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Some propemes of partially purified protea配 inhibitors

from a red alga， Porphyra yf!Zoensis 

Tsuneo WATANABE* and Kazuto WATANABE料

事Laboratoryof Biochemistry and Physiology， National Institute of Environment， 
Tsukuba， Ibaraki， 305 Japan 

**Institute of Environmental Science， University of Tsukuba， 
Niihari， Ibaraki， 305 Japan 

W ATANABE， T. and W ATANABE， K. 1980. Some properties of partially purified protease 
inhibitors from a red alga， PorPhyra yezoensis. Jap. J. Phycol. 29: 1-5. 

A plasmin inhibitor fraction was obtained from a marine red alga， PorPhyra yezoensis. 
It was in partially purified by gel filtration on Sephadex G-100 and by ion exchange chro-
matography on DEAE-Sephacel at pH 7.4. The inhibitors fractionated on gel filtration were 
eluted in the region of M. W. 5000-40000， which inhibit competitively the plasmin catalyzed 
hydrosis of H・D・Valyl-L-leucyl-L-lysine-p-nitroanilide(S・2251)_ These inhibitors seemed to 
be of protein property. They were also e任ectivetoward trypsin. Thus， it was found that 
proteinlike protease inhibitors occur also on a marine red alga， Porphyra yezoensis. 

Key /ndex Words: Plasmin inhibitor; Porphyra yezoensis; proteinlike protea.se 
inhibitor; red alga; RhodoPhyta. 

Proteinlike protease inhibitors are widely 
distributed in the plant kingdom (BIRK 1976). 
In cotrast to higher plants， protease inhibi-
tors of algae have never been studied in 

detail except a few red algae (WATANABE 

1979， 1980). In view of this fact， we in-
vestigated precisely the protease inhibitors 

from marine red algae， GratelouPia livida 
and Grateloupia elliptica， and found that 
some of its properties are characteristic of 
the red algae (W A T ANABE 1980). 

Then we investigated the biochemical 

properties of plasmin inhibitor of another 

red alga， PorPhyra yezoensis， to compare 

the results with those from the former red 

algae. The reason for choosing P. yezoensis 

is based mainly on the fact we have recently 
used this alga as the experimental material 
for the investigation of specific immunother-

apy for cancer. This paper discribes the 
separation procedure of the pharmacologi-

cally active fraction of P. yezoensis， and 
these compounds to have a proteinaceous 
nature. 

Materials and Methods 

Algal material，"・Thefrond of Porphyra 

yezoensis were obtained from culture grounds 
Harima and Akashi， Hyogo prefecture， in 
January 1980. After dried in air， the fronds 
were used for extraction of plasmin inhi-

bitors. 

Chemicals; Plasmin， H-D-Valyl-Leucyl-L-
lysine-p-nitroanilide (S-2251)， and N-Benzoyl-
L-phenyalanyl-L・-valyl-L-arginine-p-nitroanili-

de (S-2160) are the products of the Kabi di-

agnostica. Trypsin is the product of the 

Sigma Chemical Company. Coomassie Bril-

liant Blue G・250(CBB G-250) was obtained 

from Bio-rad Laboratories. All other chemi-
cals were purchesed from Nakarai Chemi-
cals Ltd. 
Extraction 01 protease inhibitors; Algal 

fronds (1 Kg) were ground with 2 liters of 

cold distilled water in a Polytron homoge-
nizer. Homogenate was filtered through 

five layers of gauze. The residue was 



Results 

An extract from Porphyra yezoensis 

prepared as described above was frac-

tionated on a Sephadex G-100 column 

equi1ibrated with a 0.05 M Tris-HCl bu仔er，

30 40 50 60 

Fracti目目 No. (1日ml/Fraction)

Fig. 1. Gel filtration on Sephadex G.I00 of 
ammonium sulfate fraction from red alga， 
Porphyra yezoensis. 
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treated again in the same way as above 

and the extracts were combined to centri-
fuge at 10000x g for 30 min. To the superna-

tant was added solid ammonium sulfate to 

a 65% saturation and the precipitate formed 

was collected by centrifugation at 12000 X g 
for 30 min and dissolved in 25 ml of 0.01 M 
Tris・HCl buffer at pH 7.4. The solution 

was subject to gel filtration on Sephadex 
G-100， following by ion exchange chroma-

tography on DEAE-Sephacel at pH 7.4. 
Protein assay; Protein assay is based on 

the observation that the absorbance ma-
ximum is changed from 465 nm to 595 nm 

when the inhibitor was bound to the CBB 

G-250 occurs. Protein contents were de-
termined by the methods of Bradford (1976)， 
to obtain the plasmin specific inhibitory 
activity， using lyophi1ized preparation of 

bovine plasma gammaglobulin as standard. 
Enzyme assay; Inhibitory activity for 

plasmin was assayed spectrophotometrically 

by measuring the degree of splitting the 
substrate S-2251 because the rate of p-

nitroani1ine formation thereby increased 
linearly with increasing concentrations of 

plasmin. Assays were performed in 10 mm 

quartz of 1.0 ml capacity. The cuvettes 
were placed at 370C in a thermostatted 

compartment of a Shimazu model UV・.200S
double beam spectrophotometer and the 
reaction was recorded automatically. In a 

small test tube， 0.15 ml of 0.8 C. U./ml 
plasmin solution， 0.15 ml of 0.1 M Tris-HCl 

buffer， pH 7.4 and 0.9 ml of sample were 

placed and preincubated for 60 min at 370C. 

The reaction was started by addition of 

0.8 ml of the preincubation mixture to 0.2 ml 

of 3.5 mM substrate in a assay micro-cuvette 

(Preheated to 370C). Increase in the ab-
sorbance at 405 nm was recorded for about 
5 min. As a blank test， the activity of 
plasmin without inhibitor was measured 

under the same assay condition. Trypsin 
activity was measured using S-2160 as 

substrate. 

WATANABE， T. and WATANABE， K. 2 
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Fig. 2. Chromatography of gel.filtrated inhibitor-V on a DEAE-Sephacel column (1.0x 
30 cm) equilibrated 0.05 M Tris-HCI buffer， pH 7.4 and eluted with a linear NaCI gradient， 
represented by the solid line (ー). The column was charged with 50 pg of the prepara-
tion. 
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5000-10000， respectively. 
The inhibitors eluted as a symmetrical 

peak in repeating gel filtration on Sephadex 
G-100 column. 
Table 1 shows the effect of fractions from 

gel filtration on the activity of plasmin. 
The fraction covered by peak V which was 
eluted in a fairly lower molecular weight 
region were cal1ed Inhibitor-V. It showed 
a higher plasmin・inhibitory activity， but 
it was stable on heating at 95・Cfor 5min. 
It seemed to be a thermostable inhibitor. 

The fractions covered by peak 11 were 
called Inhibitor-II. It was almost completely 
inactivated by heating at 950C for 5 min， 
suggesting that the inhibitor may be pro-

teinlike nature (Table 2). 
Then， Inhibitor-II fraction was applied to 

a 1.0 x 30 cm column of DEAE-Sephacel equi-
librated with 0.05 M Tris・HClbuffer， pH 7.4， 
and eluted by linear gradient elution with 
buffers containg 0-0.5 M NaC1. 
Two peaks c1early separated were ob-

tained， as shown in Fig. 2. Peak-I showed 
inhibitory activity for plasmin， whi1e Peak-
II eluted thereafter showed practical1y no 
inhibitory activity for plasmin (Table 3)_ 

Table 3. Plasmin・inhibitoryactivities of Peak-
I and 11 from DEAE-Sephacel ion exchange 
chromatography of Inhibitor II from P. yezoensis. 

Peak-I 
Peak-II 
None 

Inhibitory 
activity 

%

C

2

 

Absorbance at 
405nm/min 

.056 

.104 

.106 

Fractions 

Table 4. Thermostability of Peak-I from DEAE-
Sephacel ion exchange column chromatography. 

Inhibitory 
activity 

Absorbance at 
405nm/min Fraction 

Plasmin + Peak-I 
(Inhibitor V origin) 
+ Peak-I heated at 95・c
for 5min 
None 

男6
41 

44 

.060 

.057 

.103 

pH 7.4. The result was shown in Fig. 1. 

Peaks 11 and VII eluted in the fractions of 
relatively low molecular weights showed a 
c1ear inhibitory activity for plasmin. They 
were found in the regions of molecular 
weights estimated to be 30000-40000 and 
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The peak-I also effective toward trypsin. 

It was， however， digestied by pepsin at 56・c
although the data were not shown here. 

The peak-I derived from Inhibitor-V on the 

similar gel filtration showed remarkable 

stability to a high temperature (Table 4). 

Discussion 

Recently， the works on pharmaceutically 
active substances in marine algae have been 

increased. For examle， ZELENSKI and 

WORTHEN (1974) reported that they sepa・

rated a compound possessing both anti-

inflammatory and anti-curare activities from 

a crude fraction of Eisenia bicyclis and 

found that it is a laminaran-like polymer. 

Furthermore， there are also some reports 
that extracts of the brown algae， in parti-

cular， showed larvicidal (CONOVER 1966)， 
antiviral (BERTI 1962) and antibacterial 

(CONOVER 1964， SIEBURTH 1964， 1965) acti-

vltles. 

In this work， we also found the presence 

of protein-like substances showing plasmin-

inhibitory activity in the extract from 

PorPhyra yezoensis， a red alga commonly 

used as food in Japan. Purity of these 

inhibitors was not high， but most of them 

showed protein property upon the Bradford's 

staining reaction. Some of them were 

unstable to heat while others， in particular， 
Peak 1 from DEAE-Sephacel ion-exchange 

chromatography of Peak V obtained from 

gel filtration of a crude extract was very 

stable to heat. Since the mother fraction 

Peak V was eluted in a fairly lower mole-

cular weight region， the heat-stable inhibitor 
may be of a small protein or a polypeptide. 

Further investigations of the chemical pro-

perties and the physiologicaI functions of 

these inhibitors are in progress. 
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渡辺恒雄へ渡辺和人材: 紅藻スサビノリ (Porphyrayezoensis)から得た部分精製セリン系蛋白質分解酵素

阻害物質のニ，三の性質

プロテアーゼインヒピターは，微生物，血液，臓器，高等植物種子に広く存在し生理機能の制御および臨床的

意義を有することで重要視されているが，海藻に関する知見は少なL、。生体のホメオスティシスの維持に重要な役

割をしているセリン系プロテアーゼ，プラスミンを特異的に阻害する物質を海藻中に探索し，スサピノリに蛋白性

プラスミンインヒビターが存在することを見出した。この物質が耐熱性を有することは明らかになったが，その生

理的意義は不明で現在倹討中である。 *(305茨城県筑波郡谷田部町小野11/. 国立公害研究所。生理・生化学研究室). 

**(305~売城県新治郡桜村，筑波大学環境科学)

書評:r赤潮に関する近年の知見と研究の問題点」赤

潮研究会編集委員会，日本水産資源保護協会発行，定

価1450円

日本各地の湾や内海で沿岸性赤潮が頻発し，近年と

くに漁業被害が顕著になってきた。水産庁，環境庁を

中心に関係諸機関はその対策にのりだし，赤潮発生状

況調査や発生機構の解明等の研究に着手した。昭和52

年には赤潮研究に直接あるいは間接的に関連した研究

者・専門家を集めて「赤潮研究会」を組織し，研究体

制jの母体を確立した。そこで 1)赤潮発生の現状調査

と発生機構の解明. 2)赤潮構成生物の実体把握と同

定. 3)赤潮発生の予察. 4)赤潮の防除対策. 5)赤

潮関連情報の伝達・整JlI!..のプロジェクト研究・調査

が開始された。

本書は「赤潮研究会」の報告書の性格をもち，同会

が当初目標とした，これまでの研究状況と現況の把握

および今後の研究方針の設定にある程度の見通しがつ

いてまとめたものと恩われる。 5章からなる本書の内

容は上述の 5つのプロジェクト研究の各班に各章が対

応している.

第 1章赤潮をつくる生物，では赤潮主要構成生物お

よび貝毒原因生物を分類群毎に概説してある。執筆者

によって概説のしかたはまちまちで，ある群では同定

の要領や生物体の観察方法を解説したもの. ~Ijの群で

はそれらの分類学の最近の動向を紹介したもの，ある

いは執筆者自身の最新のデータを混じえより具体的に

説明してあるもの等がある。本章のまとめで，実用分

類学の立場からこの章に関連した研究の難しさを指摘

し，それを克服すべき展望が述べられているが，その

論旨がユニークで興味をひく。

第2章赤潮はなぜおこるか，執筆者はいずれも我国

の赤潮研究の推進者であり，それぞわの専門分野の立

場から赤潮発生機構の解明への努力の跡がうかがえる

章で本書の中核をなしている。また人工的な赤潮を発

生させる装置の開発と外的要因の制御がより完全に出

来るマイクロコズムでの解析実験は赤潮研究の新しい

分野として期待される。

第3章赤潮の発生は予知できるか，この章は赤潮の

発生とそれによる漁業被害に直接対応しながら研究・

調査を進めている水試・水研関係の研究者が担当して

いる。現場のデータと経験にもとづいて赤潮発生予察

の方法や指標の探索が検討され，予察の可能性が示唆

されている。

第 4章赤潮は防止できるか，は赤潮の発生を防止す

る方法と発生した赤潮を除去する方法の両面から検討

が加えられている。前者は水質管理規制と淡君主船によ

るヘドロ回収によって汚染源を断つ方策に，また後者

は赤潮回収船の設計や泥・粘土の沈降とともに赤潮生

物を除去する効果的な方法の開拓に力を注いでいる。

第5章は赤潮関連情報の整理で，実際の赤潮発生の

観測手段とその処理法および各分野から集まってくる

情報の系統的な整理・保存・伝達について言及されて

いる。この分野の仕事はその端緒についたばかりと思

われたが，すでに赤潮発生の状況の連絡や予察・防除

の情報交換に各地の水試・水研にテレックスが設置さ

れ運用されている。また赤潮構成生物や貝毒原因生物

などの形態や行動を正確に記録し，同定作業を容易に

する目的で. VTRが取り入れられていると Lづ。

本書により我国の赤潮発生状況，それによる被害と

対策，赤潮研究の進行度合が明らかにされた。しかし

全体として我国の赤潮研究には基礎生物学的な知見の

不足がめだっ印象をうけた。

なお本書購入は以下に申し込まれるとよい。社団法

人，日本水産資源保護協会，東京都千代田区永田町 1-

11-350 筑波大・生物原慶明)
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井上勲:微細藻類ノー卜 (1).海産微細藻類の分隊

法 IsaoINOUYE: Notes on microalgae in japan 

(1). Isolation technique 

微細藻類の多くは細胞墜構造をもたないので固定に

よって変形あるいは破裂して，研究材料として使えな

くなるものが多い。そのために，微細藻類の研究には珪

藻などを除くと，ほとんど例外なく培養株を材料とし

て用いるようになっている。赤潮などによる大量発生

のような特殊な場合を別として，一般には採取した海

水や河口水の中には，個体数および種数ともにごくわ

ずかの藻が観察されるに過ぎない。プランクトンネッ

トによる採集は，多くの種や個体数を得ることができ

るが，微細藻類の大部分を占める大きさ 20μm以下

のナンノプランクトンはネットを通り抜けてしまうの

で，採集方法としては適当ではない。またろ過あるい

は遠心器による濃縮などの手段も用いられるが，この

ような試料には多数の種が混在しており，分類や同定

に電子顕微鏡レベルの微細形態の観察が要求される種

の研究材料としては不適当である。結局，このような

試料からそれぞれの種類を分離し単藻培養を確立す

る操作が研究の前提条件として必要ということになる。

微細藻類の分類学的研究およびフロラの解明のための

基礎的な手段として，筆者は以下の方法を試み，良い

結果を得ているので紹介したい。

1) 試料として各地の港湾，河口水や海浜の砂や泥を

採取し，実験室にもちかえる。

2) 腰高のプラスチックあるいはガラスの容器に約50

mlの試料水や試料砂を入れ， Erd.Schreiber (FOYN， 

1934)あるいは GPM(LOEBLlCH III， 1975)などの

培地を等量から数倍量加え， さらに LEWIN(1966) 

によって報告された珪藻類の成長阻害物質である

G巴O2溶液(作製法は STEIN(1973)あるいは西海・

千原 (1979)に詳しし、)を 10-50mg/lの濃度になる

ように滴下する。

3) これを 15-20.Cの培養庫で 3000-60001uxの照

度下でおよそ 1週間から 1ヶ月間予備培養を行うとさ

まざまな種類の微細藻類が増殖してくる。

4) このときに全個体数の10%以上を占める種類は，

稀釈法 (dilution.culturemethod)によってほとんど

の場合容易に分離することができる。稀釈には Ge02

を含まない培地を用いる。また容器は 1-2mlの容量

(例えばヌンク社24穴培養プレート)が最適である。

稀釈には次のような操作を行う。

1) 培地を培養プレートまたは適当な容擦に 0.9ml

ずつ分注しておく。

2) 分離しようとする種類が最も高密度になっている

部分を駒込ピベットで 0.1mlとり出し培養プレー

トの第 1の容器に入れる。これで 10-1 の稀釈になる。

3) よく撹持したあとで第 lの容器から 0.1mlをと

り出し第 2の容器に入れる。この操作を第4の容器ま

でくりかえすと 10-4 までの稀釈率の試料水が得られ

る。

4) この第4の容認からパスツールピベットを用いて

1滴(約 0.03ml)をとり出し注意深く検鏡して 1

滴の培地に何個体の藻体が存在するか確かめる。この

操作を最低5固くりかえす。もしこのとき 2個体以上

が 1滴のなかに含まれていれば，さらに稀釈を行い，

l滴に 1個体だけが含まれるような濃度にまで稀釈す

る。経験的には， 5滴のうち 3滴にはそれぞれ 1個体，

残りの 2滴には0個体という濃度のとき最も良い結果

が得られるようである。

5) 適当に稀釈された試料水を 1滴ずつ約20個の容器

に入れ， 15-20.C，約 30001uxで2週間培養する。

6) 増殖した藻をパスツールピベットでとり出し.前

もって用意した lOmlずつ培地を含む試験管に植えつ

ける。以上の操作によって比較的容易に単藻培養を得

ることができる。上にあげた数字はあくまでも目安に

すぎないので，藻の優先度や試料の汚染度によって適

当に変える必要がある。

註:何らかの理由で，はじめは優先的に増殖しない種

の多くは，単藻培養にならない稀釈率で稀釈をくり

かえすことで次第に優先順位をあげることができ最

終的に稀釈法で分離できる。
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GARBARY， D. Jリ JOHANSEN，H. W. and SCAGEL， R. F. 1981. Aspects of the morphology， 
ultrastructure and distribution of the two species 01 Yamadaea SEGAWA (Rhodophyta， Coralli-
naceae). Jap. J. Phycol. 29: 7-13. 

Examination of the morphology and ultrastructure (with the scanning electron micro-
scope) of Yamadaea melobesioides Segawa and Y. americana DAWSON et STEELE provides 
additional criteria for distinguishing them. Differences include colour， frond size， shape 
and density， number of intergenicula per frond， and the size and position of conceptacle 
ostioles. In Y. americana epithallial cells are larger and have less pronounced cell walls. 
Trichocytes are reported for the first time in Yamadaea， although they were found only in 
Y. melobesioides. The distributions of the two species are revised， with Y. melobesioides 
known only from Japan and Y. americana known only in North America from the Queen 
Charlotte Islands， British Columbia to Monterey， California. 

Key lndex Words: Algal distribution; Corallinaceae; scanning electron microscopy; 
Yamadaea. 

In the Corallinaceae (Rhodophyta)， Yama-
daea is unusual in appearance. A thallus 

is comprised of an extensive epilithic 

crustose base from which arise erect， arti-
culated fronds (Segawa， 1955). However， 
unlike other articulated coralline algae， the 
fronds are limited to one or sometimes two 

intergenicula and attain a maximum height 

of about 2 mm (SEGA W A， 1955 ; DA WSON and 

STEELE， 1964). Anatomically and reproducti-

vely， the fronds of Yamadaea are similar to 
those of Corallina (SEGAWA， 1955; JOHANSEN， 
1969). 

Yamadaea is presently known only from 

the north Pacific. Originally described from 

Japan， the type species， Y. melobesioides 

SEGA W A (1955)， was later reported from 

California (HOLLENBERG and ABBOTT， 1966). 
A second species， Y. americana DA WSON et 

STEELE (1964)， was first described from the 
San Juan Islands， Washington， but now this 
species is known as far north as the Queen 

Charlotte Islands (HA WKES et al.， 1978). 

Other than papers in which the two species 

are described， references in the literature 

are limited to range extensions. The pre-

sent study was initiated to consider in 

detail the morphology of these species and 

to re-examine the application of the name 

Y. melobesioides to coralline algae in the 

eastern Pacific. This work is part of a 

larger study in which surface structures 

(as seen with the scanning electron micro-

scope-SEM) provide additional characteristics 

for specific and generic delimitation in the 

Corallinaceae (see GARBARY， 1978; GARBARY 
and SCAGEL， 1979; GARBARY and VEL TKAMP， 
1980; and GARBARY and JOHANSEN， 1980 
and in prep. for other contributions). 

Materials and Methods 

Specimens of Yamadaea americana ex-

amined were from the following herbaria: 
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University of British Columbia (UBC) ; 

Univeristy of California， Berkeley (UC); 

Allan Hancock Foundation Herbarium， Los 
Angeles (AHF A) ; and the G. M. Smith 

Herbarium， Monterey， California (GMS). 

Material of Y. melobesioides was collected 
by H.W.J. and Dr. T. MASAKI， and fragments 
of these plants are deposited in UBC. Few 

specimens of Yamadaea have been collected， 
hence this report is based on three collec-

tions of Y. melobesioides and 10 of Y. 

amencana. 

Scanning electron microscopy was carried 

out as follows: fragments of herbarium 
specimens were rinsed in tap water， air 
dried， mounted on stubs with a silver con・

ducting paint and coated with gold. Speci-

mens were examined in a Cambridge 

Stereoscan Mark 2A at 20 kv. During spe-

cimen preparation the cell protoplasts 

disintegrate， leaving only the calcite cell 
walls and cellular debris (see also GARBARY， 
1978， and GARBARY and VELTKAMP， 1980). 

Results and Discussion 

Our observations support the proposal of 

DA WSON and STEELE (1964) that Yamadaea 

americana is distinct from Y. melobesioides 

and provide additional characteristics that 

strengthen this distinction (see Table 1). 

DA WSON and STEELE (1964) noted that the 

erect fronds of Y. americana were 2-3 

times as tall as in Y. melobesioides. 

HOLLENBERG and ABBOTT (1966) and 

ABBOTT and HOLLENBERG (1976) inferred 

that size could not distinguish these taxa 

because supposed material of Y. melobesioides 

was similar in size to Y. americana. We have 

examined several collections of Yamadaea 

from the Queen Charlotte Islands to Mon-

terey， California. Based on the criteria pro-

posed by DA WSON and STEELE (1964)， all 
North American plants can be accommodated 

in Y. americana. Our observations， however， 
extend the range of several morphological 

characteristics. Thus， in the type descrip-
tion of Y. americana， intergenicular diameter 
was given as up to 610-650μm. Our studies 

show greater variation， with measurements 
of 590-1020μm in mature plants. This 
contrasts with the range of 290-600μm for 
Y. melobesioides. Despite the overlap in 

Table 1. A comparison of some morphological features of Yamadaea melobesioides and 
Y. americana. 

Species 
Characteristics 

Y. melobesioides Y. americana 

Number and arrangement of fronds abundant and tightly c1ustered few and usual1y scattered 

rose-pink Thallus colour dul1 purple-pink 

Number of intergenicula/frond 1 

Frond height 450-650 p.m 

Frond diameter 350-550μm 

Frond shape obovate 

Ostiole position strict1y apical 

Diameter of ostioles 30-40μm 

Trichocytes common to absent 

Surface structure wal1s and concavities wel1 
developed 

Size of concavities (:ts.d.) 6. 0:t0. 9μm 

Cel1 wall thickness (:t s.d.) 1. 8:t 0.7μm 

% of thal1us in concavities 40-55% 

1-2 

1000-2000 p.m 

700-1000 p.m 

c1avate 

apical to eccentric 

60-80μm 

absent 

walls and concavities 
poorly developed 

12.l:t 1. 3μm 

1. 4:t(). 4 p.m 

69-75% 



measurements， all populations easily fit into 
one size category or the other. 

Several aspects of gross morphology 

either not commented upon or not emphasized 

in earlier studies readily distinguish the two 

species. (1) Yamadaea melobesioides is dull 
purple-pink or vinaceous to almost grey， 
whereas Y. americana is generally rose-pink 
in colour. (2) The fronds of Y. melobesioides 

are more densely aggregated than in Y. 
americana， where usually no more than 2-3 

are found in close proximity (compare Figs. 

1， 3 with Fig. 7). (3) The height: diameter 

ratio of mature fronds of Y. melobesioides 

is approximately 1.25， whereas in Y. ameri-

cana it is 1.5-1.9， resulting in frond outlines 
that are obovate for Y. mzlobesioides and 
more clavate for Y. americana. (4) In Y. 

melobesioides the conceptacle ostioles are 

smaller; 30-40μm in diameter versus 55-

80μm in Y. americana. DA WSON and STEELE 

(1964) refer to even larger ostioles 125-130 

μm in diameter for Y. americana， but we 

have not found any this size. An additional 

ostiole character distinguishing the two 

species is the usually slightly eccentric 
ostiole of Y. americana (they are strictly 

apical in Y. melobesioides) (Figs. 9-10). 

DA WSON and STEELE (1964) did not notice 

this although they commented that the con-

ceptacles in all reproductive types are often 

rostrate or beaked. 
The surfaces of intergenicula and basal 

crusts as observed with the SEM provide 
features that clearly distinguish the two 

species of Yamadaea. The surfaces of Y. 

melobesioides are similar to those in many 

other members of the Corallinoideae. Thus 
there are well-developed concavities in the 

sites previously occupied by epithallial cells 

(these disintegrate during specimen prepara-
tion) and relatively prominent cell walls 
(Figs. 2， 4-6) separating the epithallial con-
cavities. On the other hand， lateral walls 
of epithallial cells in Y. americana are 

little developed， and the basal pit-connections 
(their remains， the plugs being destroyed 
during tIssue preparatibn). are. niore prdmi-

nent when viewed by SEM (Figs. 11-12). 

