された。その結果，来年度も開催することは

諒承されたが，永統する大会として会則に盛りこむに

は時期尚早との意見が出されたのまた会期については

来年度は試行的に 2日間とすることが諒承され，会場

は東京水産大学に依頼することになった。

(4) 春季大会の経費について 本大会の経費をより

完全な独立採算制とすることの提案が行われたが，講

演要旨印刷組版代を本大会で負狙することに問題があ

るとの意見が出され，今後事務局で検討して行くこと

になった。

(5) 総会を春季大会時に開催することの是非につい

て この件は前事務局からの懸案事項で‘あったが，春

季大会の参加者が秋の総会出席・者を上回っている事実

を踏まえ，来年度は春季大会時に開催することを今秋

の総会で審議することが諒承された。

(6) 会費値上げ及び山田幸男先生記念事業基金の使

途について これらの件については今後継続して審議

されることになったの

3. 編集委員会報告

昭和54年3月31日春季大会前日 (3時-6時)に

編集委員会を開き次のような{斗につき審議した。

(1) 論文体裁について，すでに 26巻 1号から変更

した部分もある。キーインデックスワードを入れるこ

ととし， 28巻から実行する。

(2) 投稿案内について，いくつかの点を変更し，英

文案内をつけて 3号に入れることとした。



112 

(3) 論文審査は審査員の聞で審査基準の差を少くす

る様に話し合ったの論文は英文・和文共同一基準で審

査するの雑録的なものは委員長の判断を主として，で

きるだけ採用することとしたれ

その他正誤表は，重大な誤りがあった場合だけとす

ること，総説を毎年1篇程度掲載する様努力すること

が話合われたの

新入会



退

住所変更

会

Sydney， 2006， New South Wales， AUSTRALIA 

渋谷三五郎，杉山瑛之，多湖実輝，谷修一，中原給，西国輝己，野上和彦

113 
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本会会員 瀬木紀男氏は，去る昭和54年3月8日逝去されましたの謹んで哀悼の意を表わします"

日本藻類学会

本会会員 生駒義博氏は，去る昭和54年4月2日逝去されましたの謹んで哀悼の意を表わします"

日本藻類学会

賛 励会員 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 1ω 東京都新宿区新宿 1-29--8 財団法人公衆衛生ピル内

協和磁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

浜野顕微鏡商庖 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 186 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田悦郎 214川崎市多摩区生田 8580-61

永田克己 410-21田方郡韮山町四日町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

秋山茂商庖 150東京都渋谷区神宮前1-21-9
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学会出版物

下記の出版物をご希望の方に頒布致しますので，学会事務局までお申し込み下さい。

1. r藻類」パックナンバー 価格，会員は各号750円，非会員には各号 1，500円. 欠号:1巻 1-2号， 6巻

2号， 7巻 1-3号， 8巻 1-3号， 9巻 1-3号.

2. r藻類」索引 1-10巻，価格，会員 1，000円，非会員 1，500円. 11-20巻，会員 1，500円，非会員

2，000円.

3. 山田幸男先生追悼号藻類25巻増補， 1977. A5版， xxviii +418頁. 山田先生の遺影・経歴・業績一

覧・追悼文及び内外の藻類学者より寄稿された論文50編(英文26，和文24)を掲載. 価格5，500円(含送料).

4. 日米科学セミナー記録 Contributions to the systematics of the benthic marine algae of the 

North Paci五c. 1. A. ABBOTT・黒木宗尚共編， 1972. B5版， xiv+280頁， 6図版.昭和46年8月に札幌で開

{接された北太平洋産海藻に関する日米科学セミナーの記録で， 20編の研究報告(英文)を掲載. 価格3，000円(含

送料).

5. 北海道周辺のコンブ類と最近の増益殖学的研究 1977. B5版， 65頁.昭和49年 9月，札幌で行われた

日:本藻類学会主催「コンブに関する講演会」の記録. 4論文と討論の要旨.価格700円(含送料).

PuhIications of the Society 

lnquiries concerning copies of the following publications should be sent to the Japanese Society 
of Phycology， c/o Department of Botany， Faculty of Science， Hokkaido University， Sapporo， 060 

Japan. 

1. Back numbers of the Japanese Journal of Phycology (Vols. 1-25， Bulletin of Japanese So・

ciety of Phycology). Price， 1，000 Yen per issue for members， or 2，000 Yen per issue for non member. 

Lack: Vol. 1， Nos. 1-2; Vol. 6， No. 2; Vol. 7， Nos. 1-3; Vol. 8， Nos. 1-3; Vol. 9， Nos. 1-3. 

2. lndex of the Bulletin of Japanese Society of Phycology. Vol. 1 (1953トVol.10 (1962)， Price 
1，500 Yen for member， 2，000 Yen for non member， Vol. 11 (1963)-Vol. 20 (1972). Price 2，000 Yen for 

member， 2，500 Yen for non member. 
3. A Memorial lssue Honouring the late Professor Yukio YAMADA (Supplement to Volume 

25， the Bulletin of Japanese Society of Phycology). 1977， xxviii+418 pages. This issue includes 50 
articles (26 in English， 24 in Japanese with English summary) on phycology， with photographies 
and list of publications of the late Professor Yukio YAMADA. Price， 6，000 Yen. (incl. postage， sur-
face mail) 

4. Contributions to the Systematics of the Benthic Marine Algae of the North Pacific. Edited 
by 1. A. ABBOTT and M. KUROGI. 1972， xiv+280 pages， 6 plates. Twenty papers followed by 

discussions are included， which were presented in the U. S.-Japan Seminar on the North Paci五c
benthic marine algae， held in Sapporo， Japan， August 13-16， 1971. Price 4，000 Yen. (incl. postage， 

surface mail) 

5. Recent Studies on the Cultivation of Lω ゆる仰・仰 inHokkaido (in Japanese). 1977， 65 
pages. Four papers followed by discussions are included， which were presented in a symposium 
on Laminaria， sponsored by the Society， held in Sapporo， September 1974. Price 700 Yen. (incl. 
postage， surface mail) 
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