Morphology and distribution of Yamadaea 9 

The concavities and walls of Y. melobe-
sioides are round to slightly irregular whereas 

those of Y. americana are more angular 
and polygonal (compare Figs. 2， 5-6 with 

Figs. 8， 11). In the type description of Y. 
americana， DA WSON and STEELE (1964) 

referred to a “faintly tessellate" surface， 
and this is reflected in the ultrastructural 

views. The surfaces of Y. americana are 
very different from other members of the 

Corallinaceae examined to date， and， with 

the SEM， it should be possible to identify 
crusts of Y. americana which are devoid of 

erect or fertile branches. Within each 

species there are no differences in surface 
morphology between the prostrate and 
erect parts of the thallus. 

In addition to the general appearance of 

the plant surfaces， several aspects of 
surface morphology can be expressed in 

numerical terms. GARBARY (1978) measured 

three features and showed that they were 

useful in characterizing species: diameter 

of epithallial concavities， thickness of cell 
walls， and the proportion of thallus surface 
taken up with concavities. These characte-

ristics also provide criteria for distinguishing 

Yamadaea americana and Y. melobesioides. 
Thus Y. americana has greater concavity 
diameters， slightly thinner cell walls， and 
a higher proportion of the surface is 

comprised of concavities (see Table 1 for 
results of measurements). The differences 

between these taxa are very pronounced 
with the values for Y. americana for con-
cavity diameter and the proportion of the 

surface taken up with concavities at or 

near the extremes of recorded values in 
the Corallinaceae (GARBARY， 1978). 
In this study， trichocytes are reported 

from Yamadaea for the first time. Tricho-
cytes are present in one of the two collec-
tions of Y. melobesioides examined with 
the SEM， where they appeared as small 
concavities raised above the thallus surface 
(Figs. 4， 6). In this collection the tricho-
cytes are common in both the erect and 
basal parts. Despite the sporadic occurrence 

of the trichocytes， this feature might pro・
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Figs. 1-6. Yamadaea melobesioides. Figs. 2-6 are from the SEM. 1. Light micrograph 

of plants with clusterecl fronds (scale: 2 mm). 2. GeneraJ view of crust surface (scaJ巴:

10μm). 3. Apex of intergenicula with central ostioles (scale: 2CO f m). 4. General view 

of surface on erect branch with scattered trichocytes (scale: 35μm). 5. DetaiJ of surface 

011 non-f巴rtiJefrond (scaJe: 10μm). 6. Detail of trichocytes and surrounding cells (scaJe: 

10μm). 
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Figs. 7-12. Ymnadaea americana. Figs. 8-12 are from the SEM. 7. Light micrograph 

of plants with scattered fronds (scale: 2 mm). 8. General view of crust surface with ac-

cumulated debris (scale: 60μm). 9. Whole intergeniculum with eccentric ostiole (scale: 

l50μm). 10. Apex of fertile intergeniculum with detail of cells around ostiole (scale: 150 

μm). 11. General view of cells on surface of frond (scale: 10μm) . 12. Oetai I of frond 

surface with outlines of pit connections (scale: 5μm). 
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vide an additional characteristic distinguish-
ing the two species of Yamadaea， since 
trichocytes were not found in any of the 
six collections of Y. americana examined 
with the SEM. What is important is the 
potential ability of the species to produce 
trichocytes rather than their presence or 
absence in a particular plant. The tricho-
cytes of Y. melobesioides are similar to 
those of Corallina officinalis L. both in 
morphology and occurrence， and in the 
latter species trichocytes are present or 
absent in plants from different collections 
from the same site (GARBARY and ]OHANSEN， 
unpublished data). 

The reported distributions of the species 
of Yamadaea are as follows : Y. americana 
was known from Washington to northern 
British Columbia， whereas Y. melobesioides 

was recorded from ]apan (the type 
locality) and California. Our examinations 
of collections supposed Y. melobesioides 

from California reveal that they are 
similar to Y. americana， both in terms 
of gross morphology and the ultrastructure 
of plant surfaces. That the material from 
California originally determined as Y. me-

lobesioides should， in fact， be Y. americana 
is not surprising， since the descriptions of 
these plants (HOLLENBERG and ABBOTT， 
1966; ABBOTT and HOLLENBERG， 1976) are 
much closer to Y. americana than to the 
]apanese species， in terms of frond size and 
frond distribution on the crust. Thus all 
material of Yamadaea from the eastern 
Pacific can be ascribed to Y. americana for 
which the known distribution is extended 
from northern Washington to the Monterey 
Peninsula. This solves the previous biogeo-
graphic problem of explaining why Y. 
melobesioides should be present at the 
extremes of the distribution range with the 
second species having an intermediate range. 
Further floristic studies of the intervening 
regions (Alaska， the Aleutian and Kurile 
Islands) would be of interest in determining 
the geographic limits of the two taxa， and 
whether or notthey are completely allo・
patric. At present， the occurrence ofγ. 

melobesioides in North America can be 
discounted， but since both species are rela-
tively rare and inconspicuous， the possibility 
that Y. melobesioides occurs in North Ame-
rica cannot be discarded. 
Of the 12 genera currently placed in the 

subfamily Corallinoideae (]OHANSEN， 1976)， 
nine have been examined with the SEM 
(all genera except Alatociadia， Margi-
nosporum and Serraticardia) (GARBARY， 
unpublished data). Two main types of 
surface structure differentiate ]ANIA and 
Haliptilon from the remaining genera. The 
two surface morphologies were designated 
the Corallina・typeand the ]ania-type， and 
the taxonomic implications are dealt with 
separately (GARBARY and ]OHANSEN， 1980， 
and i泊npre句p息.ふ Withinpμla叩nt悩sshowing the 
Corallina-type surface， there is little morpho-
logical diversification that can be used to 
characterize particular genera. It is there-
fore of interest that the two species of 
Yamadaea portray more variation than exists 
among six other genera of the subfamily 
Corallinoideae with a Corallina-type surface. 
This morphological divergence within 
Yamadaea and the apparent uniformity 
within much of the Corallinoideae supports 
the contention of ]OHANSEN (1969) that 
Yamadaea is primitive in the subfamily. 
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D.J.ガーパリー .H.W.ヨハンゼン・ R.F.スケージェJI.. :サビモドキ属 Yamadaeaの2種の形態と分布

サンゴモ科，サビモドキ属の 2種 Yamadaeamelobesioides SEGA W A (サピモドキ)と Y.americana DAWSON 
et STEELEの走査型電子顕徴鏡による，形態及び超徴構造の観察の結果，これら 2種を区別する際の付加的な分類

形質をいくつか得ることができた。藻体の色・大きさ，藻体当りの節間部 intergeniculumの数・形・密集度，生殖巣

孔の大きさ・位置において 2種聞に差異がみられる。 これら 2種を比較すると Y.americanaでは， 表皮細胞

は大きく，細胞壁はあまり厚くならない。サピモドキ属では初めて，毛細胞 trichocyteの存在が明らかになった。
ただしこの細胞は Y.melobesioidesだけに見られた。これら 2種の分布域を次のように改めた。 Y.melobesioides 
は日本にだけ分布する種である。 Y.americanaは北米にだけ知られており，クイーン・シャーロット諸島(プリ

テッシュ・コロンピア州)からモントレー(カリフォルニア1"'1)にかけて分布している。

井上勲:微細藻類ノート (2).培養の海産微細藻類

フロラ研究への応用 1sao 1NOUYE: Notes on 

microalgae in Japan (2). Employment of labola. 

tory culture to fioristic studies of marine 

microalge 

先に述べた方法(本誌，井上. 1980)は 1)予備培

養で10%以上に増殖した藻のみを分離する. 2) 10% 

以下の優先度の藻については，大まかな稀釈をくりか

えすことで優先順位をあげる。 3)小容量の容器を用

いることで培養期聞を短縮し， 分離の効率をあげる

という点に特徴があった。 この方法は技術的に容易

で，場所をとらず，しかも試料水によって，増殖して

くる種は，採集場所や時期により異るので，この予備

培養と稀釈法を組みあわせた方法で以下にあげるよう

にかなりの数の藻を分離することができる。分離され

る徴細藻類の大部分は，天然の試料では個体数が少な

く確認が困難なものであり，また固定すると変形ある

いは破裂などの変化をおこし同定が不可能になるもの

が多い。わが国で従来行われてきた海産徴細藻類の研

究が，比較的個体数が多く，しかも固定試料を用い得

る珪藻類や有殻の渦鞭毛藻を主な対象としてきたこと

は明らかであり，その他の微細藻類が取り扱われるこ

とが少なかったのは上記のような理由によるものと思

われる。従って，補助的な手段として培養技術を導入

することによって，従来の微細藻類フロラの研究では

見過されがちだった藻群をとり扱うことが可能になる

と思われる。

先に報告した方法を用いて筆者が確認した微細藻類

のリストを以下にあげる。単藻培養にまで至らなかっ

たが，出現を確認できたものも含めた。また種名の決

定ができていないものは除いた。

Cryptophyceae ?リプト藻縞
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Hemiselmis virescens DROOP 

Chroomonas heteromorPha BUTCI1ER 

Cryptomonas acuta BUTCHER 

C. chrysoidea RUTCI-IER 

C. maculata BUTcHER 

C. profunda BUTcHER 

C. stigmatica WISLOUCH 

Dinophyceae渦鞭毛藻綱

Prorocentrum dentatum STEIN 

P. lima (EHRENB.) DODGE 

P. micans E!-IRENBERG 

P. minimum (PAV.) SCHILlER 

P. triestinum SCHILLER 

AmPhidinium carteγae HULBURT 

A. klebsii KOFOID et SWEZY 

ScriPsiella trochoidea (STEIN) LOEBLICli 1lI 

Heterocapsa triquetra (EHRENB.) STEIN 

Prymnesiophyceae (= Haptophyceae) ハプト藻綱

GePhyrocapsa oceanica KAMPTNER 

Chrysotila lamellosa ANAND 

Isochrysis galbana PARKE 

OchrosPhaera verrucosa SCHUSSNIG 

Apistonema submarinum DANGEARD 

Chrysonema litorale ANAND 

Hymenomonas coronata MILLS 

Cricosphaera roscojfensis (Dangeard) GAYRAL 

et FRESNEL 

C. roscojfensis var. haptonemofera INOUYE et 

CHIHARA 

Calyptrosphaera sPhaeroidea SC!-IILLER 

Chrysochromulina ericina P ARKE et MANTON 

C. pringsheimii P ARKE et MANTON 

C. sμnifera (FOURNIER) NORRIS et PIENAAR 

C. strobilus P ARKE et MANTON 

Platychrysis Pigra GEITLER 

Prymnesium parvum CARTER 

Phaeocystis pouchetii (HARIOT) LAGERHEIM 

Exanthemachrysis gayraliae LEPAILLEUR 

Pavlova gyrans BUTCHER 

P. lutheri (DROOP) GREEN 

P. Pinguis GREEN 

P. salina (CARTER) GREEN 

Chrysophyceae黄金色藻綱

Sarcinochrysis marina GEITLER 

Chrysomeris ramosa CARTER 

Apedinella sPinifera (TI-IRONDSEN) THRONDSEN 

Pseudopedinella pyriformis CARTER 

Thallochrysis litoralis ANAND 

Rhaphidophyceae ラフィド藻綱

Fibrocapsa japonica T AKANO et TORIUMI 

Heterosigma inlandica HADA 

Olisthodiscus luteus CARTER 

Prasinophyceae ブラシノ藻綱

BiPedinomonas rotunda CARTER 

Mantoniella squamata (MANTON et P ARKE) 

DESIKACHARY 

Micromonas pusilla (BuTc!-IER) MANTON et 

PARKE 

Pachyspaera pelagica OSTENFELD 

Pyramimonas amylifera CONRAD 

P. disomata BUTCI-IER 

P. grosii P ARKE 

P. obovata CARTER 

Tetraselmis marina (CIENK.) NORRIS， HORI et 

CIIIHARA 

T. rubens BUTcHER 

Chlorophyceae緑藻綱

Oltmannsiella virida HARGRAVES et STEELE 

Brachiomonas submanina BOHLIN 
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Taxonomy and life history of Rhodophysema odonthaliω 

sp. nov. (Rhodoph引a)1)

Michio MASUDA and Masataka OHT A 2) 

Department of Botany， Faculty of Science， Hokkaido University， Sapporo， 060 Japan 

MASUDA， M. and OHTA， M. 1981. Taxonomy and life history of Rhodophysema odontha. 
liae sp. nov. (Rhodophyta). Jap. J. Phycol. 29: 15-21. 

A new species of Rhodophysema， R. odonthaliae MASUDA et M. OHTA， sp. nov. was 
described on the basis of material co11ected at Erimo， Hokkaido in Japan and its life history 
was examined in laboratory culture. The alga is distinguished from a11 the known species 
of Rhodophysema by having the discontinuous peritha11us developed only near the sori and 
by the frequent occurrence of tetrasporangia from the hypotha11us ce11s. The tetraspores 
derived from field-co11ected material germinated to repeat the parental tetrasporangial phase 
and sexual reproductive structures were not observed. 

Key lndex Words: crustose red alga; life history; Rhodophysema; Rhodophyta; 
taxonomy. 

During an investigation of crustose red 

algae on the coasts of Hokkaido in Japan， 
a number of small crustose plants growing 

on Odonthalia corymbifera were collected. 

The plants were tentatively identified as 

Rhodophysema on account of having distinct 

sori compo3ed of tetrasporangia and pa-
raphyses， and the hypothallus cells lacking 

rhizoids. However， the morphological fea-
tures did not correspond with the circum-

scriptions of the known specie3 of Rho・

dophysema. We conducted laboratory culture 

experiments in order to obtain information 

on the variability of the morphological 
features and on the life history. As a 

result， the alga is recognized a3 a new 

species and described as Rhodophysema 

odonthaliae on the basis of material collected 

at Erimo， Hokkaido. 

1) This work was supported by grants for 
Scientific Research from the Ministry of Educa-
tion of japan (Nos. 254229 and 448018). 

2) Present address: Central Laboratory， Marine 
Ecology Research Institute， Iwawada， Onjuku-
machi， Chiba-Pref.， 300 japan. 

Materials and Methods 

The materials examined were collected at 

the following three localities along the 
Pacific coast of Hokkaido in Japan from 

1975 to 1979; Akkeshi (VI-25， 1979， M. 
MASUDA and T. OGUMA); Hiroo (VII-22， 
1975， 1. YAMADA and M. OHTA); Erimo 
(VII-25， 1975， M. KUROGI， T. YOSHIDA， 1. 
Y AMADA， M. MASUDA and M. OHTA， includ-
ing culture material， VIII-3， 1977， M. OHTA). 
Most of the materials were preserved in 

10% formalin in seawater and used for 
microscopic observations. A portion of 

them was dried on herbarium sheets. 
Isolated tetraspores were placed in 

unialgal culture and maintained using 

methods described in another paper (MASUDA 
and OHT A， in press). The cultures were 
placed first at 150C， 16: 8 (light-dark cycle) 
and two weeks later a half of them was 

transferred to 10・C，16: 8. 
Voucher specimens examined are唱eposited

in the Herbarium of Faculty of Science， 
Hokkaido University， Sapporo (SAP 032145-
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032150). 

Observations and Discussion 

Description 
Rhodophysema odonthaliae 

MASUDA et M. OHTA， sp. nov. 
Plantae epiphyticae， crustosae， noncal-

careae， irregulariter vel fere circulares， 
500-2500μm in diametro， 40-65μm crassae 
in partibus fertilibus (cum paraphysibus)， in 
colore atrorubrae， pagina inferna omni ad 
substratum arcte a節xae，sine rhizoideis 
(Fig. 1， E・H);thallus e strato basali mono-
stromatico hypothallo constituenti (Fig. 1， 
A-D) et filamentis erectis brevibus perithallo 
constituentibus compositus (Fig. 1， E-H); 
perithallus solum prope soros evolutus; 
cellulae hypothalli 5.0-10.0μm in longitudine 
et 3.8-5.0μm in diametro in sectione; fila-
menta erecta simplicia， cohaerentia et ex 
1-3 cellulis compositia (Fig. 1， E-H); cellulae 
filamentorum erectorum 3.8-7.5μm in longi-
tudine et 4.5-7.5μm in diametro in sectione ; 
conjunctiones laterales inter series cellularum 
hypothalli contiguorum frequenter adsunt 
(Fig. 1， C-D) ; tetrasporangia in soro distincto 
effecta et paraphysibus intructa.(Fig. 1， G， H) ; 
sori plures in quoque thallo effecti， forma et 
loco irregularibus ; tetrasporangia terminales 
in filamentis erectis (Fig. 1， H) vel e cellulis 
hypothalli effectae (Fig. 1， G)， late ellipsoideae 
ad fere globosae，35.0-47.5μm in longitudine 
et 30.0-40.0μm in diametro; tetrasporae 
globulares， 22.5-27.5μm in diametro (Fig. 
2， A); paraphyses in colore cellulis vegeta-
tivis pallidiores， 27.5-45.0μm in longitudine 
et 5.0-7.5μm in diametro， falcatae， e 4-8 
cellulis compositae (Fig. 1， G・H);cellulae 
paraphysium breves et 4.5-7.5ρm in longi-
tudine; plantae gametangiferae ignotae. 
Holotypus: Specimen tetrasporangiferum 

(SAP 032145) 
Plants epiphytic， crustose， noncalcareous， 

irregularly or almost circular，500-2500μm 
in diameter， 40-65μm thick in fertile areas 
(including paraphyses)， dark red in color， 
closely attached to substrate by whole lower 
surface， without rhizoids (Fig. 1， E-H): 

thallus composed of a monostromatic basal 
layer constituting hypothallus (Fig. 1， A-D) 
and short erect filaments constituting per-
ithallus (Fig. 1， E-H); perithallus developed 
only near sori; cells of hypothallus 5.0-10.0 
μm in length and 3.8-5.0μm in diameter in 
section; erect filaments simple， cohering 
and composed of 1-3 cells (Fig. 1， E-H); 
cells of erect filaments 3.8-7.5μm in length 
and 4.5-7.5μm in diameter; lateral fusions 
between adjacent hypothallus cell-rows fre-
quently present (Fig. 1， C-D); tetrasporangia 
developed in a distinct sorus provided with 
paraphyses (Fig. 1， G-H); several sori 
developed on each thallus， irregular in shape 
and position; tetrasporangia terminal on 
erect filaments (Fig. 1， H) or issued from 
hypothallus cells (Fig. 1， G)， bmadly ellipsoid 
to almost globular， 35.0-47.5ρm in length 
and 30.0-40.0 p.m in diameter; tetraspores 
globular， 22.5-27.5μm in diameter (Fig. 2， 
A); paraphyses paler in color than vegeta-
tive cells， 27.5-45.0μm in length and 5.0-
7.5μm in diameter， falcate， composed of 4-8 
cells (Fig. 1， G， H); cells of paraphyses 
short， 4.5-7.5μm in length; gametangial 
plants unknown. 
Holotype: Tetrasporangial specimen col-

lected at Erimo， Hidaka Prov. Hokkaido in 
]apan on ]uly 25， 1975 (SAP 032145). 
]apanese name: Hime-fuchitoribeni (nom. 

nov.) 
Life history 

Isolated tetraspores germinated and grew 
into encrusting discs (Fig. 1， B; 2， B-D). 
This process is similar to that reported 
previously for RhodoPhysema georgii 

(FLETCHER 1975， MASUDA and OHTA 1975) 
and R. elegans (GANESAN and WEST 1975， 
SOUTH and WHITTICK 1976， FLETCHER 1977). 
The discs reached 120-180μm in diameter 
after two weeks. Some plants combined 
to form a single crust (Fig. 2， E)， but no 
pit-connection between the cells of two the 
discs was observed. Two-week-old cultures 
were divided into two groups; one was 
shifted to 10・C，16: 8 and the other was 
maintained at 150C， 16: 8. The discs shifted 
to 10・C，16: 8 grew more slowly. 
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Fig. 1. Rhodophysema odonthaliae. A， C and E-H， field-collected plants (type collection) ; 
B and D， cultured plants grown at 15"C， 16: 8. A・B. Early developmental stages of hy. 
pothallus (B， three.day-old germling). C・D.Marginal portion of hypothallus in surface 
view， showing lateral fusions between cells of adjacent cell.rows (D， two-month.old plant). 
E-H. Tangential sections of fertile plants: E， marginal portion; F， vegetative portion near 
the sorus; G.H， sorus portion. 

One month after culture initiation the 
largest disc measured 700μm in diameter 
at 15・C，16: 8. Some discs reached repro-
ductive maturity and formed a tetra-
sporangial sorus at this time. The sorus 
covered the entire surface of the disc 
(Fig. 2， F). This type of sorus was not 
observed in field-co11ected materials. The 
discs forming this type of sorus are 170-
440μm in diameter and sma11er than imma-
ture discs. In section， these fertile plants had 
4-6 ce11ed erect filaments. Enlarg巴dce11s， 
which occur also in cultured plants of Rhodo・
ρhysema georgii (FLETCHER 1975， MASUDA 
unpublished)， were not observed. The plants 
attached loosely to the substrate and with 
the slightest mechanical disturbance they 
became free from the substrate. In this 
respect， they resemble the 'sphere' form of 
the Californian Rhodophysema elegans re-
ported by GANESAN and WEST (1975). Many 

other discs grown at both the culture condi-
tions did not form any reproductive structures 
at this stage. Two months after culture 
initiation a11 the plants grown at both the 
conditions bore tetrasporangial sori (Fig. 2， 
G-J). The fertile plants measured 550-
1125μm in diameter. The numcer and 
size of the sori varied in different indivi-
duals; a large single sorus covering almost 
the entire surface of the disc except at the 
margin (Fig. 2， G) or sma11 two to several 
sori (Fig. 2， H) were observed. The latter 
soral type like that of field-co11ected plants 
predominated. The production of a discon-
tinuous perithallus was observed. in plants 
with plural sori. The size of vegetative 
cells and number of erect filament cells of 
these fertile plants are similar to those of 
the parental plants. However， the. tetra-
sporangium shape was slightly elongated 
(Fig. 3) and sometimes the paraphyses were 
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Fig. 2. Tetraspore and its development at 15'C， 16: 8. A. Tetraspore. B-E. Young 

tetraspore germlings: B， one-day old; C， three-day old; D， seven-day old; E， fourteen-day 

old， note two germlings coalescing. F. One-month-old crust forming a tetrasporangial 

sorus covering the entire surface of the thallus (p， paraphysis). G-H. Two-month-old 

fertil巴 crustsforming tetrasporangial sori (s). 1. Portion of a two-month-old plant， show-

ing a tetrasporangial sorus (s) and tetraspores (t). J. Tangential section through th巴

tetrasporangial sorus， showing a mature tetrasporangium (ts) and paraphysis (p). 

Scale in A applies also to B-D and J; scale in H applies also to G. 



longer and up to 10 cells (68.8μm in length). 
Liberated tetraspores were 21.3-27.5μm in 

diameter， germinated and formed discs 

similar to the parental plants producing 
tetrasporangial sori within two months in 
both the conditions. 
Taxonomic remarks 

At present six species are ascribed to the 
genus Rhodophysema: R. georgii BATTERS 

(1900)， R. elegans (CROUAN et CROUAN ex 

]. AG.) DIXON (1964)， R. minus HOLLENBERG 
et ABBOTT (1965)， R. africana JOHN et 

LAWSON (1974)， R. feldmannii CABIOCH 

(1975)， and R. nagaii MASUDA (1978). Rho・

doPhysema odonthaliae is added to this list 
m our present paper. The possible taxono-

mic relationships among the species are 
discussed below. 

The species of Rhodophysema are simply 

organized in thallus structure. Each 
thallus consists of a monostromatic hy-

pothal1us composed of radiating filaments 

closely adhered to each other and a polystro・

matic perithallus composed of tightly packed 

erect filaments， which are arranged at right 
angles to the hypothallus filaments except 

those of R. minus and R. feldmannii. The 

latter two species lack a distinct perithallus 

(HOLLENBERG and ABBOTT 1965， CABIOCH 
1975). R. georgii is unique among the 

species in the formation of globular thalIi. 

This species had various forms of thalli， 
globular to crustose (BATTERS 1900， KYLIN 
1907， ROSENVINGE 1917). The globular thalIi 

are formed by enlargement of erect fila-

ment celIs or sometimes hypothalIus celIs 

and repeated occurrence of cellular fusion 

between adjacent erect filament cell-rows 

(ROSENVINGE 1917， MASUDA unpublished). 
This seems to represent a reduced multiaxial 

construction of the upright thallus 

(FLETCHER 1975). However， the crustose 
thalli of R. georgii is similar to those of R. 
elegans. Thus， as to the thallus structure 

three distinct grades can be recognized in 

this genus. From the ontogenetic point of 

view， R. minus and R. feldmannii with the 
monostromatic thalli may be the simplest. 

R. georgii may represent the mosCcomplex 
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condition. R. elegans， R. africana and R. 
nagaii may be intermediate representatives. 

R. odonthaliae is characterized by having 

the discontinuous perithallus developed only 

near the sori. This species may be simpler 

than the R. elegans group as to the thalIus 
structure. 

All the species possess definite tetraspo・

rangial sori composed of numerous tetraspo-

rangia and paraphyses. In addition， sperma-
tangial plants have been reported for R. 
georgii (MASUDA and OHT A 1975) and for 

R. elegans (ROSENVINGE 1910， T A YLOR 1957， 
MASUDA 1978， MASUDA and OHT A， in press)， 
although no female gametangial plants have 
been detected. Tetrasporangial pedicels and 

paraphyses have important taxonomic 
significance. R. africana， R. feldmannii 
and R. nagaii are characterized by having 
long tetrasporangial pedicels and long pa-

raphyses (JOHN and LAWSON 1974， CABIOCH 
1975， MASUDA 1978). R. minus has also 

somewhat longer pedicels than the other 
species which have one celled pedicels or 
are devoid of them (HOLLENBERG and 
ABBOTT 1965). R. odonthaliae is characte-
rized by the frequent occurrence of sessile 

tetrasporangia from the hypothallus cells. 

This may represent the simplest condition. 
Furthermore， tetrasporangium shape and 

dimension， and cell length of paraphyses 
are taxonomicalIy important. R. minus and 

R. feldmannii， which are distinguished from 
each other by the paraphysis length， can 
be also distinguished by the tetrasporangium 

shape and dimension. The former has 
ellipsoid sporangia measuring 15-20μm 

in length and 14-16μm in diameter 

(HOLLENBERG and ABBOTT 1965) and the 

latter has subspherical sporangia measuring 
20-30μm in diameter (CABIOCH 1975). R. 
africana and R. nagaii are similar to each 
other in paraphysis length (JOHN and 
LAWSON 1974， MASUDA 1978). However， 
the former's paraphyses are 12-20 celled， 
whereas the latter's ones are 5-8 celled. 

This suggests that the cell length of pa-
raphyses of R. africana (not given by JOHN 
and LA WSON) is shorter than that of R. 
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Fig. 3. Scatter diagram showing variations of tetrasporangium dimensions for R. odontha-
liae. Rectangle 1 showing the range of tetrasporangium dimension for the British R. 
elegans reported by FLETCHER (1977); II showing that for the Japanese R. elegans given 
by MASUDA and OHT A (in press) ; III showing that for R. minus given by HOLLENBERG 
and ABBOTT (1965); IV showing that for the Erimo isolate of R. elegans reported by 
MASUDA and OHTA (in press). 

nagaii. R. odonthaliae possesses globular 

to broadly ellipsoid tetrasporangia. The 

length/diameter ratio is 1.0-1.5， measuring 
35.0-47.5μm in length and 30.0-40.0 

μm in diameter， by which also it can 
be distinguished from related species， R. 
elegans and R. minus (Fig. 3). Furthermore， 
dimensions of thalli and of vegetative cells 
have some taxonomic significance. 

The following synoptical key is given for 

the seven species of Rhodophysema， accord-
ing to the criteria mentioned above. 
1. Plants forming monostromatic thalli .. 

.2. 
1. Plants forming di・topolystromatic 

thalli ............................3. 
2. Paraphyses short (4-5 celled)..... 

... R. minus 
2. Paraphyses long (14-20 celled) 

. R. feldmannii 

3. Perithallus developed discontinuously 

near sori...... •• • • • • • .R. odonthaliae 
3. Perithallus developed continuously 

toward growing margins . . . . . . . . . .4. 
4. Thalli crustose， without inflated cells 

.5. 
4. Thalli crustose to globular， with 

inflated cells.............. R. georgii 
5. Tetrasporangial pedicels short (one 

celled) or lacking........ R. elegans 

5. Tetrasporangial pedicels long (2-14 

celled) ........................... .6. 
6. Paraphyses 5-8 celled， tetrasporangial 

pedicels 2-6 celled........ R. nagaii 

6. Paraphyses 12-20 celled， tetrasporangial 
pedicels 5-14 celled.. . . . . R. africana 
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増国道夫・太田雅隆:紅藻の1新種ヒメフチトリペ (RhodophY8emaodonthaliae MASUDA et M. 
OHTA， sp. nov.)の分類と生活史

北海道襟裳仰の近くで採集されたハケサキノコギリヒパ (Odonthaliacorymbifera) に着生していたフチトリ

ベニ属 (RhodoPhysema)の1種を新種ヒメフチトリベニ (R.odonthaliae)として記載し，その生活史を培養実

験によって調べた。本種は perithallusが四分胞子嚢瀞の近くにだけ発達すること，および hypothallusの細胞

から直接四分胞子褒がごく普通に形成される特徴を持つことで，現在までに報告されているフチトリベニ属のいず

れの種とも区別される。四分胞子は発芽して 2ヵ月後に，再び四分胞子嚢を生じる個体に生長し，有性生殖器官の

形成はみられなかった。 (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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中華人民共和国におけ'.)藻類学研究業績論文リスト

の紹介:

最近，北海道大学水産学部正置富太郎教授が入手し

た中華人民共和国の中国科学院海洋研究所の業績リス

ト (1952-1979年に発表された144編の論文の著者名，
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Cytological studies on Sirogonium (ChIorophyceae) 1. 

Mitosis in S. sticticum and S. melanosporum. 

Akira HARADA 

&iyu Senior High School， Chizuka， Yao.City Osako.， 581 Japcn 

HARADA， A. 1981. Cytological studies on Sirogonuim (Chlorophyceae) l. Mitosis in S. 
sticticum and S. melanosporum. Jap. J. Phyco!. 29: 23-29. 

Cell division and chromosomes behavior in two specics of Sirogonium， S. sticticum and 
S. melcnosporum， were studied， with special emphasis on， the behaviour of the nucleolar 
organizing chromosomes， the composition of the nucleolus， and the parallel separation of 
chromosomes embedded in the nucleolar substance at anaphase， and during cytokinesis. 
The chromosome numbers of S. sticticum and S. melanosporum were 52 and 8 respectively. 

Key lndex Words: Chlorophyceae; cytology; mitosis; N. O. chromosome; Siro・
gomum. 

The mitosis and chromosomes in some 
species of Sirogonium were observed by 
W AER (1966)， HOSHOW and W AER (1967)， 
and WELLS (1969). However， there are as 
yet no reports on meiosis. In a series of 
papers， cytological studies on Sirogonium 
wiII be presented with special attention 
paid to the chromosomal behaviour in both 
mitosis and meiosis. In this paper， mitosis 
in two spicies of Sirogonium， S. sticticum 
(1. E. SMITH) KUTZING and S. melanosporum 
(RANDHA W A) TRANSEAU， is discribed. 

Materials and methods 

The vegetative filaments of S. sticticum 

used in this investigation were first coIlected 
from a rice field in Ikaruga， Nara Prefecture， 
in December 1970. In ApriI of the next 

year， fertiIe filaments were obtained from 
the same rice field. Both vegetative and 
fertiIe filaments of S. melanosporum were 
coIlected from a rice field in Ikebe， Nara 
Prefecture， in August 1975. 
CoIlection of specimens of the two species 

was continued at frequent intervals. Most 
of each coIlection was fixed for karyological 
investigation， and the rest were kept in 

culture in the laboratory. 
The materials were fixed in 1: 3 acetic 

and ethyl alcohol and were preserved in 
the same solution. Many dividing ceIls 
were obtained in materials fixed at sunset. 
For staining， the aceto-iron-haematoxyrin・
chloral method (Wittmann， 1965) was 
employed. The materials were pretreated 
with 1 N HCI and 4% iron-alum・45%acetic 
acid for a cIear distinction in staining 
between the chromosomes and the nucIeolar 
substance. 
Both pre・andpost-treatment as weIl as 

staining procedure， were carried out on 
glass sIide. After staining ceIls were heated， 
if necessary， to faciIitate clear observation 
of the nucIei. CeIls were treated with 45% 
acetic acid to reduce overstaining of the 
nucIeolar substance， and squashed on the 

glass sIide. 

Observations 

Sirogonium sticticum 

Interphase: The interphase nucIeus was 
eIliptic to spherical in shape and usuaIly 
had one， or rarely two， nucIeoIi which 
appeared as bright spheres in Iiving ceIls 
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(Fig. 1). Two deeply stained， curved 
thread-like structures were observed in the 
nucleolus (Fig. 5). Approaching prophase， 
many chromatins were seen scattered in 

the karyoplasm. 
ProPhase : At the beginning of prophase， 

tb.e nucleus was bounded with a well-
defined membrane. It was slightly enlarged， 
and many short chromatic threads (chromo-
nemata) with bead-like chromatins were 
seen in the karyoplasm around the nucleolus 

(Fig. 6). 
In the nucleolus， the compact thread-like 

structures， which were called the nucleolar 
organizer tracks by Godward (1950)， were 
visible as two densely stained and curved 
strings connecting with a chromatic thread 
in the karyoplasm (Figs. 7， 8). 
As prophase proceeded， chromatins con-

densed to become short rod-like chromosomes 
with lightly stained portions in the contral 
area (Fig. 9)， and a spindle was formed 

(Fig. 10). 
Fifty-two chromosomes were counted at 

this stage (Figs. 13， 14). Two of these 
were nUcleolar organizing chromosomes， 
(N-O-chromosomes: Godward， 1950) con-
necting with each organizer track embedded 
in the nUcleolus. 
At the end of prophase， the nUcleolus lost 

its sharp outline was transformed into a 
deeply stained mass， called as nUcleolar 
substance by Geitler (1935). All the chro-
mosomes were completely embedded inside 
the nUcleolar substance. The nuclear mem-
brarte disappeared during later prophase. 
MetaPhase: At this stage， 52 chromosomes 

were recognized. The smallest chromosomes 
measured 0.5μm in length， while the largest 
was 1.0μm in length. They were arranged 
regularly and emb巴ddedinside the nucleolar 
substance. When the spindle developed 
fu!ly， the nucleolar substance became a 
deeply stained， disk-shaped mass at the 
equatorial plate of the nucleus (Fig. 10). 
AnaPhase: The nucleolar substance di-

vided into two parallel disk-shaped daughter 
plates. and all the chromosomes also se-
parated transversely at early anaphase 

(Fig. 11). 
Each disk-shaped plate (daughter nucleolar 

substance) included a set of chro-
matids. The arrangement of the chromatids 

in each plate was symmetric with in the 
other in polar view in strongly squashed 

preparation (Fig. 12). Fifty-two chromo 
somes were also confirmed at this stage. 
The two disk-shaped daughter plates con-
taining the chromatids began to separate 
and move toward the opposite poles. 
TeloPhase: At the beginning of telophase， 

the chromatids fragmented into small pieces， 
and their shapes were gradually obscured. 

The nucleolar substance was reformed in 
the nucleus as a darkly stained amorphous 

mass. 
Cytokinesis: At the beginning of prophase， 

a remarkable granular particles (Fig. 2， 
arrow) could be seen along the cell wall 
at the middle portion of a cell. These 
particles arranged themselves into a circle 
and developed gradually into a cell plate 
(Fig. 3). After telophase， when the new 
nuclei and nucleoli were formed， the chlo-
roplasts and cytoplasm were divided by the 
cell plate which had developed centripetally 

(Fig. 4). 
Sirogonium melanosporum 
Interphase: The interphase nuclei usually 

had one nucleolus， or rarely two. In the 
nucleolus， organizer tracks were clearly 
observed， and small deeply stained 
globules were seen at the end of these 
tracks (Fig. 15). When two nucleoli existed 
in a nucleus，巴achof the two had one such 
globule (Fig. 16). Many chromatins appeared 
in the karyoplasm as observed in S. sticticum. 
ProPhase: In early prophase， bead-like 

chromonemata were seen in the karyoplasm. 
These chromonemata began to condense 
into chromosomes. In the nucleolus， 
one or two organizer tracks connect-
ing to the chromonemata were observed. 
At later prophase， the nucleolus was trans-
formed into nucleolar substance (Fig. 17)， 
and all the chromosomes mov巴dinto the 
substance as occurred in S. sticticu11l. 

Metapnase: Eight chromosomes were 
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somes inside the nucleolar substance. 10 Metaphase: chromosomes (c) embedded inside 
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counted. Among these chromosomes， two 
were N. O. chromosomes with satellites， 
measuring 6.0μm in length. The others 
were of the same form and measured 3.0μm 
in length. Eight chromosomes were arranged 

on the equatorial plate in the nucleolar 

substance (Fig. 18). 
AnaPhase: Two daughter chromatids 

were first connected with each other by 

chromatic threads in a ladder shape (Fig. 

19). The satellite part of the N. O. chromo-
somes separated later than the other parts 
(Fig. 20). As a result， two satellites were 
observed as horn-like projections behind 

the groups of daughter chromosomes 

which were embedded in the nucleolar 
substance in strongly squashed preparation 

(Fig. 21). 

TeloPhase: The outline of the chromatids 

became obscure and the old nucleolar 
substance gradually disappeared (Fig. 22). 
In the new nucleoli， densely stained masses 
were observed (Fig. 23). 

Cytokinesis: The cell plate developed 
from the granular ring and finally divided 

the cell， as observed in S. sticticum. 

Discussion 

Mitosis in two species of Sirogonium， S. 
sticticum and S. melanosporum， was similar 

with regard to chromosomal behaviour. 
The mitotic process of Sirogonium also 
exhibited close similarity to that of Spirogyra 
(GEITLER 1930， DORAISW AMI 1946， GODW ARD 
1950， 1953， 1954， HARADA 1972). 
Concerning the origin of chromosomes in 

Spi rogyra， DORAISW AMI (1946) reviewed 

older literatures which advanced the follow-
ing three patterns: 1) all the chromosomes 
take their origin from the nUcleolus; 2) the 
chromosomes are -derived partly from the 

nucleolus and partly from the outer nucleus ; 
and 3) all the chromosomes are derived 
solely from the outer nucleus. The present 
studies on mitosis in Sirogonium revealed 
that N. O. chromosomes were derived 
partly from the organizer tracks in the 
nUcleolus and partly from the karyoplasm 

(the outer nucleus of DORAISWAMI 1964)， 
while all other ordinary chromosomes were 

formed in the karyoplasm. 
S. sticticum was found to have 52 chromo-

somes， two of these being N. O. chromosomes. 
S. melanosporum had 8 chromosomes， of 
which two were N. O. chromosomes also. 
HOSHOW and W AER (1969) reported that S. 

melanosporum had six chromosomes， of 
which two were N. O. chromosomes. The 

chromosome number of S. melanosporum 

observed in this study was different from 

that reported by HOSHOW and W AER. 
However， the number of N. O. chromosomes 
and the behaviour of chromosomes at 

anaphase agreed with their observations. 
In these interphase and prophase nucleoli 

of the two species investigated， deeply 
stained curved structures， which cor-

responded to the organizer track in Spirogyra 

(GODW ARD， 1950)， were observed. These 

internal structures of the nucleoli were 
especially prominent in S. melanosporum 

The globules (Figs. 15， 16)， which were 
closely associated with the organizer tracks 

in interphase nuclei of S. melanosporum， 
were considered to be the satellites 

of N. O. chromosomes. Th巴se globules 

could not be observed clearly in S. sticticum 
because of the small size of the chromo-

somes. 
The presence of N. O. chromosomes， 

observed by HOSHOW and W AER (1969) and 
WELLS (1969) in Sirogonium， was con白rmed
in the two species of Sirogonium us巴dhere. 
GODW ARD (1966) described the banding 

structures in' the chromosomes of Spirogyra 

subechinata， and WELLS (1969) described 
them in some species of Sirogonium. At 
the beginning of prophase， chromonemata 
of S. melanosporum showed definite serial 
bead-like chromatins (Fig. 17). As the 

serial chromatins shortened， definite banding 
patterns were formed in the chromosomes. 
In S. sticticum， however， such banding pat-
terns could not be clearly observed， and 
small rod-shaped chromosomes had only one 
discontinuous portion in the middle (Fig. 6). 
TT.ese chromatic patterns of chromosomes 



disappeared in metaphase and in chromo-

somes homogeneously stained. 

The nucleolar substance of Spirogyra 

was mentioned by GEITLER (1935)， DORA-

ISW AMI (1964)， and GODW ARD (1950). A 

simiIar material was also observed by W AER 

(1966) in S. melanosporum and by WELL 

(1969) in ten strains of Sirogonium. The 

special features of the nucleolar substance， 

enclosing aII the chromosomes during 

mitosis， were also observed clearIy in the 

two speCles. 

At anaphase， the beginning of separation 

into sister chromatids occurred， each chro-
mosome showing a ladder-shape which was 

composed of daughter chromatids connected 

by many chromatic threads. The ladder-

shape chromosomes were observed in the 

mitosis of Spirogyra crassa by GEITLER 

{1930) and GODWARD (1954， 1966). 

GODW ARD (1954， 1966) pointed out 

the presence of the polycentric chromo-

somes in some species of Spirogyra. WAER 

(1966) and WELLS (1969) also found that 

the chromosomes of Sirogonium lacked of 

locaIized centromeres. This chromosomal 

feature was shown by the characteristic 

paraIIel separation of chromatids， which 

might suggest the presence of polycentric-

chromosomes during metaphase to anaphase 

in the two species investigated in the present 

study. 
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原因 彰:シロゴ=ウム属(緑藻類)の細胞学的研究 1. S. sticticumと S.melanosporumの体細胞分裂

奈良県下の水田から採集したシロゴニウム属の 2種を材料として，糸状体細胞にみられる体細胞分裂の経過を調
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は濃染する仁物質塊に包まれて赤道面に配列し，後期に入ると染色体を包んでいる仁物質塊が 2個の円板状塊に分
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ホソエガサの能登半島における分布と生態

佐野 修*池森雅彦料.新崎盛敏ネキキ

*金沢水族館 (920金沢市東御影町 450)
叫金沢大学理学部能登臨海実験所 (927-05 石川県内浦町小木)

*帥(175東京都板橋区徳丸 3-33-5)

SANO， 0.， IKEMORI， M. and ARASAKI， S. 1981. Distribution and ecology of Acetabularia 

calyculus along the coast of Noto Peninsula. ]ap. J. Phyco!. 29: 31-38. 

It was suspected by severaI workers that the distribution of Acetabularia calyculus in 
]apan sea was rather restricted because the aIga found only at a few places along the 

coast of Toyama Bay. The wide distribution of this aIga was， however， ascertained the 
sea bottom near or in the community of HaloPhila ovalis by SCUBA. The specimens were 

coIIected at a number of places on both sides of Noto Peninsula. The places where the 

fiourishing growth of the aIga was found were mostly on. On the other hand， the growth 
of this aIga was not found at the sundy bottom covered thickly with another sea gIass 
Zostera marina or Z. caespitosa. On the basis of the vegetation pattern and the envi-
ronmentaI conditions of the shore， three types of the aIgaI communities could be recognized. 

When the water temperature of the sea bottom had reached at 220C in ]une， the early 
development of the young plant was observed on the surface of dead bivalve， gastropoda， 
and echinus， and so on. The plant became matured within 4-5 weeks after the appearance. 

The formation of cyst in the cap was observed from ]uly to October. 

Key lndex Words: Acetabularia calyculus; community; cyst-jormation; distribution; 

growth; sea bottom. 
Osamu Sano， Kanagawa Aquarium， Higashi-mikagemachi， Kanazawa， 920 japan; 

Masahiko lkemori， Noto Marine Laboratory， University oj Kanazawa， Uchiura， 

lshikawa， 927-05 japan; Seibin Arasaki， 3-33-5 Tokumaru， Itabashi， Tokyo， 

175 japan. 

緑藻のホソエガサ Acetabulariacalyculus QUOY et 

GAIMARDは，オーストラリア・インド洋・大西洋な

どの暖海に主に分布すると報告されている(岡村

1936)。日本近海では，九州の天草，五島，瀬戸内海の

松山沖，大竹沖，坂出i'rll，淡路島周辺，伊勢湾の知多

半島沖，島根県の隠岐ノ島，そして，富山湾などに生

育することが報告されている(岡村 1936，新崎

1942，氏家 1951，猪野 1954，今期 1955，瀬川l・

吉田 1961，八木 1961，舟橋 1967， KAJIMURA 

1978)。しかし， これらの報告のほとんどは， ドレッ

ジ，打瀬縞，あるいは磯打上げなどによる生育確認の

報告であり，ホソエガ+の生態，特に，生育i也の環境

などに関する調査は，ほとんど行われていない。

筆者らは，ホソエガサの最北限の生育l也とされてい

る富山湾において，本種の分布と生育地の環境に関す

る調査を続けてきた。そして，本種が詳落をなして生

育する海底は，主として「アマモ場」内の貝類遺骸堆

積地であることを既に報告した(佐野ほか 1978)。

その後能登半島周辺の多くの調査地点で，ホソエガサ

の分布と生態，特に，生育環境，生育地の底質と着生

基盤，季節的消長などの調査を行なった結果，新たに

2・3の知見を得たのでここに報告する。

調 査 方 法

調査地点:調査地点(以下， St.と略記する)は，

Fig. 1でみられるように， 能登半島西岸， 外浦海域

の St.1， 2， 3;能登半島東岸，内務海域の St.4， 5， 

6， 7，8;富山湾の l校湾である七尾湾内，および，能

登島周辺の St.9， 10， 11， 12， 13， 14， 15;さらに，

富山湾湾奥寄りの St.16， 17， 18;計18地点である。

St. 1， 2， 3， 13， 14， 15， 16， 17， 18は海底が一様の砂

質で， rアマモ場J，Iウミヒルモ場」となっている地点

であり， St. 4， 5， 6， 7， 8， 9， 10， 11， 12は，砂質底

に転石や岩礁が点在し， アマモ類とホンダワラ類
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JAPAN SEA 

TOYAMA BAY 

Fig. 1. Map showing the stations investigated 

by SCUBA and the distribution of Acetabularia 

calyculus along the coast of Noto Peninsula. 1， 
Abuya; 2， Kazanashi; 3， Minazuki; 4， Noto・ukai;

5， Koiji; 6， Tsukumo・bay;7， Iwaki; 8， Ukawa; 

9， Negi; 10， Jiida-ga・shima;11， Katuozaki; 12， 

Nozaki; 13， Suso・byobu;14， Wakula; 15， Osugi・

zaki; 16， Kannonzaki; 17， Do・mi;18， Abu-ga-

shima. 

が混生する地点であった。

調査方法:調査は1978年1月から1979年8月まで，毎

月素もぐりとスターパ潜水によって目視観察を行なう

とともに試料を採集した。

底質の調査に際しては， 直径 8cm長さ 10cmの

円筒形アグリル管を海底にさしこみ採泥した。採集し

た試料は，丸川式フルイを用いて常法により，粒度組

成の分析を行なった。分別された各粒度群ごとに含ま

れる貝類遺骸片の種の構成は，実体顕微鏡を用いて調

べた。底層水温は，棒状水温計を用いて海底面より

lOcmの位置で測定した。

ホソエガサの生育密度および生長については， Fig. 

2に示した能登島町野崎 (St.12)の水深 0.5m，1m，

2m， 3mおよび 4mの海底にそれぞれ調査点をと

り， 1978年7月と1979年8月の 2回， 20x20cmの方

形枠を用いて，枠内に生育するホソエガサを着生基盤

ごと全部採集した。採集後，直ちに着生基盤の種類と

数，ならびに着生基盤ごとにホソエガサの個体数を生

長段階別に調べた。生長段階は， Fig.3に示したよ

σ 

-2m ・3m・4m

O 200m 100 

Fig. 2. A map showing the position and the 

depth of water along the shore at Nozaki.， 
IO¥I positions investigated by SCUBA. 
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Fig. 3. Schematic diagram showing develop-

mental stages of Acetabularia calyculus. 

うに， (1)， Y oung stage:出芽後間もない中軸枝のみ

の藻体， (2)， Whorl stage:栄養枝輸をもっ藻体，

(3)， Cap stage:傘(生殖技輸)を形成しているが配

偶子畿をいまだもたない藻体， (4)， Cyst stage:生殖

校内に配偶子襲をもっ藻体， (5)， Liberated stage: 

配偶子を完全に放出し，透明か白色の石灰化した Cap

rayのみの藻体，の5段階に区分した。
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cross-section through three typical communities 

of Acetabularia calyculus along the coast of t、loto
Peninsula. 

結果と考察

分布と生育環境 :能登半島周辺海域で，ホソエガサ

の生育を確認できた地点は， Fig. 1に示す18の調査

地点全てであり ， すでに報告したように(佐野ほか

1978) ，貝類の造骸を主な堆杭物とする海底であった。

またスタ ーバ潜水法で、ホソエガサj洋落を調べた結果，

Fig.4 に示す 3つのタイプの生育環境を認めること

ができた。

これらのうち，まず，タイプAは， Fig.4のAに

示すように，砂浜に発達した海産種子植物のコアマモ

Zostera japonica (HORTOG) ASCI-IERSON et 

GRAEsNER， ウミ ヒノレモ Halothila ovalis (R. 

BROWN) HOOKER， アマモ Z.marina LINNAEUS， 

スゲアマモ Z.caestitosa MIIくIなどが主に生育する

「アマモ;場」 である。ホソエガサl土，潟、奥部のウミヒ
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ノレモ1洋務内に斑点状に分布する貝類遺骸Jjh街地にとく

に密なjrr務を形成していた。このタイプAの群務は最

も一般的で， St. 1~9， St. 1l~15 と St. 18の15地

点で見られた。生育の 水深は，最も浅い St.13 で

1 m， :/jJ(も深い St.5で 5m までの範凶であり，ホ

ソエガサ生育j也としては比較的浅所であった。

タイプBは Fig.4のBに示すよう に，磯浜の岩礁

付近の水深 2~7 m にみられる。 そこには貝類の泣骸

が 10cm 以上も厚く堆積 しており， タイプAにおけ

るよりも濃密なホソエガサ群落を形成していた。

本種が生育する貝類の巡骸:Ljft積j也よりも深所の細砂

地での海産種子組物の植生は，生育密度に差はあって

も，ウミヒノレモとスゲアマモの H霊が主体であり， コ

アマモやアマモの生育は見られなかった。

このタイ プBは， St. 6， 10， 11， 12で見られた。な

お，St. 6， 11， 12の3地点では，タイプBとともに前

記のタイ プAも散在 していた。

タイプCは， Fig. 4のCに示すよ うに， 汀線主主か

ら相当時ffれた1'1'合に形成される。 St.16では，距岸距

離約 120m， St. 17 では ， 距岸距離約 360~400 m の

地点に認められた。こ こでのホソエガサの生育水深は，

12~16 m で3つのタイプの中では最も深し、。そこで

はアマモやスゲアマモの生育は認められず，一面にウ

ミヒノレモが広大なiI下落を作っていた。 そして， ホソ

エガサは，前記のタイプAやタイプBの場合と同様，

ウミヒノレモ税務内の所々に斑点状に分布している貝類

の逃骸:lJff街地に群殺をなして生育 していた。

生育j也の底賀と若生基縫 ・ホソエガサの生育環境と

貝類逃骸の堆:fi'iとの関係をさらに明らかにするため，

タイプAの4J也，点 (St. 1， 7， 12， 13)，タイプBの 1

地点 (St.12) とタイプCの 1地点 (St.16)の底質

の粒度組成を調べ，それを Fig.5に示した。なお比

較のため Fig.5にはアマモ群落内 (St.7)でホソエ

ガサの生育が全く児られない場所の底質の粒度組成も

並記した。

この区lから分るように，ホソエカサ生育j也のl底質と

アマモ群落内の底質とでは顕著な差異があり，ホソエ

ガサの生育する地点 (St.1，7，12，13，16)は，貝類i立

骸を主とする粒径 0.5mm以上の粗粒物が主な防成要

素となる底質であって，ホソエガサの生育が全く見ら

れなかった地点 (St.7)は， 0.5mm以下の泥や砂が

主体となっている底質であった。

そこで，ホソエガサの生育と密接な関係をもっ粗粒

の粒体を検鋭し，その組成を調べたところ，全ての試

料において，2.83 mm 以上の粒体の殆んどは，砕け
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Fig. 5. Soil composition of the sea bottoms where Acetabularia calyculus or Zostera 

marina do grow. St. 7Z， Soil composition of the station 7 where the sea bottom was 

covered with Zostera marina; St. 1A， St. 7 A， St. 12A and St. 13A， Soil composition of 
the sea bottom at the type A community of Acetabularia calyculus; St. 12B， Soil composi-
tion of the sea bottom at the type B community of Acetabularia calyculus; St. 16C， Soi1 
composition of the sea bottom at the type C community of Acetabularia calyculus. 

た貝殻片で， ウニ類のトゲも少し混っていた。1.0-

2.83mmおよび 0.5-1.0 mm の粒体は，殆んどア

マモ類に付着生息する小型巻貝類の遺骸で，全体の95

%以上も占めていた。また， 0.5mm以下の粒体は，

殆んどが細砂であったが，時には小型巻貝の殻片と思

われるものも混入していた。

ホソエガサの着生基盤がどのような生物遺骸に由来

するかを知るため，全地点における本種の着生基盤を

調べた。その結果，イヨスダレガイ PaPhiaundulata 

BORN，シラオガイ Circescripta LINNE， オキシジ

Cyclina sinensis GMELINなどの二枚貝，サザエ

Batillus .comutus SOLANDERの蓋， それに， ムラ

サキウニ AnthocidariscrassisPine A. ACASSIZ，ア

カウニ Pseudocentγotusdepressus A. ACASSIZの

骨板や練などの風化の進んだ巡目安が多く見られた。ま

た，これらのものと思われる小さな破片も多く認めら

れたが，いずれも 2.83mmの目合を通らない粗粒体

であった。

以上の結果から， ホソエガサ群落は， 2.83mm以

上の粒体の貝殻片などが，少なくとも20%近くを占め

る底質の場所，すなわち貝類の遺骸が波浪や海水の流

動によって堆積しやすい地点で発達するものと考えら

れる。

このように，ホソエガサの生育に密接な関係をもっ

粗い貝殻片の堆積が，どのような海底環境で形成され

るかに関しては，殆んど知られていなし、。しかし波

部 (1952)は，海底に堆積する貝類遺骸の種類と数量

について["岩礁付近では， 湾内の烏興暗礁附近に遺

骸数の多いのは，島興暗礁の貝類の遺骸が運搬堆積し

て，自生堆積に加わるためであると思われやすいが・・

・・中略・・・・・・むしろ海底が錯雑していて種々 の生活

型の種が多数すみ得る生息面積が増大して，多数生息

している績が多数の遺骸を自生堆積することが主因と

なっている場合の方が多い。そして，潟、奥では，湾奥

で Zosteramarina (アジモ)等が生えると，その上

に生息する巻貝類が多くなり，種類数も数量も増え

る」と述べている。

本調査地点におけるタイプBJlPち，磯浜の岩礁付近

に発達する貝類の遺骸堆積地では，その底質の殆んど

半分以上 (55%)を 2.83mm以上の中大型貝類やそ

れらの破片が占め，アマモ類に付着生息する小型巻貝

は30%程度であった。これに対しタイフ。A，タイプC

では， 2.83mm 以上の中大型貝類やそれらの破片は

20%前後と少なく，逆に小型巻貝の方が半分以上を占

めると L、う差異が認められた。このような差異は上述

の報告となんらかの関係を示しているものと推察され

るので，詳細に関しては今後も調査を続けたい。

ところで，これまでに，ホソエガサ産地として報ぜ

られている場所での底質やホソエガサの着生基盤の貝

類の種属についての詳しい調査報告は殆んどなし、。し

かしア+リ殻片やウミユナ殻片など二枚貝片・巻貝

片に着生することはよ〈知られており(岡村 1936， 
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Table 1. Variation of developmental stages of Acetabularia calyculus and that of their 
growing density at Nozaki in 28 Jul. 1978. 

Stage of growth 

Depth Base Vegetative Reproductive Total 

(m) (N) Young Whorl Cap Cyst Liberated 

0.5 3 1 11 6 5 23 

1 12 3 11 34 19 7 74 

4 88 63 265 834 257 74 1493 

Total 66 277 879 282 86 1590 

Percentage (4.2 17.4 55.3 17.7 5.4) 

Table 2. Variation of developmental stages of Acetabularia calyculus and that of their 
growing density at Nozaki in 11 Aug. 1979. 

Depth Base Vegetative 

(m) (N) Young Whorl 

0.5 

1 6 71 21 

2 8 151 9 

3 8 29 241 

4 9 20 38 

Total 271 309 

Percentage (32.0 36.5 

民家 1951，八木 1961)， また Acetabulariaも含

めての-:Dasycladalesの生殖胞子は，カキ殻片，サン

ゴ骨片，鶏卵殻片など“CaC03 とコンキオリンとの

結合体"物質内に穿入して Gomontia状の根部を造

り，後にそこから殻外に直上校を出して藻本体になる

ことも報告されている(新崎 1966)。 これらのこと

を考慮すると，能登半島周辺での着生基盤の貝類が従

来知られていたものとは異なった種属で‘あるのも不思

議ではない。

野崎における生育密度と生長:能登島町野崎におい

て (Fig. 2)， 生育地の底質の差異に伴うホソエガサ

の生育密度と生育水深に伴う生長段階の変化を知るた

め， 1978年7月28日と翌年 1979年 8月11日に， 水深

0.5mの汀線付近と水深 1mにあるタイプAおよび

水深 4mにあるタイプBについて調査した。 タイプ

Stage of growth 

Reproductive Total 

Cap Cy'st Liberated 

。
11 1 104 

11 2 10 183 

145 18 18 451 

31 9 10 108 

198 29 39 846 

23.4 3.4 4.6) 

Bに関しては， 1979年に水深 4mのほかに水深 2m，

水深 3mについても調査を行なった。 これらの結果

を Table1と2にまとめて示した。

1978年の調査結果は， Table 1で見られる如く，ホ

ソエガサの 400cm2あたりの生育密度は，水深 0.5m

の汀線付近では，着生基盤3個で，ホソエガサの個体

数は23藻体と少なく，水深 1mのタイフ。Aで・は，着生

基盤12個に74藻体であった。一方，水深 4mのタイ

プBで、は，着生基盤は88個であり 1，493藻体という

極めて高い生育密度を示していた。

生長度に関して見ると，水深 0.5mでは， Y~ung 

stageのみが認められなかったが各水深で Young

stageからLiberatedstag官まで幅広い生長段階の

藻体が見られた。さらに，生育水深の違いによる各生

長段階の出現割合には大きな差異は認められず 3調
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査点全体では， Cap stageが著しく多く，全体の55.3

%を占め，次いで， Cyst stageが17.7%，Whorl 

stageは17.4%であり， Liberated stageは5.4%，

Young stageは4.2%であった。つまり， Cap stage 

と CyststageおよびLiberatedstage とL、った成

熟体と成熟後の藻体が全体の78.4%を占め，この1978

年7月下旬の時点で本種が良く成熟している時期であ

ることを示していた。

一方，翌年の1979年8月中旬の調査結果は， Table 

2に示したようになった。すなわち， 400 cm2 あたり

の生育密度は，水深 1m のタイプAでは，着生基盤

6個に104藻体であり，水深2・3・4mのタイプB

では， 1978年に比べて減少し着生基盤8から 9個に

108から451藻体であった。なお，水深 0.5mの汀線

付近では，その生育を見ることはできなかった。

生長度については， 1978年と同様， Y oung stage 

からLiberatedstage までの各生長段階の藻体が各

水深で幅広く見られ，生育水深の違いによる各生長段

階の藻体の出現割合に大きな差異は認められなかった。

調査点全体の各生長段階の出現割合は， Whorl stage 

が最も高く 36.5%を占め，次いで， Y oung stage 

32.0%と若い藻体が全体の68.5%を占めた。成熟した

Cap stage (23.4%)， Cyst stage (3.4%)および成

熟後のLiberatedstage (4.6%)は全体の31.4%に

すぎず， 1978年の78.4%に比べ著しく低い値を示した。

1978年7月下旬と1979年8月中旬の 2度の調査結果

を比較してみると，底質の違いによる生育密度に関し

ては，両年とも，タイプBの生育地が最も高く，次い

で，タイプAの生育地となり，汀線付近は最も低いと

いう結果が得られた。このことは，前述のように，タ

イプAの底質は，ホソエガサの着生基盤となる 2.83

mm 以上の貝殻片が20~右前後であったのに比べ， タ

イプBのそれは55%と極めて高かった。このことから，

単位面積あたり (400 cm2) に存在する着生基盤とな

るべき貝殻片の占める面積が両者で著しく異なること

が，上述の如き，生育密度の差異を生じた原因ではな

いかと推測される。

一方，各水深における生長度の割合には，水深 1-

4mという浅所では， Table 1と2に見られる如く，

顕著な差異は認められなかった。しかし水深4m以

深でもこのようであるか否かについて知るには今後の

調査が必要である。

Tab!e 1と2とを比較して気付く顕著な相異は，生

育密度と生長度について認められる。

まずj1イプBの生育密度については， 1979年では，

108から451藻体/400cm2で，1978年の1493藻体/400

cm2 の約1/3以下という低い値を示していた。

一方，調査点全体の生長度については， 1978年7月

下旬の方が成熟体は全体の78.4%と非常に多かったの

に対し， 1979年8月中旬では，成熟体は全体の31.4%

と非常に少し前年度より調査時期が遅いにもかかわ

らず，成熟体の生育度合が低いという意外な結果が得

られた。

このように，生育密度や成熟時期が年によって変動

することは，ホソエガサの生長と成熟が毎年同じよう

に繰り返されるものではないことを示している。海中

で得られる本種の貝殻片中の休眠根部にはいろいろと

休眠期間の長い物，短かい物，すなわち aging の相

違する物が混っているので， これらが発芽して，

Young stage， Whor1 stage， Cap stageになる速度

はいろいろと遅速ができてくると考えられる。 さら

に，海況要因の相異も考えられ，今回は上述のような

現象が認められたが，この問題については，更に研究

を続けていきたいと考えている。

季節的消長:1978年 1月24日より同年12月8日まで

の期間に，能登半島周辺海域の各調査地点において，

ホソエガサの生育状況p とくに生長段階について調査

観察し各々の時期における本種の消長を調べた結果

を Fig.6に示した。また，本種の生育地における各

月の底層水温の測定値も Fig.6に示した。

1978年における能登半島周辺海域のホソエガサの消

長は， Fig. 6に見られるように， Young stageの藻

体は，水温約 220Cの6月中旬頃から夏期を経て水温

約 220Cになる 9月下旬頃まで， Whor1 stageの藻

体は， 水温約 230C の6月下旬から水温約 210Cの

10月初旬頃まで， Cap stageの藻体は，水温約 240C

の7月中旬頃から水温約 200Cの10月中旬頃まで，

Cyst stage の藻体は，水温が 250C をこえる 7月

下旬頃から水温約 200C の10月中旬頃に多く見られ

た。

l月から 4月および12月は，本種を観察することが

出来なかった。カサノリ類は，一時的な低水温期のよ

うな悪条件下に置かれると，貝殻に穿孔している藻体

根部に体内容が凝集して越冬し，上部は枯死消失して

しまう。好条件が整えば再び活動を開始し根部から

直上枝(中軸枝)を出し，本来の体形にもどることが

できるという特徴をもっている(新崎 1966)。 この

ことから，能登半島周辺海域におけるホソエガ+は，

12月から 4月の低水温期になると貝骸片中に穿孔し，

翌春まで越冬しているため，出芽体を見い出すことが
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村光男博士に厚く御礼申し上け.る。

また，本調査に多々御協力頂いた金沢水族館坂本隆志

氏，坂田武氏，石川県水産試験場山田悦正氏，石川県

増殖試験場田島油生氏に厚く御礼申し上げる。
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紅藻ヨツガサネの培養
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北海道大学水産学部水産植物学講座 (041函館市港町3丁目 1-1)

NOTOY A， M. and Y ABU， H. 1980. Platythamnion yezoense INAGAKI (Rhodophyta Cera-

miales，) in culture. Jap. J. Phycol. 29: 39-46. 

The spores released from the tetrasporangial and cystocarpic plants of Platythωnnion 
yezoense INAGAKI collected at Tachimachimisaki in Hakodate， Hokkaido were cultured under 
various temperatures (5-250C) and light intensities (500-8000 lux). The germlings of both 

tetra-and carpospores grew best at 150C and 5001ux， and they attained maturity fast at 
200C and 10001ux. About 2% of the spore germlings grew into abnormal plants bearing 

tetrasporangia and spermatium or tetrasporangia， spermatia and carpogonial branches. The 

plant bearing both tetrasporangia and spermatangial clusters was always derived from 
carpospore， while the plant bearing tetrasporangia， spermatia and carpogonial branches 
was always derived from tetraspore. The chromosome number was given as n=ca 30 and 

2n=ca 60. The chromosome count showed that the gametophyte was haploid and the 

tetrasporophyte was diploid. 

Key lndex Words: Ceramiales; culture; cytology; life history; Platythamnion 

yezoense. 
Masahiro Notoya and Hiroshi Yabu， Faculty of Fisheries， Hokkaido University， 

Hakodate， 041 Japan. 

ヨツガサネ Platythamnionyezoense INAGAKIは

INAGAKI (1935)により北海道忍路湾産材料を用いて

新種とし，和名をヨツパグ+と命名して報告された種

類である。その後 INAGAKI(1950)は岡村 (1923)

が既に Antithamnionplumula OKAMURA (和名ヨ

ツガサネ)として日本藻類図譜に記載されている種類

はヨツバグザとして報告したものと同一種であること

を確かめ， この学名を変更し Platythamnion属の

和名には以後ヨツガ+ネを用いることを提案した。

筆者らはこのヨツガサネの核相を見る目的で四分胞

子と果胞子の培養を行なっていたところ，同一体上に

四分胞子裳と精子嚢，四分胞子繋と雌雄の生殖器官を

有する種類の異常体が現われた。これらの異常体の胞

子を培養し異常体に生じた精子を用いて交雑実験をも

試み，二三興味ある知見を得ることができた。又，胞

子の発芽体については温度と照度の発生に及ぼす影響

をも調べた。

材料に使用したヨツガサネは1979年5月23日に函館

市立待岬で採集した四分胞子体と雌性体それぞれ 1個

体である。これらの体は市内の北大水産学部に持ち帰

り胞子の放出を行なった。放出した胞子はミクロピベ

ットで吸い上げて滅菌海水中に移し入れ，この操作を

数回繰り返した後，胞子をスライドグラス上に付着さ

せ培養を開始した。培養液としては modifiedGRUND 

medium (McLACHLAN 1973)を用いた。

実験並びに結果

1. 胞子発芽体に及ぼす温度と照度の影響.

本実験には三洋恒温器 ModelSHR-I00を使用し

て温度を 50C， 1OoC， 150C， 20oC， 250C，照度を

5001ux， 10001ux， 20001ux， 40001ux， 80001ux.光周

期を12時間明期， 12時間暗期として 8週間培養した。

四分胞子と果胞子の大きさはともに 16-23μ であ

るがその平均値は四分胞子は 18.6μ 果胞子は 19.5μ

で果胞子は四分胞子よりも幾分大きし、。両胞子ともに

直立型の発生を行ない，その後体は羽状の枝を形成し

てくる (Fig.3， E)。

四分胞子と果胞子の発芽体は 80001ux の高照度で

はいずれの温度でも培養開始後 2-3日で全て死滅し

た。又 50C の低温ではいずれの照度でも培養開始後

8週間を経ても体長は未だ約 6μ しにか達せず，生殖

器官は形成されなかった。
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K 

Fig. 3. Plalytham悶ionyezoense 11、iAGAJ<1in culture. A-l. Various stages of tetraspore 

germlings: A-C. Liberated tetraspore. D. Tetraspore germling in 2 day culture. E 

Tetraspore germling in 7 day culture. F. Part of the male plant in 20 day culture. G. 

Part of the branch bearing spermatangial sori in male plant. H. Part of the female plant 

in 20 day culture， showing the formation of carpogonial branch. 1. Cystocarp of female 

plant in 35 day culture. j-M. Various stages of carpospore germlings: j. Liberated car-

pospore. 1く.Carpospor巴 germlingin 2 day culture. し.More advanced stage. M. Mature 

tetrasporophyte in 30 day culture. Scale in Fig. A applies also to Figs. B-F & l-M and to 

Fig. H is in scale in Fig. G. 

温度 10 ' C~25'C ， 照度 500 lux~4000 lux で培養

した胞子発芽体の生長経過を Figs.1-2に示す。この

図に見られる如く ，同じlfut度とj限度では凶分胞子発芽

イ本と果胞子発芽体はほぼ問機に ~t 育し 組度 15'C，

!何度 500luxで培養 した場合に最も成長がよく，培養

開始後 8週目には体長は 20mmに達 した。 しかし視

度 20'C，照度 10001uxで培養した場合にii!i.も早く成

熟し，培養開始後Ml性体は 2週r:n.mEt'l体は4迎lifJ.

四分胞子体は 3週間で成熟休が得られた。

Fig. 3はn'lt度 20'C，照度 2000lux で地主主 した正

常発芽体の生育過程を示 したものである O 今回の培養

では択 7;~'体 ( F i g . 4)として県胞子発芳体よりは同一

体に精子裂と凹分胞子裂を生じるもの，四分JJ包子発;!;jニ

休よりは同一体に円分j胞子裂とltit!tkの生殖探官を生じ

るものとが現われた。後者の場合にはJj台原列が最も早

く現われ，次いで四分JJ包子裂が生じ，最後に粁i子裂が

体の小紋に形成された。異常体の発生率は約 2%であ

った。

2 異常体から放1:1:¥された}j;包子の培売と交菊五笑!放

同一体に精子議と匹!分胞子裂を生じる体から得られ

た凶分}j包子の培苑 ・四分)J包子は培養1~lj始 5 週間後には

やj，長約 10mmに述 して成熟 し そ の うち98%の体が
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Fig. 4. Abnormal thalli of Plalylhamnion yezoense [r、IAGAI<Ibearing two or three kinds of 

reproductive organs in culture. A & B. Parts of the thallus bearing tetrasporangia (tsp) 

and spermatangial clusters (sp) in 30 days culture of carpospore. C. Part of the thallus 

bearing tetrasporangia (tsp)， carpogonial branch (cp) and spermatangial clusters (sp) in 

30 days cultur巴 oftetraspore. o. Part of the thallus of the same plant shown in Fig. C， 
40 days culture; showing the formation of gonimoblast (g) and mature tetrasporangia 

(tsp). Scal巴 inFig. A. also applies to Figs. C.O. 

正常な~tiíjíFoの配信:体 ， 残りの 2 %が l可一体に~tiUtl の生

別協官と四分Jl包子裂を有する)!(~;;~イヰとなった。そして

この体より放出された四分胞子は同一体にM:liflの生殖

加古と四分JJ包子裂を生ずる体に生長し，一方来JJ包子は

正~ii~'な四分胞子体 (98%) と同一体に精子裂と I~l分胞

子裂を有する休 (2~五)となった。

同一体に四分}]包子裂とi低利iのノUil自然irを有する体か

ら得られた1担分胞子と果胞子￠培養 : この~IQ~ì;~'体より

1#f られた四分JJ包子と巣}j包子は培技 5 ~6 迎 日 に 1O~1l

mmの体長に達して成熟した。四分JJ包子は全て同一体

に附[;1m の生殖{{~官と四分J1~子裂を有する休をとL じ ， 一

カ来月包干はそ¢多くはIU;¥な匹分j佐子体となり，残り

が同一側、に匹・分n色子裂と利子裂を有するやfになった。

この正 ~ì~・な匹分j胞子体より放 出 されたP-S分}j~子は正常

な配似件。c ほ泊に再び~tiUJ(o.コ生殖器官と匹分胞子室長と

を布するやれを:1: じ ， 一方区分胞子 wl と ~í子裂を生じた

体より得たl些:分 JJ包子はi艮 f);に匹分胞子発芽や~より得た

占'~.'?;~.í本に場合と |吋じく正常な配イ肉体のほかに~tiU;ftの生

殖~~~tì・ と匹分JJ包子とを有する体となった。

県 ?t~ 体に:":1 じた精子と útií 性体との 3<:.来{i: : 交~!jH土問一

体上に凶分JJ~子抜と精子議， 四分 JJ包子識と úUU;f/:の生目立

総'fr'を有する 21遅刻の県常体から成熟 した精子畿のあ



るJ伎の部分を切り取り正常な成熟中のlltif伯:体の{止と共

に小型シャ ーレに移し入れた。それぞれ組の培養を行

ない観察に供したが， し、ずれの ~tií 性体にも fliHIミは形成

されず受精は行われないと判定された。

3. 細胞学的観察.

培養して得られた凶分胞子体と~tií:Mjの配イ肉体， :sli-.び

にそれらの体から放出された胞子の発芽体を酢自主，ア

ルコ ーノレ (1: 3)の液で悶定 し，ウイ ットマンの液

(WITnIA:-.i:-.i 1965)で染色した。

体細胞分裂 .四分!胞子体と有性体の (Fig.5， 0 & 

F) 小校の頂端又はその付近の潟H胞とに分裂{象が得ら

れた。 染色体数は匹分JJ包子手j;の細胞では40~60 ， ~íJfj; 

配f肉体の細胞では28~30 ， 四分胞子発芽休の細胞では

24-30，果JJ包子発芳体の細胞では39-50であった。

20μm A 
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凶分j胞子'!l!~内に於ける核分裂:正常な体と上述の異

常体に生す'る四分胞子型車内に於ける核分裂の相違につ

いて磁めるのが主な目的であったが，異常体では材料

が少なく充分な観察を行なうことができなかった。そ

のためこ こでは正常な体に形成される四分胞子袋内核

分裂について述べる。

四分JJ包子裂内に於ける核分裂では第 l分裂のディア

キネシスj切に核は最も大きく (Fig. 5， A)なり，こ

のH与Jmに約30(Fig. 5， A)の染色体数が得られた。第

l分裂中J切の頃に胞子裂内の細胞質に隔l伎の形成が始

まる (Fig.5， B)。多数の中期側面観が得られたがい

ずれも績に中心体は認められなし、。細胞質が完全に 2

分された後，1胞子裂の長取Iiと直角の方向に第 2回核分

裂が開始されるがこの分裂にIi札、ても約 30 (Fig. 5， 

c 

Fig. 5. Nuclear divisions in Platythamnioll yezoense lNAGAl<1. A. Late prophase of the 

first nuclear division in tetrasporangium. B. Metaphas巴 of the first nuclear division in 

tetrasporangium. C. Metaphase of the second nuclear clivision in tetrasporangium. D. Me-

taphase in th巴 somaticcell of male plant. E. Various stages of the nuclear division in the 

cell of antheridial cluster. F. Metaphase in the somatic cell of female plant. Scale in 

Fig. A applies to Figs. B-F. 
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Table 1. Abnormal thalli with two or three kinds of reproductive organs hitherto 
reported in the subfami1y Antithamnieae. 

Species 

Antithamnion defectum 

A. pygmaeum 

A. spirographidis 

A. tenuissimum 

Platythamnion sp. 

P. polyspora 

P. yezoense 

Investigator 

LEE & WEST 1980 

WEST & NORRIS 1966 

DREW 1955 

HAUCK 1878 

OLLIVIER 1929 

FELDMANN.MAZOYER 1940 

FELDMANN 1942 

SUNDENE 1964 

L'HARDY.HALOS 1968 

RUENESS & RUENESS 1973 

WEST & NORRIS 1966 

ITONO 1977 

NOTOYA & YABU (present study) 

Sex distinction Source 

♀+o Culture 

E8+o Culture 

♀+o Culture 

E8+♀;E8+o Nature 

E8+♀;窃+o Nature 

E8+平 Nature 

E8+o Nature 

E8+o Culture 

E8+♀+o Nature 

E8+o Culture 

E8+o Culture 

E8+♀ Nature 

E8+♀+o;E8+o Culture 

Fig. 6. Life cyc1e in the culture of Platythamnion yezoense INAGAKI， collected at Tachi. 
machi.misaki in Hakodate， Hokkaido on May 23， 1979. 



C)の染色体を見た。

有性体の生殖細胞形成の際の核分裂:雄性体の造精

器内では分裂中の核が容易に得られるが極めて小さい

細胞内に多数の染色体が存在するため染色体数を確か

めることは困難である (Fig.5， E)。しかし精母細胞

と形成されたばかりの精子内で稀に約30の染色体を認

めた。

考 察

紅藻イギス科フタツガサネ亜科 (Antithamnieae

HOMMERSAND 1963)ではヨツガザネ属とフタツガサ

ネ属で同一体上に四分胞子嚢と有性生殖器官を有する

体，或いfi雌雄同株の体の見られたことが今迄に数例

(Table 1)報告されている。

我々が函館で今回採集したヨツガサネの培養では正

常体のほかに異常体として四分胞子褒と精子褒を有す

る体，四分胞子嚢と雌雄の生殖器官を有する体との 2

種類の体が現われたが，これら正常と異常の体から放

出された胞子を更に継続して培養を行ない生活史を明

らかにすることができた。

本培養で生じた異常体では四分胞子護と精子嚢を有

する体は必ず果胞子から生じ四分胞子嚢と雌雄両性

との三者の生殖器官を有する体は四分胞子から生ずる

が，この後者の異常体に生ずる四分胞子は再び必ず四

分胞子褒と雌雄の生殖器官とを生ずる体となった。こ

れらの培養の結果を総括し，我々の用いた材料のヨツ

ガサネの生活環を図示すると Fig.6の如くとなり，

本研究で生じた2種類の異常体は偶発的に生じたもの

ではなく異常体を遺伝的に生ずる要因を有する株であ

ったことが判る。函館近辺に産するヨツガサネのいず

れもがそのような異常体を生ずる生活史を行なうかど

うかについては今後改めて材料を採集して確かめる予

定である。

細胞学的研究では材料不足のため異常体では核分裂

を充分観察することができなかった。しかし正常体で

は n=約30，2n=約60の染色体数が得られ， 又， 四

分胞子褒内では減数が行われることを見た。ヨツガサ

ネ亜科の植物では現在までに AntithamnionPlumula 

で n=23，2n=46 (MAGl、!E1964)， A. sPirograPhi-

disで n=32-34(RAO 1960)， A. tenuissimumで

n=約32，2n=約64 (RUENESS & RUENESS 1973) 

の染色体数が報告されており，我々の今回得たヨツガ

サネの染色体数は AntithamnionspirograPhidisと

A. tenuissimumのものと近似した。
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キヌイトヨツガサネ AntithαmnionspαrSllm TOKIDA について1)

吉田忠生

北海道大学理学部植物学教室 (060札幌市北区北10条西8丁目)

YOSHIDA， T. 1981. Note on Antithamnion sρarsum TOKIDA (Rhodophyta， Ceramiaceae). 
]ap. ]. Phyco!. 29: 47-50. 

Observation on the morphology of specimens referable to Antithamnion sparsum or A. 

defectum KYLIN from several locations around Hokkaido and Kyushu shows that there is 

no essential difference at specific level among them. Therefore， A. sparsum TOKIDA is 
here placed as a synonym under A. defectum KYLIN. 

Key /ndex Words: Antithamnion; A. defectum; A. sparsum; Ceramiaceae; morPho・
logy; Rhodophyta. 
Tadao Yoshida， Department of Botany， Faculty of Science， Hokkaido University， 

Sapporo， 060 Japan. 

キヌイトヨツガサネ Antithamnionsparsum 

TOKIDA (1932)は樺太の遠淵湖から採集された材料

に基いて記載された。この種は主軸の分校に対生する

羽技を欠くと L、う明確な性質をもっ点でアメリカ西岸

の A.defectum KYLINと似ているが，それより著し

く長い細胞をもつことを主な差異としている。その後

この種は北海道のサロマ砂1) (IWAMoTO 1960) と忍路

(TOKIDA and MASAKI 1959)から報告されており，

また北大理学部所蔵の標本 (SAP 023263， 022781) 

によれば室蘭にも産する。

筆者はこの種に当たる標本を北海道東部の根室，網

走，厚岸および日本海側の小樽市桃内で得ている。キ

ヌイトヨツガサネのみ多量に産するということはなく，

他の種々な群の藻類と混生して，少数個体が採集され

る。根室・厚岸では水深 5-10mのところから採られ

た貝殻などの上に生育しており 9月下旬に採集した

標本で四分胞子袈の形成が認められた。

他方 INAGAKI (1950)は三河湾の標本を A.de-

fectumに当て， タシノハフタツガサネという和名を

与えて報告した。筆者は長崎県野母崎において 6月に

雄性体を得た。また，岩手県大槌においても未熟の個

体を採集した(黒木ほか 1980)。 ここでは TOKIDA

(1932)， INAGAKI (1950)の記述と，筆者の得た材料

に基き比較検討を行なった結果を報告するo

1) 本研究は文部省科学研究費補助金(代表者黒木宗

尚，課題番号254229)による研究の一部である

観 察

Fig. 1に示すように，主軸の分校の際にそれに対

生する校のないことがはっきりした特徴である。しか

し体の下部においては羽校の基部細胞から無限生長の

校 (Fig.1矢印)を生ずることもある。

主軸細胞の太さをグリセリン封入プレパラートで測

定すると，桃内の標本で 100μmを超す個体が見られ

たけれども，他は皆 100μm以下で，長崎県野母崎産

の若い個体 (Fig.1)は 53μm であった。主軸細胞

の太さや直径と長さの比に関して区別されるような個

体群は見られなかった。

四分胞子褒は有柄または無柄で楕円形. 53-72 x 77-

99μmであった。

雄性体が長崎県野母崎の材料で得られた。精子褒校

(spermatangial cluster)は羽校の第1(;1:細胞列に向

軸側に直接生じて，第 2(立の校を置き換えた状態のも

のと，第2位の校から向軸仮!jに:1:ずるものとがある

(Fig. 2)。いずれにしても最末小枝ということにな

る。

腺細胞はふつう羽校の中軸に近い 1-2本の他より

短かし、小校の先端に近く生じそれをつけている細胞

より長L、。

論議

TOKIDA (1932) は彼の標本が Antithamnion

defectum KYLINに最も近いことを認めている。しか
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Comparison of species of defectum group in Antithamnion Table 1. 

sparsum 
TOKIDA 1932 

setaceum 
GARDNER 1927 

pygmaeum 
GARDNER 1927 

defectum 
KYLIN 1925 

2-4cm 
sparingly branched 

opposite 
pectinate on upper side 

6-12mm 

palrs 
5-8 subulate ultimate 
ramuli on upper side 

4-7mm 
sparsely branched 

opposite 
secund ramuli 

2-4cm 
slightly branched 

Opposlte 
pectinate on upper side 

Frond 

Branchlet 
(pleuridie) 

tips tapering but not so 
sharp 

conical cell， acute one 
celled hair 

round tips U1timate ramuli 

ultimate ramuli 

45-90-(150)μm in diam. 
2-5.5 times as long as 
broad 

apical or subapical cells of 
the ramuli 

80-100μm diam. 

sparse， at apices of the 
ultimate ramuli 

50-70μm diam.， 2-3 times 
as long as broad， slightly 
swollen at the node 

on ultimate ramuli 

50-80μm thick， 2-5 times 
as long as broad 

Gland cell 
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pedicellate， sometimes 
sessile 37. 5-57 x 60-78 pm 

on one celled pedicels 
55-65 x 80-90μm 

terminal or lateral sessile 
45-54 x 75-80μm 

pedicellate Tetrasporangia 
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『 100μm
2 

Fig. 2. Antithamnion defectum KYLIN. A part of ma!e p!ant from Nagasaki Pref.， June 1977. 

し主軸細胞が長いという点で KYLINの私信による見

解に従って別種としてキヌイトヨツガサネ A.spar. 

sumを記載した。 GARDNER(1927)の A.setaceum 

と A.pygmaeumを含めて，主軸の分校に対生する

羽枝のない種が4種これまでに記載されている。その

特徴を要約すると Tab!e1のようになる。この表から

も分かるように，defectum groupの種を区別する特

徴として四分胞子褒が有柄か無柄か，羽技の末端が尖

っているかどうか，主軸細胞の大きさ，節にくびれが

あるかどうかという点があげられている。しかし

WOLLASTON (1971)が論じているように， 四分胞

子褒が有柄か無柄かは同じ個体でも両方の場合があ

り， TOKIDAの図 (1932，fig. 2)からも分かる通り，

種の特徴とはなり得ない。羽校の先端が尖るかどうか

も生育条件によって一定していない様である。主軸細

胞の大きさについて TOKIDAは直径 150μmに達す

る場合を報告しているが，これは稀な場合のようで，

筆者の観察した個体では 100pmを超えるものはわず

か1個体のみであった。直径と長さの比もキヌイトヨ

ツガサネが A.defectumより顕著に大きいというこ

とはないようである。四分胞子褒の大きさについて

KYLINは述べていないけれども.W OLLASTONO によ

れば A.defectumで長さ 80μm の値を与えている。

WOLLASTON (1971)はアメリカ太平洋岸の材料を

研究して A.setaceum と A.ρygmaeumは A.

defectum と種として区別することはできないとして

異名の取扱いをしている。日本産の個体群についても，

主軸細胞の大きさだけでは充分な区別点とは言い難く，
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別種とする根拠は弱いものと判断されるので.A. 

sparsum も A.defectumの異名として扱うべきで

あると考える。

この結果，和名としてキヌイトヨツガサネ，クシノ

ハフタツガサネの両方があることになる。 Antitham-

nion属の和名としてフタツガサネ属が用いられてい

る(瀬川 1956)ので， キヌイトフタツガザネと呼ぶ

のが適当であろう。
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吉崎 誠:藻類採集地案内:高知県室戸市室戸岬

Makoto YOSHIZAKI: Marine algae of the Cape Muroto， Kochi Pref. 

四国から太平洋に突き出た岬が二つある。一つは西

の足摺岬で，他は東の室戸岬である (Fig. 1)。足摺

岬周辺の柏島，竜串， i"中ノ島などからは多数の海藻採

集の報告がある。これに対し室戸岬からは末康(1933)， 

大野 (1970)による断片的な報告があるにすぎない。

これらの報告によると室戸岬からは42種の海藻を知る

のみである。筆者は1979年3月， 8月および10月の 3

固にわたり，室戸岬で海藻採集を行ない，現在までに

125種の生育を確認することができた。 これらの中に

は分布上極めて興味のあるものが多数含まれている。

今後，この海域の種類相がより一層明らかにされるこ

とを期待しこの地の海藻採集の紹介をしたい。

室戸岬は高知県の南東端に位置し，標高 150mほどの

海岸段丘が太平洋に向って突き出し，丘のふもとは起

伏に富んだ岩礁地帯となっている。海に迫った丘には

アコウ，アオギリ，ウパメガシ !Jワズイモ， リュウ

ピンタイ，ヒトツパなどの暖地性植物が繁茂し，浜辺

にはハマユウが植えられている。地元の案内板による

と「室戸岬の地質はジュラ紀の室戸層で砂岩と頁岩が

層になっているものと，砂岩や穣岩などから造成され

ていて，その悶から火成者の斑れい岩が噴出したもの

こぎ恥
r

CapeMuroto 

.. Cape Ashizuri 

との2種類ある・・・・」とあり，仰の先端部一帯がごつ

ごつした岩盤と，巨大な岩がごろごろと積み重なった

荒磯地帯である。

室戸岬バス停留所近くのエーベ釣舟着場から御蔵洞

神明窟に至る約 1kmの「乱礁遊歩道」のあたり一帯

は海藻が豊富に生育している。潮間帯上部にはマノレバ

アマノリ，オニアマノリ，フクロフノリ，マフノリ，

潮間帯中部にはカイノリ，イボツノマタ，フクロノリ，

潮間帯下部にはタマナシモク，ネジモク，低i朝線下水

深 5m辺にはオユクサ，マクサ， キヌイトカザシグ

サ，タマイタダキが多い。室戸岬御蔵洞神明窟近くの

天狗岩辺は，巨大な岩が幾重にも積み重なる。岩と岩

の聞に潮が流れ込み，足元から波の音が聞こえてくる。

岩と岩の聞にもぐり込んで海面まで降り，薄暗いとこ

ろにある潮だまりや岩肌を仔細に観察すると直径3-

8mmの黄緑色のウミノタマ (Halicystis)や糸状の

ツユノイト (Derbesia)が見つかる。ホテル・ニュー

ムロト裏から竜宮岩に至る一帯は，比較的平らで，こ

こにはイトゲノマユハキやイワズタ類が多い。夏期に

はタマイタダキ，ユカリ， トサカノリなどを主とする

打ちあげがあった。竜宮岩ーからエーベ釣舟着場に至る

Fig. 1. Maps showing Shikoku (left) and the Cape Muroto (right: 1/25000) 
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Fig. 2. A costal landscape of the Cape Muroto. 

室戸岬1長南端部の岩はことごとく東に約 30。ほど傾い

ている。よく 湖の干いた"奇に)"1'の岩に波り ，ii:Ojだまり

を探して水をかき1:1:1し， 丹念に観察すると， アミモ ヨ

ウ，アミハ，タマゴパロニア，カシラザキなど， 比較

的深所に生育する海藻を採集する ことができる。

室戸山l'で採集することの出来た主な種類を次に示す。

緑"Jj/~~JI ・ヒトエ グサ， ボタンアオサ，ポウアオノ リ，

ウスパアオノリ ，オオシオグサ，フトジュスモ，ホソ

ジュズモ，マノレアミハ，アミモョウ， ミドリゲ， アオ

モグサ，オオパロニア，タマゴバロニア，キッコウグ

サ，タカツキヅタ ，スリコ ギツ.タ ，ヒ メイワブタ ，フ

サイワツ'タ，イト ゲノマユハキ， ヒカリ ミノレ，タマミ

ノレ，モツレミノレ!1サピガタハウチワ， ツユノイトの

1種， ウミノタマの l種。

褐~~類:イソハンモン，カシラザキ， アミジグサ，

サナダグサ，フクリンアミジ， シワヤハズ，へラヤハ

ズ， シマオオギ， ウミウチワ，シワノプJワ，ネパリモ，

イロロ，カヤモノリ，フタロノリ，カゴメノリ，ハパ

ノリ，ヤツマタモタ，ネジモク，タマナシモク，イソ

モク， トゲモタ。

紅藻類 :ウシケノリ ，フノリウ γ ゲ，ホシノイト ，

オニアマノリ，マノレパアマノリ ，カモプ'l'./ラノリ，ニ

セフサーノリ， ソテ'プfラミ， カ'ラカラ， ヒラカP ラガラ，

タマイタグキ， ヒメテングサ，ハイテングサ，オニタ

サ，マタサ， ヒラクサ，オパタサ，ホソパナミノハナ，

ナミノハナ，エツキイワノプJワ，イシノハナ， ヒライ

ボ，ウスカワカニノテ，フサカニノテ，ヘリトリカニ

ノテ， ピリヒバ，タマモサズキ，フイリグサ，ムカデ

ノリ， ヒラムカデ， タンパノリ ，ツノレツノレ，マタボウ，

キントキ，マ ツノリ， トサカマツ， ヒトツマツ，ハナ

フノ リ， フタロフノリ ，マフノ リ !1ロトサカモドキ，

ベニスナゴ， トゲキリンサイ ， トサプJノリ， キタトサ

カ，ユカリ ，カギイバラノリ ，イ バラノリ ，イソ〆ン

ツウ，カパノリ，サイミ，フササイミ ，カイノリ ，ス

ギノリ，イホツノマタ ，フシツナギ， コスジフシツナ

ギ， ワツ ナギソ ウ，キヌイ トグサ， ランゲ リア，カ ザ

シグサ，キヌイトカザ巴ノ，ケイギス， フトイギス， ト

ゲイギス，アヤニゾキ，キブリイトグサ，エンドウイ

トグサ，ユナ，モツレユナ， タロソゾ， ミツデソゾ，

コプソゾ， ソゾノノ、ブー，ジヤノくラノリ。

室戸川Iは俗に台風銀座とも言われる。台風シーズン

でなくとも強い風が吹く日が多く，海が少しでも荒れ

るとこの一帯での採集は困艇になる。 また風速 25m 

をこえると室戸山11'と叩ノ部聞の道路は通行止めになる

ことがある と言う。 I:F!ノ iiliは室戸山11'に比べると波の穏

やかなところであり ，海務の槌生も室戸山1[1とはずい分

と異なる。興味あることに甲/浦周辺の潮l笥祐中部に

ごく普通に生育するイシゲ， ウミトラノオ， ヒジキは

'室戸川lで相当に丹念に探 したが見つけることが出来

なかった。

交通 商知市から室戸川方面へのパスは，国鉄高知

駅から徒歩約 5分，はりまや橋近くの堺H汀バス停留所

から出る。堺町から牟岐行急行パスで室戸川まで 1時

間半， 医l鉄牟111皮駅か ら室戸1[111'までも急行ノくスで同じく

11時間半かかる。室戸山l'のバス停留所は中岡慎太郎の

銅像iiiJにある。パス民'W所の周辺に 5ilFFの旅館がある。

(東邦大学 ・迎!・生物)
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日本藻類学会第5回春季大会プログラム

第1日目 (3月31日)

9: 20 大会長挨拶、西 津 一 俊

講 演(午前の部)

9:30(1) 藻類のセリンフ・ロテアーゼインヒピターの分相と生化学的性質

0渡辺恒雄*・渡辺和人帥.石神明美***・近藤矩朗*・横浜康継紳**

(*国立公害研，林筑波大・環境科学*紳日:女大・生物，材料筑波大・下回臨海センター)

9:45 (2) 紅藻サンゴモの Mn2+含有 Ca2+-A TPaseについて

木村敦子・梶山裕美・ 0岡崎忠視(東京学大・生物)

10 : 00 (3) 同石藻の石灰化と Ca2+-ATPaseについて

臼田康子・ o藤井美奈子・岡崎恵視(東京学大・生物)

10 : 15 (4) 日本産 Trachelomonasの分類学的研究

加藤季大(都立大・自然史)

1ω0:3ωo (5) 本邦産 Volωvu!i仇n仰1ωastei仇niiPLAYFヲ干'AJ取R(Chl吐lorophyt旬a，Volvocale邸s)について

野崎久義(慶応義塾高校)

10 : 45 (6) 本邦産 Volvulinasp.の有性生殖と生活史について

0楠元守・高木勝行(神奈川県設育センター・生物)

11:00(7) 渦鞭毛藻 Prorocentrumの電顕的観察

0浜田真実・堀輝三(筑波大・生物)

11 : 15 (8) 赤潮鞭毛藻 Gymnodinium'65型の超微細構造について

o野日忠秀・水野純・野沢治治(鹿児島大・水産)

11 : 30 (9) ワカメ粘液腺初期発生の電顕的観察

奥田弘枝(広島女学院大)

11 : 45 (10) 中心頬ケイソウ Aulacosiraambiguaと A.italicaの微細構造について

0野沢美智子・小林弘(東京学大・生物)

12 : 00-13 : 00 昼休み

講 演(午後の部)

13 : 00 (11) 海産珪藻 Thalassiosiraの2新種

高野秀昭(東海区水研)

13 : 15 (12) 羽状ケイ藻 Naviculapereglina f. minorの分類学的検討

印東弘玄*・ o寺尾公子*・福島博*・須貝敏英帥(*東女体大，料埼玉県公害センター)

13 : 30 (13) Surirel!a属ケイソウの分類学的検討

0安藤一男*・小林 弘梓(キ埼玉県立豊岡高佼，紳東京学大・生物)

13 : 45 (14) Cyclotel!a temperei PER. et HERJB.の変異からみた近縁種との類縁関係について

0長田敬五・小林弘(東京学大・生物)

14 : 00 (15) イトグサ属2種の培養

0能登谷正治・赤城敏正・正直富太郎(北大・水産)

14 : 15 (16) 紅務ノ、 bガネ，サイミ及びトサ分イミ(新称)の四分胞子体

増田道夫(北大・理・植物)

14: 30 (17) ムカデノリの室内培養と緑色変異株との交雑実験



右田清治(長崎大・水産)

14 : 45 (18) Parasporangiaを持つ Callithamnionsp.の生活史について

0金子孝・垣内政宏・松山恵二・阿部英治(道立中央水試)

15 : 00 (19) 淡水産ク Pプトモナスの光合成におけるグリセ Hン酸生成について

O中島研一・猪川倫好(筑波大・生物)

15 : 15 (20) ある種の Dunaliellaの Mg一高張下での生長

0藤井修平・万谷司郎・高田英夫(帝塚山短大)

15 : 30 (21) 温泉藻 Chroococcidiopsisの培養条件による形態的変動

0長烏秀行・福岡育二郎(東京理大・理・生物)

15 : 45 (22) 1972年以後の相模貯水池における Peridiniumの季節的消長

斎藤昭二(神奈川県水道局)

16 : 00 (23) 琉球列島における海草藻場の分布・生態及び海産植物群落の制限要因について

当真武(沖縄水試)

16 : 15 (24) 日本産有節サンゴモの地理的分布

16: 30-17 : 20 

0正置富太郎*・秋岡英承枠・ H.W. Johansen (*北大・水産，紳北教大函館分佼・生物，

***クラーク大・生物)

..--.特別講演..--.

Further investigation of Gigartina subgenus Mastocarpus. 

o J. A. West，* M. Masuda料 andM. D. Guiry紳*
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(*カリフォルニア大・植物，紳北大・理・植物，料率ポーツマスポ Pテクニク・海洋研)

総会 (17: 30-18 : 30) 

懇親会 (第3学群棟食堂， 18: 30-20 : 30) 

第2日目 (4月1日)

講 演(午前の部)

9: 00 (25) 大阪南港に$'ける完新世海進に伴う珪藻遺骸群集の変遷

0熊野茂・藤本いずみ(神戸大・理・生物)

9: 15 (26) 珪藻遺骸群集からみた神戸市玉津(矯磨灘沿岸)における完新世海進時の古環境

0佐藤裕司・熊野茂(神戸大・理・生産)

9: 30 (27) 淡路島・三原JIIJlI口域における珪藻遺骸

0関谷公範・熊野茂(神戸大・理・生物)

9: 45 (28) 広島県宮島の小湿地にみられたチ 9モ相の変遷

0半田信司・安藤久次(広島大・理・椋物)

10: 00 (29) 南極における土感藻類の分布と土壊環境

0秋山 優*・森山博史*・大山佳邦紳・松田達郎紳

(*烏根大・教育，紳極地研)

10 : 15 (30) 南極産土壊藻類の生態的特性

0秋山 優*・森山博史*・大山佳邦紳・松田達郎紳

(*島根大・教育，紳極地研)

10 : 30 (31) O!isthodiscus luteusの増殖に及ぼす環境因子の影響

0森栄*・中村泰男紳・渡辺信料・渡辺正孝紳

(*東北大・農・水産，紳国立公害研)
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10 : 45 (32) O!isthodiscus luteusの霊直運動にみられる circadianrhythm 

0木幡邦男・渡辺信・渡辺正孝(国立公害研)

11 : 00 (33) スサピノリ葉状体の生長および光合成に及ぼす千出の影響

O田尻純仁・有賀祐勝(東水大・植物)

11 : 15 (34) 市川の付着ケイソウ

畑田太美子(兵庫県公害研)

11 : 30 (35) 大滝根111(福島県)の付着珪藻類植生

0福島 博キ・小林艶子紳・寺尾公子*(キ東女体大，紳横浜市大・生物)

11 : 45 (36)込大川(福島県)の流下藻類

0沢地なおみ*・福田明芳*・金沢昭人*・小林艶子*・福島博料・寺尾公子紳

(*横浜市大・生物**東女体大)

12 : 00-13 : 00 昼休み

講 演(午後の部)

13 : 00 (37) ヒピミドロ属の 1種の生活史について

0大貝政治h 藤山虎也林(*水大校，料琉球大・理)

13 : 15 (38) ホソエガサにおける傘形成の向調

o Dirce Mithico Y ANO Y AMAOKA・石川依久子・今堀宏三(大阪大・教養・生物)

13 : 30 (39) 緑務 Ulvellalens CROUANアワビモ(新称)について

0能登谷正浩*・西浜雄二**・正置富太郎本(*北大・水産，紳北海道立裁培漁業総合センタ

ー)

13: 45 (40) アメリカの Porphyraoccident:uis SETCHELL et Husと日本のキイロタサ

“P. occidentalis"'の比鮫

黒木宗尚・ 0清水哲(北大・理・植物)

14 : 00 (41) 紅藻ソデガラミの生殖器官と分類

吉崎誠(東邦大・理・生物)

14: 15 (42) 紅藻ガラガラ科フサノリ属の 1新種

梶村光男(島根大・理・臨海)

14: 30 (43) シノブグサ(絞藻フジマツモ科)の所属について

0吉田忠生・吉田明子(北大・理・植物)

14: 45 (44) ハワイ産褐藻ムラチド P属の一種 Chnoosporaminima(HERING)PAPENFUSS (カヤモノリ目)の

形態学的観察

サシドラ・フォトス(筑波大・生物)

15: 00 (45) Litosiphonの1新産種(イソヒゲ毛:新称)について

OJII井浩史・黒木宗尚(北大・理・植物)

15: 15 (46) 若狭湾の冠島にみられたイシモヅクについて

鯵坂哲朗(京大・農・水産)

15: 30 (47) Pleurotaenium tignum HINODE(Desmidiaceae)の生鏑に関するこ，三の知見

小島勝彦*・ o坂東忠司紳(*広島市水道局，紳広島大・理・植物)

15: 45 (48) 広島県産緑藻 EremosphaeraDE BARYの2種について

中野武登(広島大・理・植物)

16: 00 (49) サヤミドロ科藻類の卵胞子の膜商模様について

O斎藤英三*・山岸高旺紳(*専大・商・生**日大・農獣・生)
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日本藻類学会第 5回春 季大会講演要旨

(1) 0渡辺恒雄*・議辺和人特・石神明美*紳・近藤

短朗h 横浜康継:藻類のセロンプロテアーゼイン

ヒピターの分布と生化学的性質

海藻の蛋自分解醇素阻害物質(プロテアーゼインヒ

ピター)についての報告は少なし植物起源のインヒ

ピターについては，マメ科植物の種子で詳細に研究さ

れているが，インヒピターの生理的役割lは不明である。

プロテアーゼインヒピターは，生理幾能及び医学的

に重要払さまざなの病態現象の解明に有効な物質で

あり，さらに臨床的意義を有するととで重要視されて

いる。演者らは，海産の藻類中に酵素阻害物質の探索

を試み，紅藻ヒラムカデ GratelouPialivida，タシパ

ノ9Gratel，側 Piae!li pticaにプラスミンインヒピタ

ーを見い出し，アフィニティクロマトグラフィーで精

製し，その生化学的性質を検討した。生理活性物質の

探索研究で薬理作用を検討するためには，大量培養の

可能念材料を用いととが重要なので，我々は，養稽さ

れている紅藻スサピノ 9 Porphyra yezoBnsis，緑議

ヒトエグサ，Monostroma nitidum及び，多量に採

集可能な大型紅藻ベニスナゴ Schizymeniadubyiを

材料に選び抽出精製した結果，ヒトプラスミン，カ P

クレイシ及び，補体系の酵素活性の阻害物質が存在し

ているととを見い出したので報告する。

(*国立公害研，紳筑波大・環境科学，紳*日:女大・生

林帥筑波大・下回臨海セ Yター)

(2) 木村敦子・梶山裕美・ 0岡崎恵視:紅藻サンゴ

号の抽12+含有 Ca2+-ATP:凶 eについて

岡崎 (1977)は既に紅渓サシゴモ科の石灰藻に特異

的に分布する Ca2七 ATPaseについて報告した。今回

演者らは，との酵素をオオシコロより抽出し，さらに

純化してその諸性質を検討した。得られた結果につい

て次に示すが， とれらの結果からとの酵素は Mn2+

を補欠分子族として含有する特殊なものであるととが

判ったのでととに報告する。

1) DEAEーセルロース及びセファデックスを用い

て，酵素を約200倍に純化するととができた。

2) との酵素標品は，ポ Hアク 9ルアミドグル Disc

電気泳動で2本のバンドを示し，主なバンドは， ATp. 

ぉe活性と一致した。

3) A官にほぼ特異的に作用した。

4) 至適pHは約9.6であった。

5) セファデックス G200のゲルろ過により， 分子

量は約 10万であった。

6) 100mMの Ca2+存在下で.ほぼ最大活性を示

し Ca2+に対する Km値は，約 20mMであった。

7) 各純化段階の醇素標品中の Mn2+含有量を測

定したと ζろ，酵素が純化されるに伴ってタンパクあ

たりの Mn2+含有量も増加した。

8) EDTAで前処理して失活させた酵素の再活性

化におよぼすCa2+，Mn2+の効果は Ca2++Mn2+>

Mn2+> Ca2+の順であった。(東京学大・生物)

(3) 同国旗手・ 0麗井美奈子・岡崎恵視:同石藻の

石灰化とCa2+-ATPaseについて

ハノ、プト藻綱同石藻の石灰化(ココ 9ス形成)過程

には Ca2+を細胞内へ特異的に吸収し浪縮する機織

が存在すると考えられるので，石灰化能をもっ Crico・

sPhaera roscoffensis v，釘.haρtonemofera及び培養

中に石灰化能を失った OchrosPhaeraverrucosaの変

異株の2種について Ca2+ーATPaseの存在を検討した。

その結果，次の様~興味ある結果を得たので報告する。

1. 石灰化能をもっ種には Ca2+-ATP蹴の強い活性

を認めたが，石灰化能を失った変異株ではわずかの活

性しか認められなかった。

2. 石灰化能をもっ種から，得た酵素を約 20倍に純

化し，その性質を検討したと乙ろ， (1)最適 pHは9.0

付近であった。 (2)純化酵素は 20%グPセロール存在

下で著しく安定化された。 (3)9mM Ca2+下で最大活

性を示した。 Mg2+，La3+はCaH による活性化を阻

害した。 (4)ATPに対して高い特異性を示した。 (5)オ

Pゴマイシン， DCCDでは阻害をうけず， トPプシ

シ処理でも活性化されまかった。 (6)p-CMB及びエタ

ク9ン酸で阻害された。

3. 膜結合性Ca2+-ATPaseも存在し，との酵素の性

質は可溶化した上記の酵素とほぼ一致した。

(東京学大・生物)

(4) 加藤季大:日本産 Trachelomonasの分類学

的研究

Trache!omonasは Euglena類似の細胞構造をし

た単細胞性藻類で，その細胞のまわりに鉄，マンガン

を含む殻(lorica)を形成する ζ とをその特徴として

いる。との分類群は， EHRENBERG (1833)によって記

載されて以来，世界各地から 200をとえる種が報告さ
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れているが，その分類形質としては殻の形態のみが用

いられてきた。しかしながら，その殻の形態は環境条

件によって変化するととが指摘され， PRINGSHEIM 

(1955)や CSINGH(1956)らは clonalcultureを用い，

殻の形態および細胞構造についての研究を行った。さ

らに，近年 LEEDALE(1975)は，殻の形成過程をTEM

を用い，また ROSOWSKI(1975)は，その微細構造を

SEMを用いて研究した。

演者は，日本各地から Trache!omor.asを単離培養

し，その殻の形態および細胞構造について，光学顕微

鏡および SEMを用いて研究してさた。今回は，とれ

までに得られた若干の知見について報告したい。

(都立大・自然史)

(5) 野崎久義本邦産 Volvulinasp.(Chlorophy-

ta， Volvocales)について

Vo:vu;ina 属は 1915 年に PLAYFAL.~により記載

された Volvocalesに属する群体型の淡水藻で， 16個

の向型同大のレンズ状の細胞が l個づっ gelatinous 

sheathに包まれてるいことを特徴としている。本属

には現在までに四種の報告がなされているが，本邦産

のものに関する詳細な報告はいまだない。

演者は神奈川県・，逗子の水田より採取した Volvu-

lina sp.の形態・無性生殖・有性生殖を培養条件下で

詳細に観察するととができた。培地には ModifiedM3 

-medium (野崎・加崎， 1979)並びに TSWPmedium 

(CAREFOOT， 1966)を用いた。培養条件は，温度約

200C，照度約 4000lux.14h ¥ight-l0h darkであった。

観察結果は以下 1)-3)の如〈であり，との材料は

V. steinii PLA Y~ AIR と V.pringsheimii ST ARR 

との中間的特徴を有する。 1)vege凶 ivephaseにお

いて，各細胞には 1個の pyr回 oidが Rosowski法に

よって確認できる場合とできない場合がある。 2)収

縮胞は通常各細胞に 2個以上存在する。 3)有性生殖

は同型配偶であり，接合子の壁は smoothである。

(慶応義塾高校)

(6) 0楠元 守・高木勝行:本邦産 Volvurina 

8teinii PLA YFAIRの有性生殖と生活史について

本邦産 Volvurina属 (Volvox科)については楠元

(1977)が形態及び無性生鏑についての報告を行なった

が，相補的なクローンが得られず，有性生殖について

は報告できなかった。

演者らは，その後，新潟県長岡市の水悶の表土か

ら，乾燥土法によって採集された V.steiniiを，二相

培地を用いてクローン培養を行なったと ζろ，相補的

なクローシが得られたので，有性生殖の過程について

詳細に篠察を行なった。また，有性生殖を誘起する外

的条件についても実験を行念った。とれらの結果と，

先の報告によって明らかにした内容を合わせて V.

steiniiの生活史についても報告する。

(神奈川県教育センター・生物)

(7) 0浜田真実・掴輝三:Prorocentrum 数種

の比較徹綿構造について

渦鞭毛議 Prorocentrumは赤潮を形成する主要

生物群として広〈知られている。本研究はとのうち

P. micans， P. triestinum， P. minimum，および R

cassbicumの電顕レベルでの形態・構造の比較研究を

行なったものである。

Prorocentrum属の基本構造は次のよなう特徴をそ

なえている。1.体表は 2枚の殻に被われ，それに沿

って糞片状の葉緑体が存在する。 2.葉緑体の中央に

は細胞内部に向って突出するピレノイドを有する。 3.

葉緑体によって閤まれる内側には細胞前端から後方に

かけて鞭毛基部・プシュール，ゴルジ体群，核の順に

並ぶ。

以上のよなう細胞器官の基本的配列はいずれの種に

おいても同じであるが，個々の構造にはいくつかの相

違点が見い出される。例えば殻の表商構造は P.mic-

ansでは窪みとト Hコシストポアが P.minimum 

では小刺が殻表面に存在する。一方，P. triestinum， 

P. cassbicumの表面は滑らかで前者にはー殻当り約12

個のト Pコシストポアがある。 P.triestinumのピレ

ノイドに貫入するチラコイドは他の 3種に比べ少ない。

P. cassbicumのピレノイドの周囲には顕著なデンプ

ン鞘が存在し，そのまわりをゴルジ体がドーナツ状に

配列している。 P.triestinum および P.micansのゴ

ルジ体は球形に配列している。さらに P.micansで

はミトコンドHアの特異な集合がみられる。

(筑波大・生物)

(8) 0野呂忠秀・水野純・野沢治治:赤潮鞭毛藻

Gymnodinium '65型の超微細構造について

1965年に長崎県大村湾で発生した淑鞭毛藻Gymno-

dinium '65型(譲与:長崎大，飯塚教授より)を

NH-15培地で培養しその超微細構造を，透過型電子

顕微鏡によって観察した。それによれば，原形質膜の

外側は三層の被殻 (theca)とー列に並んだ小胞によっ

て覆われていた。体長の約1/3を占める巨大な核の中は，



渦鞭毛藻持有1)線維状DNAを含む染色体によって占

められていたが，仁は見られなかった。その核をとり

囲むように多数の液胞があり，その間隙にはミトコン

ド9ア，ゴノレジ体，線維状物質を含む原形質が散在し

ていた。葉緑体は細胞新商あたり 10個程観察され，内

部のチラコイドは三層のラメラで偶成されていたa ピ

レノイドは少なくとも二本の柄部 (stalk)で葉緑体と

連結していたが，その中に葉緑体のチラコイドが陥入

するととや議粉粒を伴うととはなかった。更に原形質

膜付近には脂肪体 (lipidbody)様頼粒と分泌粒(exo・

cytotic vesicle)は見られたが，刺胞 (trichocyst) は

なかった。

以上の結果を G.fuscum (DODGE等， 1959)， G. 

neglectum(MIGNOT， 1970)， G. simplex(DODGE， 19 

74)， G. breve(STEIDlNGER等， 1978)の微細健造研

究例と比較し報告する。(鹿児島大・水産)

(9) 奥田弘枝:ワカメ粘液腺初期発生の電顕的観察

目的:演者はこれまでにワカメ成熟葉体の桜紙腺に

ついて電顕的観察を続け，その結果を報告しできた。

成熟葉体(葉体長80cm)の粘液腺では粘質物の分泌，

蓄積の様々な様態を示すと考えられる構造が観察され

た。

今回は，粘液腺の発生分化，およびどの様なサイク

ルで粘質物の分泌，排出等が行われているかを追求す

る目的で，ワカメの幼葉に見られる粘液腺についての

観察結果を述べる。

方法:試料は明石市東二見から得た，全長0.5cm

(実体顕微鏡下でワカメと同定された)から10cm迄の

個体を，グルタールアルデヒドとオスミウム酸の二重

固定を行川エポン包埋後，光顕用連続切片と電顕用

標本切片を作製して観察に供した。

結果:細胞が一層からなる葉体長0.5cmの葉状部

では，光顕によると一般の細胞と粘液腺の区別がまだ

っきにくいが，電顕では粘液腺の発生を示すと考えら

れる膜状物質の発達が見られ，他の細胞に比較して電

子的に透明念部分が多く，クロロ手クストの退化が見

られるものもある。分化が進むにつれ，粘液腺を覆っ

ている最外層の細胞壁が崩れ，消失し，その間隙から

粘液腺の粘質物が放出され，空洞化する。とうした粘

液腺では細胞墜にへばりつく形で，ゴルジ一体やミト

コシド Hア等が観察された。(広島女学院大)
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(10) 0野沢美智子・小林弘:中心類ケイソウ

AulacoBira ambiguaと A.italicaの微細構造

について

演者らは，淡水産中心類ケイソウ Aゐlosira属のう

ち， CRA WFORD (1975)が4つのグループに分けたも

のの 1つ，即ち結合練のみによって群体を形成するグ

ループについての分類学的研究を行なっている。しか

し， SJMONSEN (1979)は，とのよう念 M granulata 

(EHR.) RALFSを代表とするグループが，殻壁の胞紋

構造において，との属のタイプ種である M nummu-

loides(DILLW.) C. A. Ag.とは根本的に異なるとと

から，M・ granu:ata群を Au:acosira属に移しかえ

ている。

今回は，との Au~acosira 属のうち， A. amtigua 

(GRUN.)SIM.および A.ita!ica (EH2..) SIM.の2種

の微細構造に基く観察結果について報告する。前者は，

殻壁に明瞭な溝一輪瀞 (sulcus) を持つζ とで特徴づ

けられる種類であるが，本邦においては長く M ita-

lica (EH~.) KUETZ.もしくは11{..ambigua (GRUN.) 

O. MUELL.として同定されて加た。また後者につい

ては，演者らは現在のととろ圏内2ケ所からしか見い

出しておらず，正式な報告もなされていないものと恩

われる。(東京学大・生物)

(11) 高野秀昭:海産珪蕩 ThalaBBioBiraの2新種

1951年10月広島大学向島臨梅実験所沖で採集された

1種は，長年微細構造が不明であったが， SEMによ

りその形態の詳細がわかった。殻頂縁には 2本の唇

状突起と多数の有基突起があり，殻套下縁にも q司jの

有基突起がある。さらに殻頂面にも有基突起が散在す

る。 2本の唇状突起のそばでは，有基突起列が内側に

曲って入りとんでいる。大きさ 90-170μm。

1979年8月徳島県橘浦で採集された 1種は，直径6-

10μmの小形のもので，同定には EMを要する。殻頂縁

にある 6-10本の有基突起の形が特異であり，とれら

は小舟形のスカートから両方に伸長した細長い翼をも

っている。両翼は，殻頂縁に平行して左右に水平に伸

び，さらに下降して2本の有基突起の中聞に達してい

る。中心有基突起が 1本あるが，とれは翼をもたずチ

ュープ状である。

2種ともまだ群体は確認されていないが，他の種に

ない特徴があるので，新種として命名した。との詳細

札束潟水研報第103号 (1980年12月発行)に発表し

た。
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(東海区水研)

(12) 印束弘玄*・ 0寺尾公子キ・福島情*・須員敏英紳

:羽状ケイ藻 Naviculapereglina f. minorの分

類学的検討

Navicu!a pereglina f. minorは最初 SCHMIDT(18 

76)が記載し，のち KOLBE(1927)が新品種として記

録している。両者の原図をみると両者は大変よく類似

しており，両者を同ーとみる研究者もいる (VANLA-

NDINGHAM 1975)。

一方との品種は Navicu!akefvingensis EHR. Na 

vicula peregli;，a var. k伐何宅4φft向v抑P
のシノニムとする研究者がおり (βSCHMIDT 1876め)， 

さらに N仰tたcu!μalρ~eregZi仇naωa fι.例 t仇noゲrKOLBEは基本

積のシノニムとする研究者もある伶4白ILLS19叩34の)。

青森県浅瀬石川で1979年5月にえた個体はケイ殻

の外形はほぼ披針形で，両端部は突出し，ケイ殻長22

-44μm，ケイ殻巾 7.0-10， O/Lm.横条線は中央部放射

状で先端部は収れんする， 10μm聞に中央部8-11(10 

μmで測定)，先端部 5-12本(5μmで測定)， 中央部

横条線を構成する点紋10μm聞に約30(2.5μmで測定)

である。軸域は狭い線状で，中心域は横に長い矩形ま

たは楕円状矩形である。との個体群に用いる種名を検

討する。(*東女体大，紳埼玉県公害セシター)

(13) 0安藤一男*・小林弘紳:Surirella属ケイソ

ウの分類学的検討

翼状突起は Surirella属の特徴的な構造である。そ

とで演者らは SEMを使用してその徴細構造を観察す

るとともに，との突起を長紬方向から観察する方法を

考案して精査してきた。その結果，翼状突起の角度・

長さ・厚さも criteriaとして重要であるととが明らか

となった。今回はとれらの criteriaを取り入れて s.
robustaとその変品種について分類学的検討を行なっ

た結果を報告したい。

s. robusta var. splendiaの殻構造は次の点で承名

変種と相違するととが明らかとなったので，独立の分

類群とするのが妥当と思われた。 1) 承名変種の翼状

突起は厚く，短いが，当変種のは薄く，長い。 2) 承

名変種の翼管は太いが，当変種のは細い。 3) 承名変

種の縦管は太しまた，裂溝の両側には厚い突起をも

つが，当変種の縦管は細く，裂瀞の両側には蒋い突起

がある。

s. robusta f. lataの翼状突起の構造は承名変種と

共通のものである。 s.robusta var. okamuraeの翼状

突起の構造は承名変種と相違するものであり，他の形

質も考慮すると，との変種は s.robusta とは別の系

列に属するものと思われる。従来 s.r:J/;usta var. 

splendida f. punctataおよびs.ro!Justa var. splen-

dida f. cons的 ictaと同定されてきた分類群は， S.sp・

lendidaの品種として扱うのが適当と考えられる。

(*埼玉県立豊浦高校**東京学大・生物)

(14) 0長田敬五・小林弘:CycloteUa temperei 

PER. et HERIB. の変異からみた近縁種との類縁関

係について

本邦には一見 Cyclotellacomtaと思われるが，

多少とも異っており，同定に際して決断し!難い類似の

分類群が見られる。そのため演者らは，とれらの分類

群の相異を明確にするため，電顕による微細構造上の

比較を行ってきた。その結果では，とれらは，今日ま

でに文献に現れている， C. comta， C. affinis， C. aJ・

finis var. paucipunctata (comb， novふC，temρerei， 

C. pantane!lianaのいずれかに相当するものであり，

また， ζれらは，それぞれ別個の分類群として取り扱

うべきものであると恩われる。

特に系統的に興味深く恩われるのは，岡山県八束村

産珪藻土から得た C.tempereiである。 C.temperei 

は殻套部での spineの欠如や alveolusの存在から Lo-

WE(1975)が提示した C.comta グループに属するも

のであるが，中央域の外側表面にみられる小孔の開口

様式と cribrumを構成している小孔の種類と配列に

基いて分けた場合，少なくとも 3つのタイプに区別す

るととができた。第1のタイプは，比較的大きな小孔

と微細小孔から成る cribrum と中央域に大小の区別

のある開口が存在するもの，第2のタイプは，ほとん

ど2列の小孔から成る cribrum と中央域に大小の区

別の念い開口が存在するもの，第3のタイプは，中央

域に楕同形のやや大きな開口が存在するものであっ

た。第1のタイプと C.comta，第2のタイプとC.af-

finis，第3のタイプと C.affinis var. pauciPuncta-

taとの密接念類縁関係が見られるととから. C. tem-

pereiはとれらの分類酵の原型としての形質をもつも

のではないかと考えられる。(東京学大・生物)

(15) 0能登谷正浩・赤城敏正・正霞富太郎:イトグ

サ属2種の培養

キプりイトグサとエンドワイトグサは函館市近郊で

はともに周年にわたって生育が見られるが，成熟はキ

プリイトグサでは夏期から初冬にかけて，また，エン



ドウイトグサでは秋期から春期に見られる。そとで両

種を室内培養によって生長，成熟におよぼす温度と照

度の影響と生活史について比較した。

培養は両種とも四分胞子を得て 1日12時間明期で

行ったが，いずれも似た傾向を示し.10oC_250C， 500 

lux-800()Juxで成熟し，特に早〈生長，成熟する条件

は150C，20oC， 400()lux， 80001uxで6-8週間で生活史

を完結するととが判った。また，両種は数世代にわた

って培養，観察した結果，全て典型的な“Polysipho・

nia type"を示した。(北大・水産)

(16) 増田道夫:紅藻ハリガネ，ザイさ及びトササイ

さ(新称)の四分胞子体

紅藻サイミ属 Ahnfeltia(オキツノリ科)は四分胞

子体が不明であったが，最近になってネツキイタニグ

サ A.plicataとサイミ A.concinnaで殻状の四分

胞子体が報告された。しかしながら，両者の四分胞子

体の性質はサイミ属の分類を再考させるほどに異な

る。基準種のネツキイタニグサの四分胞子体は直立糸

の先端に環状に分裂する四分胞子褒を l個形成するの

に対し(FARNHAM & FLETCHER 1976， CHEN 1977)， 

サイミのそれは直立糸に介生的に十字状に分裂する 2

-4個鎖状に連念った四分胞子褒を形成する (MA' 

GRUDER 1977)。
日本産のサイミ属のうち， ノ、 pガネ A.paradoxa 

サイミ及び新種と考えられるトササイミ A.sp.の3

種の四分胞子体を果臨子の培養から得たので報告す

る。とれら 3種の四分胞子体はともに殻状の藻体で，

四分胞子褒は藻体の表函に降起したネマテシア内に介

生的に数個連続して形成され，十字状に分裂する。そ

の数はρFガネで4-7個，サイミで2-3個， トササ

イミで3-4個である。 とれらの四分胞子体は基単種

のネツキイタニグサとは極端に違い，またネマテシア

を形成しないハワイ産のサイミのそれとも異なるもの

で，むしろオキツノ 9Gymnogongrus flabelliformis 

(MASUDA et al. 1979)のそれに類似している。

(北大・理・植物)

(17) 右田清治:ムカデノリの室内培養と緑色変異株

との交鎗実験

有明海の島原市沿岸には，ムカデノ 9(Grateloupia 

J守1icina)の突然変異株と考えられる緑色体が自生して

いる。演者は，室内培養を通じて，紅色の野生株と緑

色変異株との交雑実験を行なったので，その結果を報

告する。
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1980年4月に島原沿津て探集したムカデノ P野生

株と緑色株の四分胞子を用いて培養を開始した。初期

発生はすでに知られているように特徴的念間接盤状型

で，止水培養で1カ月後には同形の盤状部は径1mm

前後になり，直立都が形成され始め 2カ月後には直

立体は長いもので8-10mmに達しその数も 1盤状体

より 6-8本が発出した。その後，約1cmの直立体を

基部より切り離し枝付き平フラスコで通気培養したと

ζろ 1カ月で4-5cmに生長し，雌・雄の分化がみ

られるように怠った。そとで，雌・雄を別々に半月間

培養後，野生株(w)と緑色株(G)とを同じ容器に入れ

て交配した。約半月後には褒果の形成，果胞子の放出

がみられ，それらの果胞子を分離培養して四分胞子体

に生長させた。

ζの実験で議体の色彩は， W の四分胞子からはW

の配偶体に， Gの四分胞子はGの配偶体に念り， Gx 

WおよびGxGで得られた果胞子からは Gの四分胞

子体に， WxW  およびWxGからはW の四分胞子体

と念った。すなわち，との交雑実験で， ~義体の色は雌

の形質に左右される母性遺伝を示した。

(長崎大・水産)

(18) 0金子孝・垣内政史・松山恵三・阿部英治:

Parasporangiaを持つ Callithamnionsp.の生活

史について。

演者らは北海道後志支庁管内の島射す，および積丹

町美国の水深3-7mの地点で 1979年8月と 11月に

parasporangiaを持つ Calli幼amnionsp.を篠集した。

とのうち積丹町で採集した植物体から parasporesを

放出させて培養を続け，その生活環を親察したので，

その結果について報告したい。

Parasporangiaは枝の先端部に約100細胞までの塊

として形成される。また parasporangiaを持つ体には

少数であるが同時に四分胞子嚢が観察された。 11月

22日に放出させた parasporesは直径 34.4μm(:t2. 8 

，an)で，水温15-180C，12: 12の日長条件で培養を続

けた。 parasporesは2ヶ月後の 1月下句には成熟し

た四分胞子褒を持つ藻体と念った。四分脂子褒は66，7

x48.0μmで，四分胞子は直径 38.8，an ( :t 1. 8.μm)で

あった。四分臨子からの発芽体には 3月中匂に雌雄の

生殖器官が形成され 5月中句には果胞子護が鍍察さ

れた。果胞子は直径31.1四(:t6.1μm)で，とれらは発

芽後約2ヶ月後に四分胞子褒を持つ体となった。とれ

ら四分胞子体には母藻にみられたような戸rasporan-

giaの形成は認められなかった。雄性には胎原列細胞
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と四分胞子褒を同時に持つものも観察された。

(道立中央水試)

(19) 0中島研一・猪川倫好:淡水産クリプト毛ナス

の光合成におけるグリセリン酸生成について

前回の大会において，われわれは，約 3000ノレック

ス下， 17日開通気培養(直線増殖期後期)した淡水産

のクリプトモナス(菅平産)を用い，光合成lIC02固定

実験及び前照射後の暗 HC02固定実験を行い，lIC固

定産物を調べた結果，光合成の初期に llCは主として

3ーホスホグPセリシ酸 (PGA)にとりとまれ時間とと

もにその割合は急速に減少するが，一方グリセリシ酸

にも初期から特異的な 14Cのとりこみがみられるとと

などを報告した。

そとで今回は，との藻で顕著に生成が認められるグ

リセリン酸の代謝経路を明らかにする目的で，まずそ

の生成に関与すると思われる酵素 (PGAホスファター

ゼ)の検出を試みた。その結果，酸性側(pH5)とアル

カリ性側(pH8付近)に活性が認められた。とのうち

後者は，藻体を光照射するととにより時間とともに活

性が楢大するが，前者の活性は特に変化しなかった。

今回これらの結果について報告する。

(筑波大・生物)

(20) 0藤井修平・高谷司郎・高田英夫:ある種の

Dunaliellaの Mg-高張下での生長

D. tertio!ectaと予想される株は，食塩(0.5M以下)

高張培地中で白養的生長は極めてよししかも絶対好

塩性の生長パターンを示すo NaClを LiCl高張下に

おきかえると生長はまったくない。また， 0.5MNaCl 

等張下でNa-Liの組合わせでは， 0.3M NaCI-0.2M 

LiClまでは，正常に生長する。しかし， とのとき細

胞内同化デンフ・ンの畳はいちじるしく橋加する。

ととろが， MgC12高張下では LiCI とよく似た生

長のパターンを示すが， MgS04高張下ではかなりよ

く生長するし，また，細胞内同化デンフ・シの形成もあ

る。す念わち，培地の高張をささえるイオンー細胞内

浸透圧調筋物質一同化産物の 3者の関係は好塩性につ

いて従来ほとんどしらべられてない。とれについてア

ブローチをした。 (帝塚山短大)

(21) 0長島秀行・福田育二郎:温泉藻 Chroococci-

diopsisの培養条件による形態的変動

酸性温泉に生育する単細胞の真核藻類としてはイデ

ユコゴメ Cyanidium caldari仰が知られているが，

それとよく類似している Chroococcidiopsistherma!is 

(Protococ，ωs sulphurarius)も広く分布している。演

者らはその生理的・形態的研究から，北海道登別温泉

産の M-8株が Cyanidium属ではなく Chroococci-

diopsis属に所属すべきであろうと提案した(日本植

物学会大会， 1980年)。今回はその M-8株の培養条

件が微細構造に及ぼす影響についてのベる。材料とし

ては次の条件で各々 350Cで1週間振謹培養した細胞

を用いた。 (l)L細胞;光照射 1，500ルクス， 無機培

地， (2)LG，細胞;光照射， 0.5%ブドウ糖添加培地，

(3)DG細胞;暗所 O.5 ~óプドウ糖添加培地。その結

果， LG， DG細胞がL細胞に比べてよく生育した。

細胞の大きさは各培養で大きな変動はないが，色素組

成ではクロロフィル a，フィコシアニシ，カロチノイ

ドのうち，アイコシアニシの含量に差が認められ，

L細胞では最も多く，次いで LG細胞で， DG細胞は

最も少なし黄緑色を示した。微細構造を比較すると，

L細胞では核，葉緑体， ミトコシド Pア， I'夜胞が認め

られ， LG細胞では液胞内に頼粒が認められるととが

多く， DG細胞では同様の頼粒を蓄積し，葉緑体は退

化していた。本藻に含まれる貯蔵成分についても検討

中である。(東京理大・理・生物)

(22) 斎藤昭二:1972年以後の相模貯水池における

Peridiniumの季節的消長

1932年頃に相模貯水池で大発生した Peridinium

po!onicumは，魚類を殺す毒産生渓類 (HASHIMOTO

et a!. 1968) としてよく知られている。本種及び他の

Peridinium属につき， 最近の同貯水池における発生

状況を把握する目的で， 1972~1980 年に同属の季節

的消長を 1~2週回の頻度で調査した。 Peridiilium

の計数は種類を区別せず，同定は保存資料により行っ

た。

① P. inconsPicuum+P. e!patiews.~yi は '72 年と

'80 年を除くすべての年の 6~1O月に出現した。多量

に発生したのは '73・'75.'76・'77年であった。最高

濃度は '73年の 980細胞Imlであった。両積は '64年

7月と '67年8月にも大発生したととを確認しており，

かなり以前から夏季に出現していたものと息われる。

② P. penardii fo.は'77年4月に初めて少数の出現

を確認した。同年の 11 月以後は毎年 11~4月に出現

するようになり， 3~4月に大増加する。最高濃度は

'78年の 2300細胞Imlであった。川崎市水道局(1977)

の調査によると， '59~'71 年の冬季には Peridinium

がほとんど出現していないので，本種は最近になって



出現したものと思われる。③ P.po!onicumは'72年

10月に少数の出現を確認したが， それ以後は確認で

きなかった。(神奈川県水道局)

(23) 当真武:琉球列島における海草藻場の分布・生

態及び海産纏物群落の制限要因について

中琉球・南琉球の沖縄島，久米島，宮古島，石垣島

の海草藻場の分布や生態について調査した。その結果，

その規模や主要構成種を決定する大き念要因として夏

期及び冬期季節風と〈に冬期の北~北東季節風に伴う

影響に大きく左右されるという結論に到達した。との

ととは 10年前から調査を進めているアマノ P類， ヒ

ジキ，ホシダワラ等の海議群落の分布を制限する主要

因のーっとして着目していたものであるが，季節的消

長の小さい海草類ではさらに明瞭に把揮できた。とれ

は基本的には北琉球を含めた琉球列島全体に普遍でき

るものと考える。海草類について得たご，三の知見は

次のとうりである。

1.東アジア季節風帯に属する琉球列島の海草議場

の分布は主として冬期季節風に伴う潔砂の堆積量の変

動，波浪等の物理的影響とサシゴ礁の広さを含む島興

地形，深浅との関係を第ーに考慮すべきである。 2.分

布する 8属9種を内湾性から外洋性に念るように配列

すると，コアマモ→マツバウミジグサ→ウミジグサ=

ウミヒルモ→ポウノfアマモ=9ュウキュウアマモ→ウ

ミショウプ=ベニアマモ→Pュウキュウスガモのl慣に

なると恩われる。 3. コアマモの分布は極限するので

は念く閉鎖性の環境であれば普通に生育する。 4.種

類の生育深度による移動は顕著ではない。

(沖縄水試)

(Z4) 0正置富太郎キ・秋岡英承紳.H.W. lohansen*柿

:日本産有節ザンゴモの地理的分布

我国の沿岸に生育する有節サンゴモの分布は遠藤

(1902年)以来， 主としてフロラのリスト等によって

各地から断片的に知られて来た。そとでとれまでの文

献 150篇余りの内から約 50に篇について調べると共

に，送付された謄葉標本や著者等の調査についても検

討した結果 10属 31種の地理的分布を明らかにする

事が出来たので， 日本全沿岸を 14に分けて考察を試

みた。先ず有節サンゴモフロラの最も豊富な所は本州

中部の太平洋岸で9属 19種を数え， イソキリ属以外

はすべて見られた。

反対に最も貧弱念のはオホーツク海沿岸でピ Pヒバ

とイソキ Pの2属2種のみであった。又ピリヒパは全

63 

国普〈生育し，亜熱帯から亜寒帯に至るまで分布する

ととになる。との様に広範囲念環境に適応する紅藻類

は例が無〈それに関連して本種及び類似種のミヤヒバ

やミヤヒパモドキを含むサンゴモ属の分類学的研究の

完成が痛感された。その他本邦特産のヤハズシコロは

北海道東部の亜寒帯水域の水深 10mの所にも生育し

ているととが確められ他の属の物とは異なった分布を

示す事が判明した。(*北大・水産，粋北教大函館分校

・生物*紳クラーク大・生物)

「特別講演」

Further investigations of Gigartina subgenus 

Ma8tocarpU8: OJohn A. West，* Michio Masu-

da料 and Michael D. Guiry*紳

紅諌スギノ F属イポノ P亜属 Gigartinasubgenus 

Mastocarpus (スギノ P科 Gigartinaceae)の生殖様式

についての幅広い培養研究が最近 10年間行なわれて

きている。

Petrocelisの四分胞子が G.papi!lataとG.jardinii 

(G. agardhii)の両者に似た雌雄異株の配偶休に生長

する ζ とが WEST(1972)によって報告されるまで，

四分胞子体は不明であった。雌性配偶体は雄性配偶体

と一緒に培養した時に褒果を形成し，放出された果胞

子は短日条件下 (8:16 LD)で四分胞子を形成，放出す

る殻状の Petrocelis体に生長する。

Alaskaから Mexicoに至る沿岸から得た G.papι 
llataの数多くの isolat自の培養実験で2つの生殖様

式が存在するととが明らかに念った。正常な有性生殖

サイクルに加えて，真正の無配生殖を行なう strains

も存在する。その果胞子は受精なしで褒果を形成する

雌性配備体に生長する。引き続く世代も同様に無配生

殖を行なう。 isolatesの約609'oが無配生殖， 4096が有

性生殖を行君主う。有性生殖の出現頻度は分布の南方域

で高くなる。多形性を示す G.paPillataの有性生殖

isolatesはその全てが交配可能では念<(POLANSHEK 

and WEST， 1975， 1977)，ほぼ4つの non.com patible 

groupsに分けられる。

G. jardiniiにおいては有性生錨の出現頻度が G.

paPillataよりも高い(75%)が，その頻度には地理的

特異性はみられ念い。 フィーノレドから得た G.jardi-

niiの葉状体の先端から培養した配偶体の全ては交配

可能であるが，Petrocelisの四分胞子から派生した配

偶体とは交配し念い。しかしながら，有性生殖を行念

う G.jardiniiの果胞子は Petrocelisに構造が似た殻

状体に発達するが，場養実験では未だ胞子形成がみら
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れない。

北大西洋の G.stellataも同様な生殖様式を示す。

Petrocelis cruentaの四分胞子は G.stellataの配偶体

に生長する。しかし， G. stellataの多くの isolatesは

無配生殖を行ない，その出現頻度は分布の北方域で高

くなる。それに反して，分布の南限では全ての isola-

慨が有性生殖を行念う (y{回 T，POLANSHEK and 

GUIRY， 1978; WEST and GUIRY， unpublished)。

CHEN， EDELSTEJN and McLACI王LAN(1974)， RUE-

NESS (1978)，及び DJONand DELEPJNE (1979)らも

推定上のアポミクトを報告している。

ホソイポノリーイポノリ G.ochotellsis-pacifica (MA-

SUDA and UCHJDA， 1976; MASUDA and KUROGJ， 

1981; MASUDA， OHNO and WEST， unpublished)及

びイカノアシ G.mamiUosa (MASUDA， OHNO and 

KUROGJ， unpublished)の isolatesも無配生殖か有性

生殖のいずれかを行なう。有性生殖個体群問の交配実

験が進行中である。

最近， CHEN and CRAIGJE(1980)と GUIRY(1980) 

が G.stellataの種々の発生過程における carragee-

nanを再調査した。 CHEN，EDELSTEIN and McLA-

CLLAN (1974) によって，無配生殖を行なうとして報

告された strainの盤状の基部は lambda carrageenan 

を，直立部は kappacarrageenanを生成する (CHEN

and CRAIGJE， 1980) 0 GUlRY (1980) も他の“無配生

殖 strains"で同様な現象を親察している。もし，単相

世代が kappacarrageenan :?i:，複相世代が lambda

carrageenanを生成するととが，真に遺伝的に連関し

たものならば，果胞子体の形成は無配的に行なわれる

というととが疑わしくなる。特殊な体細胞受精と減数

分裂が起きている可能性があり，今後，更に研究が必

要である。

G. papillata (Pacific North America)， G. stellata 

(Europe)， G. ochotensis-pa，αifica (Japan)及び G.sp. 

(Chile)聞で交配実験が行なわれ， 以下の組合せで種

問雑種が生じた:Chile x California， France x Japan， 

Portugal x Japan， Alaska x Japan，及び Ca1ifornia

xJapan。 約4.0の交配実験のうち 11が交配可能で，

生存力のある果胞子を放出した。全ての発芽体は殻状

で，その体構造は Petrocelisのそれと同じであった。

California x Japan の組合せでは種々の結果が得られ

た:1)果胞子は発芽し念い 2)Petrocelis体の発育

が異常で， 胞子形成がみられない， 3) Petrocelisは

8:16LD， 10または 150C の条件で胞子形成を行なっ

たが，四分胞子は発芽しない。

Chile x Californiaの交配 (JAW2243 B)では Petro・

celisからの四分胞子が正常に発芽して，現在盤状部

を形成するととろまで進んでいる。

紫外部吸収極大が 250nmと 320nmにある黄色の

物質“Gelb-stoff"が，ヨーロッパと日本の isolates及

びζれらの雑種から培養液に放出されるが， Pacific 

North American isolatesではみられない。今後乙の

物質の解明と種内の交配型とを比較して追及して行き

たい。

イポノリ亜属を科 (Mastocarpaceae)に昇格させる

ととが，生殖器官と生活史型を基に提唱されている

(KJM， 1976)。しかしながら，今後の詳細な研究が必

要である。本軍属は生殖と生活史においてまた，オキ

ツノ P科 Phyllophoraceaeのいくつかの属と親縁性を

示している。ベサ属 Besaはスギ/9科とオキツノリ

科の問を研究者によって転移されてきた。それは主に

藻体の構造が両科の中間形を示すととと生活史が不明

であるためである。

* Depar包nentof Botany， University of California， 

Berkeley， U. S. A. 

ネキ Departmentof Botany， Faculty of Science， Ho-

kkaido University. 

*林 Port，mouth Polytechnic， Marine Laboratory， 

England 

(25) 0熊野茂・藤本いずみ:大阪南港における完新

世海進に伴う珪藻遺骸群集の変遷

大阪港・港大橋下の潜函より前田(1976)により採取

された堆積物中の珪藻分析を試みた。

大阪南港の完新世層は南港層と梅田層とに分けられ

る。 -35.5mより始まる淡水成シルト質粘土層には

ヨシ，マシジミを産出するが，巨視的海生化石は発見

されない.珪務では Stephanodiscuscarc町zensis(淡)

が優占するが -31.5mからは淡水種が減少し， 海

水種が場加しはじめる。

-31mから始まる粘土層には穿孔性ニオガイや生

痕化石が産出し，完新世海進を暗示する。珪藻では

C yclotella striata (海・汽)， Melosira sulcata (海)

が優占するが， 淡水種もなお 10-20%産出する。-

29.7mから始まる灰色砂層には巨視的海生化石は発

見されず，マシジミを産出する ζ とは一時的海水準低

下を暗示する。珪藻でも優占種が Cycoltella striata 

(海・汽)から Steplzanodiscuscarc抑制sis(淡)に変

り，淡水種も 30%台にまで増加する。 -28.5mから

始まる黒褐色、ンノレト混り粘土層にはアサムハマグP



など潮潤師下部に生息する貝化石が産出する。珪藻で

は海水種30%のほか，依然として淡水種が 30%産出

するが，淡水種はー27mの層準からは激減し殆んど

産出しなくなる。

-25m から始まる梅田層は内湾の海成粘土層

で，内湾の奥に生息する員化石を産出する。珪藻では

C yclotella striata (海・汽)が，次いで Melosirasul-

cata (海)が優占種となる。(神戸大・理・生物)

(26) 0佐藤裕司・熊野茂:珪藻遺骸群集からみた神

戸市玉津(播磨灘沿岸)における完新世海進時の古環

境

神戸市玉津環境センターの掘削工事の際に採取され

た堆積物の珪藻分析を行なった。採取地点比播磨灘

沿岸から明石川沿いに約 2km入りとんだととろに位

置する。分析の結果，堆積物は珪藻群集の塩分濃度に

基づく生態区分から，大きく次の 3つの珪藻帯に区分

された。

L -8.45-ー5.75m:淡水性の Epithemia属，

Eunotia属，Cymbella属などが優占し，海産種の出

現はみられ念い珪藻帯。

2. -5.75-+2.1 m :海産種が出現し始め， 以後

優占する珪藻帯で 14Cによる年代測定及びアカホヤ

火山灰の挟在から，後氷期の海商上昇期に相当する。

珪藻帯は群集の種構成に基づき，さらに 4つの亜帯に

細分が可能であった。即ち， a) Nit%schi・aglanulata 

(海)の優占により特徴づけられる亜帯， b) Nit%schia 

glanulataが減少し，かわって Cyclotellastylorum 

(海)， Melosira su!cata (海)が増加する亜帯， c) 

Nit%schia granulataがさらに減少し，Cocconeis scu-

tellum (海・汽)などが優占的に出現する亜帯， d) 

Nit%schia granu!ataが再び増加し，Terpsinoi! ame-

ricana 汽)が優占的に出現する麗帯，である。

3. +2.1-+5.0m:海産種は減少し，再び淡水産

種が優先する珪藻幣。

以上に示す珪藻帯について，当時の堆積環境の推定

を試み る。(神戸大・理・生)

(27) 0関谷公範・熊野茂:淡路島・三原川川口域に

おける珪藻遺骸

淡路島・三原JlIJII口域において採取されたコアサシ

プル (13.0-3. 5 m)，およびその上部の露頭サンプル

(79-+4cm)について珪藻分析を行った。

コアサシフ.ルでは全体的な優占種は Nit%schiagra-

nu!ata， N. cocconeiformis (海)， Cocconeis scutellum 
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(海・汽)である。 13.0mの部分は約8000-7500年

前と推定されている。とれは完進世の海面上昇が急速

化した時期であり，珪藻群集でも跡性種が50%以

上と優占する。しかし，淡水性種の破壊された被殻も

20-30%出現し， 河JI/の影響を示している。 との状

態はほぼ10mまで続く。

7mの部分には，海進の最盛期である 6400年前を

示すアカホヤ火山灰層がある。ととでは淡水性種はほ

とんど出現せず，Thalassiosi1・'a属，Coscinodiscus属

など海水性プランクトンが出現し始める。との高捌く

商は約5000年前まで続きその後下降したと考えられ

ており，珪藻についても， 5.5mより上では海水性種

は急激に減少し汽水性種が優先するようになる。

露頭サシプルは，最下部の 79cm以外はほぼ淡水性

であり，全体的に Cymbella属，Pinnularia属など

淡水性が優点する。とのサシプノレで持筆すべきととは，

約2000年前の 59-54cmの部分で海水性種が急減す

るととで，弥生中期の小海退を示している。

(神戸大・理・生)

(28) 0半田信司・安藤久次:広島県宮島の小湿地に

みられたチリ毛相の変遷

広島県宮島の小湿地2ケ所 (A湿地， B湿地)にお

いて， 1979年3月から 1981年1月の問， チPモ相の

変選を調査した。 A湿地は，小渓流のそばにある湿地。

B 湿地は， 1979年4月以来湿地化が進んでいる場所

である。

A 湿地:1)調査期間中に， 33種が確認された。 2)

常に出現する傾向にあった種は，CZosterium cynthia， 

Penium margaritaceum等である。 3)春から初夏に

かけて出現する傾向にあった種は，Hyalotheca dis5I-

liens， Cosmarium quadratum， Closterium rostratum 

等で，特に Hyalothecadissiliensは多量に出現した。

4) 1979年7月に， 種数・個体数ともに減少したが，

とれは 7月初旬の大雨によって流出したものと思われ

る。

B 湿地:1) 36種のチ Hモ類が確認された。 2)常に

出現する傾向にあった種は，Closterium cynthia，脱会

rium digitus var. lamellosum等である。 3)冬期に

減少する傾向があった種は Euastrumbina!e var. 

sectum， Closterium closterioides var. intermedium 

等である。 4)水たまりができた初期の 1979年4月に

は，Gonato%ygon brebissonii等 10種がまず出現し，

次いで5月には更に新しく 10種が加わった。そのう

ちCosmariumtinιtum， Mesotaenium endlicherianum 
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は，個体数が著しく多かった。初期から出現した種の

うち Hyalothecadissiliens， Closterium strio!atum 

等は， 1980年初夏以後，ほとんど見られなくなった。

(広島大・理・植物)

(29) 0秋山優*・森山博史*・大山佳邦紳・松田逮郎紳

:南極における土壌藻類の分布と土壕環境

南極昭和基地周辺の土壌の培養と土壌中の栄養塩の

分析の結果，土壊藻類の分布と土壌環境との関係につ

いて検討した。

1. 培養による土壌中の藻類細胞数は平均2.3X 104 

celJs/g程度であり，場所により，マゴケ岬(12.2 X 101)， 

南スカーレン (6.4x 10りなどは温帯域の土壊に匹適

する。

2. epilithicな藻類に起因する土壌中のクロロフィ

ル含量についてみると平均1.2μg/g程度であり，温帯

域の海岸砂浜あるいは熱帯の砂漠土壌の 10-20倍程

度であるのが認められた。

3. 土壌のクロロフィル含量と土壌の NOs-Nとの

相聞は r=0.68であるが POcPとの相聞は r=0.34

であった。また NOs-Nと土壌中の藻類細胞数との相

聞は r=0.63であった。

4. 一方土壌中のクロロフィル含量は土壌含水量と

深い相闘が認められr=0.62，また土嬢含水量と NOs

-Nでも関係が深い r=0.510

5. epilithic念藻類の大部分が Gloeothece，APha-

nothece， Tolypothrix， Nostocなどのらん藻であると

とからも， ζれらの藻類による N-固定の可能性が示

唆され得ると同時に，南極における土壌藻類の分布に

は，水分条件がとれら藻類の分布の制限要因として作

用するとともに，二次的にはとれら務類による N-塩

の生産に関連して，他の藻類の分布にも大きく影響を

与えているととが考察できる。

(半島根大・教育，特極地研)

(30) 0秋山優*・森山博史*・大山佳邦紳・松田達郎紳

:南極産土壌藻類の生態的特性

南極昭和基地周辺の土壌から分離した穣類について，

その光合成および生長を指標として，とれら藻類の温

度ならびに光条件に関する生態的特性について検討し

た。

1. 南極産の Monodusおよび Ko!iellaでは光合

成最適温度は 18-220Cであり本邦産の Scenedesmus，

Chlorellaなどに比較して低い。

2. 光合成最適温度におよぼす，試料の培養中の温

度環境の影響については， 本邦産の Scenedesmusで

はその差が認められるが，南極産の Ko!iellaではほと

んどその差は認められない。

3. 南極産の藻類の生長に対する最適温度は Sti-

chococcus， Bumi!leriaでは 170C程度であり Klebsor-

midiumではやや高く 22-27'C程度であった。 ζの

点で本邦産の Scenedesmusに近い。

4. 南極および本邦産の Klebsゲ midiumの生長に

ついてみると 200Cの場合， 南極産の材料のほうが

個々の細胞自身の生長に比較して，細胞分裂の頻度が

本邦産の材料よりも高かった。

5. 南極産および本邦彦の Klebsormidiumおよび

南極産の Pinnu!ariaの生長におよぼす光照射リズム

についてみると，いずれの場合も 200Cでは 24時間照

射が，また 100Cの場合は 12時間照射のほうが成長に

効果があった。(*島根大・教育，林極地研)

(31) 0森栄*・中村泰男紳・渡辺信料・渡辺正孝紳:

Olisthodiscus luteusの増殖に及ぽす環境因子の

影響

O. luteusは日本のみならず， 世界各地に発生する

赤潮プラシクトンである。増殖に対する環境因子の影

響は CATTOLICO et a!. (1976)， THOMAS (1978， 1979， 

1980) らが報告しているが，ビタミン類，微量元素な

どの要求性については完全なものではない。また，外

国産の株についての結果が日本産の株にそのまま当て

はまるとは限らない。そとで，我々は大阪湾谷川港で

分離した O.luteusを使って， リン，窒素，微量元素，

ビタミン類の要求性， および， 温度， 照度， 強分，

pHの増殖量への影響について調べた。実験は人工培

地を用い，無菌的に行なった。以下，主念結果につい

て述べる。

硝酸塩，アシモニウム塩とも増殖量，増殖速度に差

はなかったが， 高濃度のアンモニウム塩 (lmM)に

おいて増殖量が低下しなかったととは注目すべきとと

である。アミノ酸は利用されなかった。微量元素Mn，

Zn， Fe， Cu， Co， Mo， Bのうち， Feを強く要求する

ととがわかった。すなわち， 0-20μMの範囲で増殖

量が Fe濃度に比例した。 Co，Moもある程度の増殖

促進効果がみられた。 ビタミン B12は濃度0-10ng/l

の範囲で。他のビタミン類の有無にかかわらず増殖の

制限因子となり，必須であるととがわかった。

(*東北大・農・水産**国立公害研)



(32) 0木幡邦男・渡辺信・護辺正孝 Oli8thodi8-

cU81uteu8の霊直運動にみられる circadianrhy-

thm 

黄色鞭毛藻，渦鞭毛藻，ラフィド謙等のように赤潮

を形成する広義のいわゆる“鞭毛藻類"の多くは日周

期的に垂直運動するととが知られている。 O!isthodis-

cus (ラフィド藻綱)は，との日周垂直運動を行ない昼

間は表層に夜間は底層に移動する。

鞭毛話題類にとって垂直運動は栄養塩の摂取や分裂の

時期などと関連する重要念運動である。とれと celI

cycleとの関係を調べるために， ;f.'kの研究室では明

暗 12-12時間の同調培養を行なってきた。

従来，垂直運動は走光性によると言われてきたが，

実験室系でζれを再現させて観察すると，上昇は光の

照射開始蒋刻よりも 2時間程早く，また下降も消燈時

刻よりも数時間早〈起とるととが分かり，走光性の{也

に垂直運動を励起する性質の存在が示唆された。向調

培養の後，終日暗閣の下で o.luteusを培養した結果，

全〈光のない条件下でも O.lutensは向調培養時と同

様の垂直運動を行なうととが分かった。

従って， SWEENYらが GOiiyaula:xで精力的に研

究した circadianrhythmと|有機に， O. luteusでは走

光性ばかりでなく circadianrhythmによっても垂直

運動が行なわれていると言える。とのととは，垂直運

動が光の明暗周期に数待問先行するととに 1つの説明

を与える。(国立公害研)

(33) 0田尻純仁・有賀祐勝:スサビノリ葉状体の全

長および光合成に及ぽす干出の影響

ノP葉状体の生長および光合成に及ぼす千出の影響

を調べるため，室内および養殖漁場で育てたノ Hを用

いて実験を行った。室内実験では， 10時間明期 (10

Klux)・14時間暗期， 15uCで培養したスサピノリに葉

齢約35日から 1日3時間の干出を与え，数日間隔で

葉長・葉陪・光合成・呼吸・光合成色素含量を測定し，

無干出のものと比較した。養殖漁場で1980年 9月 28

日に採苗したナラワスサピノ Hを支柱方式(干出)およ

び全浮動方式(無干出)で11月 4日から 11日まで育て，

室内実験と同様の測定を行って比較した。

室内培養の葉状体では，葉長の生長速度は干出を与

えたものより無干出のものの方が高かった。光合成速

度は，葉商積あたりでは干出を与えたものの方が高く，

Chl. a量あたりでは差が認められなかった。とれは，

干出を与えたものの方が葉商積あたりの Chl.a含量
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が高かったためである。葉商積あたりの重量は無干出

のものより干出を与えたものの方が重かったが，厚さ

は無干出のものの方が厚かった。養殖漁場の葉状体で

は，干出を与えたものと無干出のものとの聞に葉長生

長の差は認められなかったが，その他の点では室内培

養のものとほぼ同様の傾向が認められた。干出はノ P

葉状体の生長および面積あたりの重量に変化を与える

が， Chl.a量あたりの光合成活性には変化を与えない

ととが推定された。 Ci'財t大・植物)

(34) 畑田太美子:市川の付着ケイソウ

市川は兵庫県のほぼ中央部にある生野町より南下し，

姫路市を経て橋磨灘に注ぐ全長約73kmの河川であ

る。源流部には我国最古の非鉄金属鉱山があり，抗内

水や精錬所廃水等が長年にわたって注いでいる。

1972年，当河川における底棲動物についての調査で

は，種類数の減少や多様性の低下がみられたが， 1975 

年の調査では回復のきざしが確認されている(渡辺，

原田:兵庫県公害研報告， No. 8， p. 20-25， 1976)。

演者は 1979年 10月，当河川で採集したサンプルに

ついて付着ケイソウの種類を調べた。調査地点は鉱山

廃水流入点 (St.2)より上流1地点 (St.1)，下流5地

点 (St.3，St.4， St.5， St.6， St.7)であった。優占種は

St. 1， St. 2， Stふ St.7の 4地点は Achnanthescor.ver-

gens， St.4は A.suhhundosor.is， St. 5は Cymbella

ventricosa， St. 6は C.sinuataであり，出現種は非

汚濁種が多かった。本読査で同定した種類数は 6日11

科 18属 52種 17変種，合計60回 aであり， St.2では

39飽xa数えられ，種類数および種構成における鉱山

廃水流入による影響は認められなかった。しかし全調

査地点にわたって形態の特異な個体が多くみられ，そ

れが最もよく目立つ 2種 Cocconeisplacentula var. 

lineataおよび Cymbella sp.について地点別に数え

た結果，前者は上流に，後者は下流に多く出現した。

(兵庫県公室研)

(35) 0福島博*・小林艶子紳・寺尾公子キ:大滝根川

(福島県)の付着議類植生

三春町南方を流下し，郡山市で阿武隈JIIに合流する

大滝根川の付着藻を 1979年 12月と 1980年 8月に調

査を行なった。気温，水温， pH， DO， COD， BOD， 

透視度および流速の環境要因も同時に調査を行なった。

第 1回目は本流10地点，支流9地点，計 19地点，第

2回目は本流12地点， 支流13地点， 計 25地点の調

査を行なった。
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付着藻については，容量および細胞数の現存量，ベ 本種は KORNMANN(1964) が報告した Ulothrix

ックの生物指数，清浄度，汚濁度，汚濁指数，多様性 fl，印刷sa と形態的にはよく類似しているが， 生活史

指数，ザプロビ指数を算出し，各地点を比較する。 については若干の違いがみられた。生育期の細胞糸は

10月の場合を記すとつぎのようである。現存量は小 4鞭毛をもった無性の遊走細胞を形成し，それによっ

さい地点が多い。ベックの生物指数は中位の地点が多 て増殖をくりかえす。しかし明期が長くなると配偶子

い。汚濁度，ザプロピ指数がとの傾向を示す。清浄度 が形成され，それらが接合して接合子ができる。配偶

は比較的小さい値で，多段性指数は大きい地点，小さ 子は同ーの細胞糸から放出されたものどうし勺接合し

い地点，中位の地点、が入り混っている。 同型配偶をおとなう。接合子は増大生長をして cystと

優占種として広く分布しているのは Navicu!aheu・ なり， やがて cystには 4鞭毛をもった無性の遊走細

fleriとHomoeothrixjanthinaである。前者はやや 胞が形成される。との遊走細胞は放出後ふたたび細胞

汚濁した所に多く，後者は清浄な所から汚濁した所ま 糸になる。なお接合の機会を失った配偶子は単為発生

で分布が広い。このほかやや汚濁している所に Navi- をして接合子と同じ発生をする。

cu!a symmetrica， Chantransia sp. が多い傾向があ 染色体数は細胞糸の栄養細胞で8個，栄養細胞に形

る。 伊東女体大，料横浜市大・生物)

(36) 0沢地なおみ*・福田明芳*・金沢昭人*・小林

艶子*・福島博**.寺尾公子紳:大)11(福島県)の流

下藻類

会津若松市の西方を流下する大111の流下藻を 19地

点で1980年8月と 10月に調査した。現存量は 8月で

は0.6-26細胞11ml， 10月では C.5-56で日本の河

川としてはやや小さい値であるが，調査地点が，上中

流部である点を考慮すると普通乃値といえる。

優占的な種の殆んど大部分は付着性種である。これ

は，上流にダム湖のない日本の上中流河川の特徴であ

る。非耐汚濁性種 (Ceratoneisarcus v. vaucheriae， 

Coccone;s placentula， Cymbella turgidula v. niPpo-

nica， Nitzschia diss砂ata)は比較的上流で優占的にな

り，強耐汚濁性種 (Gomphonemaμ均的m，Navi-

cula symmetrica， Nitzshiaρa!ea)は今回調査した下

流部で優占的になる。

各調査地点で環境状況を示す諸指数を算出した。そ

れらの中で比較的大きい値を示すものにベックの生物

指数，清浄度，多様性指数が比較的小さい値を示すも

のに汚濁度，汚濁指数，ザプロピ指数がある。

Cλ 値を用いて， 流下藻の相l燐る地点聞の群集構造

を比較し，また，付着藻と流下藻の群集構造をも比較

する。(*横浜市大生物，林東女体大)

(37) 0大貝政治*・藤山虎也林:ヒビミドロ属のー

種の生活史について

北海道室蘭で1978年に採集したヒピミドロ属の一

種の生活史を室内培養によって調べ，併せて染色体数

の飯察も行なった。培養はおもに 50Cの恒温室で9時

間， 14時間照明(照度3500-4000lux)で行なった。

成される遊走細胞，配偶子でもいずれも 8個であった。

配偶子の接合によってできる cystには 16個の染色体

がみられた。また cyst内に形成される遊走細胞では 8

個であった。

とのととから本種は n=8の染色体をもっ細胞糸と

2n=16の cystとの聞で世代の交代がおとわれてい

ることがわかった。

(*水大校**琉球大・理)

(38) 0 Dirce Mithico YANO Y AMAOKA・石川依久

子・今堀~三:ホソエガザにおける傘形成の同調

数百個体のホソエガサの若い茎部 (stalk)をジャマ

リン海水 250mlに入れて， 250C， 4000 Jux照射下で，

海水交換なしに培養しつづけると，カサ形成はおとら

ず2ヶ月以上生存しつづける。との藻体を新鮮な培地

(MiiJlerの培地又はジヤマリン海水)に移すと非同調

的にカサを形成するようになる。新鮮な培地と同時に

暗所に移し約7日間経過してから光照射すると，数日

の誘噂期の後に準向調的にカサ形成をおとなう。 7日

間の陪期の直後，核部分を除去すると誘導期も短かく

なり同調性も高まる。暗期を延長し 14日間暗所にお

いたのち 7日間弱光 (250-5001四)下で培養し，その

後，強光 (2000-4000Jux)に移すと誘導期はさらに短

縮され，きわめて高い同調性が得られる。

とれらの結果をもとにして，光と栄養(主として窒

素源)が，カサ形成情報の放出と発現にどのように関

与し，これらを制御するかについて実験し検討した結

果を報告する。(大阪大・教養・生物)



(39) 0能登谷正浩キ・酉浜雄二神・正置富太郎*;緑

蕊 Ulvellalen8 CROUANアワビモ(新称)につ

いて

北海道南部のアワピ種苗生産施設ではアワビの付着

板に盤状の緑藻が繁茂する。との緑藻はアワピ幼生の

付着を容易にするととと殻長2-8mmの稚貝では飼

料として利用できるととから増殖を積極的に図ってい

る。そ ζで矯山支庁大成町アワピ種苗供給センターの

藻体を用いて生活史，成熟条件(照度・温度)及び種

の査定を行った。

本種の遊走子は 4-6μmの大きさで 4本のベン

毛と 1個の眼点を有し，正の走光性を示す。との遊走

子は付着後直ちに発芽して円形に生長し， 5-6日聞

は一層細胞のままで経過するが，その後は体中央部分

が多層細胞となる。成熟すると体中央部分の表層細胞

が遊走子婆に念り，これから放出された遊走子は再び

盤状の体となる。また，貧栄養の状態では 2-3日間

で毛状細胞を発出するととや，遊離の状態で発芽した

場合は糸状または不定形の細胞塊を示すζ とも観察さ

れた。

以上の結果は Nielsen(1977)の報告と一致し，Ul-

vella lens CRつUANアワピモ(新称)と判明した。

尚，照度1000-8000lux_ 200Cで生長，成熟が早かっ

た。(*北大・水産.特北海道立栽培漁業総合センター)

(40) 黒木宗尚・ o清水哲:アメリカの Porphyra

occidentali8 Setchell et H聞と日本のキイロタ

ザ“P.occidentali8"の比較

P. occidenta:is S. et H. (in Hus 1900)はアメリカ

の太平洋岸の Monterey地方の CarmelBayから報告

された Diploderma亜属の一種で，雄だけが報告さ

れている。 HOI.I.ENBERGand ABBOTT (1956)は，

Hus (1900)が同じく Monterey地方から報告した

Diploderma亙属の“P.variegata"は，雌だけの体

であるが， KJEI.LMAN (1889)の D3p!.odermavaηre-

gataとは違う P.occidenta~is の雌であるとした。

我国では KAWABATA(1936)が色丹島から NAGAI

(1941)が占守島から P.occidentalis (キイロタサ)を

報告している。雄の体だけについてである。黒木(1978，

1979)はKAWABATA，NAGAIが P.occidenta!isと

同定したものと同じものが北海道東難にも存在し，雄

体だけでなく鯵体のある維雄異株の藻であるととを明

らかにし，その形態的，生態的特徴を報告した。

筆者らは昨年 (1980)8月に Husが“P.variegata" 
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とし， HOLLENBERG and ABBOTT (1966)が P.occi-

dentalisの雌とした植物を Montereyで採集し，その

形態的観察を行い. Husの P.occidenta!is，“P. va-

riegata"の記載と比較し，また日本の“P.occidenta-

lis"と比較した結果，体の厚さ等の比較から Husの

P. occidenta:isと“P.variegata"が果して同種であ

るか， 日本の“P. occidenta~is" の雄は Hus の P.

occidenta!is Kよく似ているが， 同種としてよいかは

更にアメ Pカの材料についての調査・研究が必要であ

る 。 ( 北 大 ・ 理 ・ 植 物 )

(41) 吉崎誠:紅藻ソデガラミの生殖器官と分類

紅藻ウミゾウメシ目キータンギア科にはフサノ P属，

Pseudoscinaia， G loiophloea，ニセフサノ P属， Whι 
deyella， Chaeta."Ig;'um，ガラガラ属とソデガラミ属の

8属が知られている。

ソデガラミ属植物の四分胞子護，雄性生殖器官と完

成した遜果についてはすでに詳細悲報告がある (SVE-

DELlUS 1952， WEBER V AN BC~SE 1921， ITONO 

1979)。 しかし， 雄性生殖器官や若い護果形成に関す

る報告はない。 i家者は八丈島産のソデガラミをもとに，

雌雄両生殖器官と褒果形成過程，四分胞子褒について

の詳細を観察したので報告する。雌雄巽株。雄性生殖

器官は球形の生殖棄を形成。造果枝は 3細胞。造果技

第1細胞と第2細胞は側糸を発出。前者の側糸は受精

後果皮に発達。後者のそれは 3回の細胞分裂を経て合

計4個の器下細胞群を形成し，受精後漸次大きくなる

と同時に極めて内容に富む。造胞糸は最初に造果器よ

り発出すると思われる。造胞糸の発達に伴い，造胞糸

基部細胞，音量下細胞群とそれに近接する果皮の細胞ら

が互いに融合して一つ大きな融合組織をつくる。四分

胞子裂は輪生枝に生じ，十字状に分割。これらの結果

は SVEDELIUS，WEBER V AN BC~SE， ITONOらの観

察結果とよく一致し，雄性生猪器官の形態は SVEDE-

LlUSが指摘するようにガラガヲ属のそれに近似する。

しかし雌性生殖器官の構造は上述8属のうち Chae-

tan品川m とガラガラ属の2属を除く他の属に似る。

(東邦大・理・生物)

(42) 梶村光男:紅藻ガラガラ科フザノリ属の一新種

本種の体は柔かい膜質，桃色一淡紅色で，盤状根から

直立し，円柱状，直径2.5-3mm，高さ， 3-5cm， 3-

5回叉状に分岐し，枝の肢は鋭角，規則的鐙れ悲し

枝端は細<.表皮は胞のうと同化細胞とから成る。皮

下層は 2-4層の細胞及び糸状細胞から成り，髄は糸
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状細胞からなる中軸及び中刺lから放射状に伸びる糸状

細胞とから成り，糸状細胞は皮下層細胞と連絡する。

色素体は不規則な帯状で，表皮及び皮下層細胞に存す

る。雌雄同株。雄性配偶子のう斑の形は不規則で小さ

し体表面に散在する。雄性配偶子のう斑には胞のう

が有る型と，それの無い型とが同一個体に於いて見ら

れ，雄性配偶子のう母細胞は皮膚細胞の先端だけでな

く，表皮の同化細胞先端からも数個生ずる。造果校は

3個細胞から成り，器下細胞は縦に分裂して 2-5個

となる。造果枝の第一細胞からは果皮となる細胞糸を

生ずる。受精後造果器側聞または上部から造胞糸の第

一細胞を数個生じ，造胞糸細胞のうち造果援に近いも

の，造果器，器下細胞，造果枝第一細胞は癒合し，発

達した造胞糸の下半部は柔組織を成し，上半部は遊離

糸で，その全細胞または上部数個細胞が果胞子のうと

なる。のう果は体の各部に散在して，表皮下に埋在し，

洋梨形，要員状部を有する球形または宝珠形を呈し，頂

端に 1個の果孔を有する。(島根大・理・臨海)

(43) 0吉田忠生*・吉田明子:シノブグサ(紅藻フジ

マツモ科)の所属について

シノブグサの成熟した標本を三重県長島で得て，そ

の構造を検討した。

体は背腹的な構成をもち 5周心管からなるが皮層

はない。中心細胞から仙の開度のラセンで枝の原基

となる細胞が切り出される。とのうち栄養体部分では

背商の l~J と腹面の 2~Jの原基はふつう 1 細胞のまま

発達せず，時にとの細胞の上に早議性の毛状葉が生ず

ることがある。左右の 2~Jの原基は発達して主軸と同

禄な無限生長の側枝となる。腹面の周心細胞からは先

端が盤状になる仮根を生じて基物に附着する。

精子器は毛状葉に代って枝の先端部に作られる。プ

ロカノレプは毛状葉の基部から 2番目の細胞に生ずる，

襲果は無枝で球状に近く，成熟すると果孔部が伸びて

壷状になる。四分胞子礎は側枝に作られ，各節に l個

ずつ生ずる。

主として栄養体の構造を近縁の Metamorphe，Dip-

terosiphonia， Herpopterosと比較し，そのいずれと異

もなることから.新属とすべきととを提唱する。

け北大・理・植物)

(44) ザンドラ・フォトス:ハワイ産褐藻ムラチドリ

属の一種 Chnoosporaminima(HERING) PAPEN-

FUSS (カヤモノリ目)の形態学的観察

ハワイ産の褐藻ムラチドリ属の一種 Chnoospora

m:nima (HERING) P APENFU~S の天然から採集した

藻体および培養によって得た藻体を用いて，形態およ

び発生過程の研究を行なった。

藻体は二叉分校の偏平で細長い形態を示し，皮層細

胞は 1個の大きな葉緑体と 1個のピレノイドを有する。

業部と基部は lまたは 2層の皮層細胞とその内側の髄

層細胞層とからなる。頂端皮層細胞に由来する複室生

殖器官は求基的に形成され，数 cmの間隔をおいて葉

体表面全体を覆うようになる。葉体の生長は特徴的な

亜頂端の表皮層によるものである。以上の結果から，

本海は Chnoo学oraminimaと同定されるが，本藻の

形態はカヤモノリ目の他の属のそれとよく一致する。

とのことから本種はカヤモJY自に所属させる ζ とが

妥当である。

ノ、ワイにおける野外の観察から本務は多年生で，波

の影響を受けにくい場所では年聞を通じて生育し，と

くに波のつよい場所の大きな務体にかぎり一時的に消

失する。

培養による研究から，本藻は単為生殖により盤状体

を形成するととが明らかとなった。(筑波大・生物)

(45) 0 JII井浩史・黒木宗尚 :Litosiph仰の 1新産

種(イソヒゲモ:新称)について

Litos争h仰属(編漠，ウイキョウモ目)には本邦で

は L.yezoense (コプJヒゲ)が報告されているが，

今回室蘭において体に毛 (PhaeoPhyceanhair) を有

する点でコプノヒゲとは明らかに異なる議を採集し，

その形態学的飯察を行ない，また遊走子の培養を行つ

てその生活史を明らかにした。

藻体は低潮線下の丸石上に叢生し，高さ 8mm， 直

径 0.4mmに透する分枝せぬ円柱状で体の下部より発

出する仮根を有する。体は 1-2~司lの皮層細胞と数個

の大きな内層細胞からなり，表面に毛を散在する。成

熟すると皮層細胞とほぼ同じ形をした複子褒が体の表

面に形成される。

複子護由来の遊走子より培養を行った結果，遊走子

は接合せずに旬旬糸状体に発達し，長・短日両条件下

で披針形の複子褒を形成する。との筒旬糸状体は長日

条件下においてのみ直立体を発出し，もとの藻体に発

達し披針形の複子褒を形成する。筒旬糸状体の複子褒

に由来する遊走子も同様な経路を経て筒旬糸状体とな

り，また直立体となった。自然の藻体と培養で得た直

立体はいくつかの形質において変化がみられた。

本線は Litosiphon属の中では L.groenlandi・cusに

最もよく似る。体の大きさなどにいくつかの違いがみ



られるが，培養結果をあわせて考えると現時点では

L. groen!andictωに同定するのが妥当と考える。なお

本藻をイソヒゲモと呼びたい。(北大・理・植物)

(46) 鯵坂哲朗:若狭湾の冠島にみられたイシモヅク

について

若狭湾内である舞鶴沖の冠島で，イシモヅクに似て

いるが，枝の分岐方法および培養による生活史の様式

が同湾に普通にみられるイシモヅクと異なるものが，

採集された。

藻体は，長さ 8~15cm の中空体である。主とし下

部で不規則に 2~3 回分校する。明瞭な主ililhをもつも

のや， 2~3本の主枝に分かれるものがある。主制lや

枝は，径 1~3mm て太い。同化糸は， 4~8細胞で，

その先端細胞は球状に肥大し，径 17~22μm である。

単子のうは，同化糸の基部細胞や皮下層の最外細胞に

生じ，無柄または 1細胞の柄をもち，倒卵形で， 61~ 

108x25~32μm の大きさである。

本種は，藻体の分校からみて遠藤先生が越後粟島で

採集された標本 (INAGAKI1958， Pl. VI-2)に似てい

る。 INAGAKIは，とれをイシモヅクの一品種， f. di. 

varicataと同定している。

培養すると，単子のうからの遊走子が，そのまま発

芽して，複子のうをつける微小発芽体と親と同じ胞子

体の型になること(普通のイシモヅクでは，微小発芽

体=配偶体だけになる。)や，その胞子体の発生初期

に，組な分校の筒箇糸状体から同化糸を直立する(普

通のイシモヅクでは，旬旬盤状体から直立する。)

(京大・農・水産)

(47) 小島勝彦*・ 0坂東忠司林 Pleurotaenium

tignum HINODE (Desrnidiaceae)の生殖に関する

ニ，三の知見

Pleurotaeni・'umtignumは HINODE(1961)によっ

て四国から接合胞子と共に記載発表された極めて大型

の種である。しかし，その時報告された援合胞子は未

熟なものであり，生殖の詳細については殆んどが不明

のままであった。我々は広島県の水田から得られた本

種の 62クローシを暗養し，以下の結果を得た。

無性生殖:分裂は明期の終わり頃から始まり暗期の

うちに終了する。分裂後は先端部に残った H型の細

胞壌で連らなり，時には数 10個体が連った糸状とな

る。

有性生殖:得られた62クローンはすべてホモタリッ

クな株であった。有性生殖期に入ると糸状に連らなっ
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た細胞は 1個ずつに分かれ，一方の半細胞が極端に短

い配偶子褒となる。各々の配偶子裂は滑走運動により

対合の相手を捜す。やがて対合が起こり地峡部が聞い

て両配偶子裂から乳頭状突起が伸び始めると，約 2~

3時間のうちに媛合胞子が形成される。成熟した接合

胞子は直径 115~180μm の球形あるいはだ同体で，光

顕レベルでは少なくとも 4層の膜構造が観察される。

外側の第 1，II層は共に平滑透明で，第II層は比較的

厚い。その内側に接する第 III層は，薄い赤褐色の平

滑な膜であるが， 最・も内側の第IV層は褐色で表聞に

多数の突起を有している。

(*広島市水道局，紳広島大・理・植物)

(48) 中野武畳:広島県産緑藻 EremosphaeraDE 

BARYの2種について

オーキスチス科に属する Eremosthafiraは，現在ま

でに世界から 5種記載されており，日本には E.viri-

dis の産することが知られている。 1980 年 4~5 月に

かけて，広島県各地の池，湿地，水田，水溝などから

本属に同定される藻類を多数得た。これらを分離し，

主として CA培地を用いクローン培養を行った。今回

はとれらのうちから，E. viridisと E.gigasについ

て細胞の外部形態，葉縁体の形態，自生胞子の形成，

各種培地での生育状態などについて，分類学的検討を

行ったので報告する。

E. viridisは，広島県の各地から採集することがで

き 20株を分離， 培養するととができた。細胞は一

見球形に見えるが， SMITH & BOLD (1966)が報告し

ているように，かなりの細胞が亜球形であった。また，

細胞の大きさには，クローシ問でやや差が認められた。

ほとんどの藻株は， pH7.0付近が生育に適していた

が，水閏から得た 1株は，最適 pHが6.0付近にあった。

E. gigasは，県内2ヶ所の湿地から採集され 4株

を分離，培養した。細胞は広楕円形で，細胞長軸の両

端K.polarnoduleを持つ。いずれの藻株も pH7.0付

近で生育良好であった。(広島大，理，植)

(49) 0斎藤英三*・山岸高旺紳:サヤミドロ科藻類

の卵胞子の膜面模様について

サヤミドロ科 Oedogoniaceaeの藻類の卵胞子膜に

は，外層または中層に凹み， )JjJ線，練状突起あるいは

波状隆起等のみられるものがある。それらの個々の性

状は種の標徴形質のーっとされているが(HIRN，1900; 

TIFFANY， 1930)，微細面にわたる観察についてはま

だ不十分である。
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演者らは WITTえOCK ら (1889-1903)の Algae 認められるし， 0， boscii (LE CLERC) WITTROCKで

Aquae Du¥cis Exsiccatae， Fasc， 21-35，および CO- は肋線のある膜函とその外側の膜との結びつき具合は

LLINSら (1895-1911)の PhycothecaBoreali-Ame・ HIRN (1900)の記載にほぼ一致している。一方， Exsi-

ncanaに収録されているサヤミドロ属 Oedogonium， ccataeにある B，pygmaea PRINGSH，; WITTROCK 

プノレボケーテ属 Bulbochaeteの標本についての走査電 では肋線というよりはむしろ網目模様に近い膜函が観

顕による資料をえて，従来の記載と比較検討を行なっ 察された。とれらの結果について報告する。

た。それによれば， 0， acrosporum DE BARYでは肋 (*専大・商・生，紳日大・農獣・生)

線と肋線との聞にいままで不明確だった模様が確実に
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座長

(1)一(3):猪川倫好(筑波大・生物)

(4)一(6):渡辺真之(国立科博)

(7 )一(10):丸山晃(東大・応徴研)

(11)ー(14):熊野茂(神戸大・理・生物)

(15)ー(18):黒木宗尚(北大・理・植物)

(19)一(21):西淳一俊(日大・農獣・水産)

(22)一(24):有賀祐勝(東水大・植物)

特別講演:千原光雄(筑波大・生物)

(25)一(27):福島博(東女体大)

(28)一(30):渡辺信(富山大・教養・生物)

(31)一(33):横浜康継(筑波大・下回臨海センター)

(34)ー(36):小林弘(東京学大・生物)

(37)ー(39):山岸高旺(日大・農獣・生物)

(40)一(43):右田清治(長崎大・水産)

(44)一(46):奥岡武男(九大・水産)

(47)一(49):秋山優(島根大・教育)
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2医i&:*，'j翌週

中央口

21筑波大学中央|

荒川i'"駅

一一パス路線図

-交通

」
第二学群棟

④ 

1 .常磐線土浦駅下車(上野から l時間10分)。関鉄パス②番乗場

から『筑波大学中央』行または「高エネルギー研究所」行に乗車、

「筑波大学中央」で下車(約40分)。

2 .常磐線荒川沖駅下車(上野から 1時間)。関鉄パス『筑波大学中

央』行に乗車、「筑波大学中央」で下車(約40分)。
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.自然 界 を 知 る た め の 権 威 ある正確な図鑑ノ 1 

保育社の原色図鑑
園田富置霊園霊園圃

a)植物

⑨原色花丹図鑑上

⑩原色花井図鑑下

⑪原色蓄積洋蘭図鑑

⑬原色 星 高 山 植 物図鑑

⑩原色是植物図鑑(義f)
⑩原色是植物図鑑(草育)

⑫原色星植物図鑑(議官)

⑩原色皇海藻図鑑

⑩ 原色果樹木図鑑

⑮原色星菌類図鑑

⑩原色 皇 羊 歯 植 物図鑑

⑩続原色星高山植物図鑑

⑩原色果実図鑑

⑩原色園芸植物図鑑 I
⑩原色園芸植物図鑑E
⑩原色園芸植物図鑑E
⑮原色 園 芸 植 物 図鑑N
⑨原色 園 芸 植 物 図鑑V

⑩原色 是 薬 用 植 物図鑑

⑩原色和漢薬図鑑上

⑨原色和漢薬図鑑下

⑩原色星野菜図鑑

⑩ 続原色是菌類図鑑

⑩原色皇植物図鑑(寧f)
⑩原色是植物図鑑(寧青)

⑪ 原色星蘇苔類図鑑

⑫原色星 地 衣 植 物図鑑

⑮原色 塁 帰 化 植 物図鑑

b)動物

①原色皇蝶類図鑑

②原色是昆虫図鑑上

③原色悪昆虫図鑑下

④原色星貝類図鑑

⑤原色星魚類図 鑑

⑥原色暴鳥類図鑑

⑦原色星晴乳類図鑑

⑧原色 是 海 岸 動 物図鑑

大阪市東区上町1丁目17-13 
〒540 電話 (06)762-1731閥

⑩ 原 色 熱 帯 魚 図鑑

⑮原色星蛾類図鑑上

@原色星蛾類図鑑下

@続原色星貝類図鑑

⑮続原色悪魚類図鑑

e続原色熱帯魚図鑑

~~原色悪両生隈虫類図鑑
復 原 色 星 淡 水 魚 類図鑑

制果淡水プランクトン図鑑

⑥原色家畜家禽図鑑

⑩原色襲貝類図鑑 I

⑩原色襲貝類図鑑 E
⑩海洋プランクトン図鑑

⑩原色果蛾類幼虫図鑑上

@原色是蛾類幼虫図鑑下

([4原色樹木病害虫図鑑

舗原 色毒 薬病 害虫図鑑

c) 岩石・鉱物

ゆ原色岩石図鑑

作〉原色鉱石図鑑

@続原色鉱石図鑑

⑩原色化石図鑑

@原色星蝶類幼虫大図鑑I
@原色皇蝶類幼虫大図鑑E

@原色星胸跡類大図 鑑

@日本プランクトン図鑑

@原色星野鳥生態図鑑I
@原色星野鳥生態図鑑E
@ 原 色 飼 鳥 大図鑑

@原色襲衣服大図鑑

@原 色 木 材 大図鑑

@原色星植物生態図鑑

唖毛色図書監・カラーブv ク 仇

と3呆育社二コ

置量亘書雇[;;Ps1翠謹温
a) 植

標準原色 7. 

標準原色 8. 

僚準原色 9. 

標準原色 10.

標準原色 11.

標準原色 12.

標準原色 13.

標準原色 14.

標準原色 15.

b) 動

物

園 芸 植 物

樹木

植 物 I
植 物 E
高山植物

温室植物

有 用 植 物

菌類伎のお

海藻・海浜植物

物

標準原色 1.蝶

標準原色 2. 毘

蛾

虫

標準原色 3. 貝

標準原色 4. 魚

保準原色 5. 鳥

標準原色 16. 海岸動物

標準原色 17. 熱帯魚・金魚

標準原色 18. 飼鳥・家畜

標準原色 19. 動 物 I 
標準原色 20.動 物 E 

c) 岩石鉱物

標準原色 6. 岩石鉱物

1.東南アジア編 I
申 2. 東南アジア編 E

3. 南北アメリカ編 I
申 4. 南北アメリカ編E

5. ユーラシア編

申 6. 7"フリカ編
士事印は未刊〉

原色植物観察図鑑

那須の植物誌

滋賀県植物誌

草木図説木部主-J語
原色世界蝶類図鑑

東京都豊島区南大塚1丁目1・2
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理化学器械・医科器械

創業大正 7年歴史と信用を誇る

~営業
I二1
nn r 1---

用化学器械

医科器械

代表取締役 武藤竜吉

本社/札幌市北区北 11条西 4丁目 官官 (741)5111番

医用電子器械
支庖営業所/函館・旭川 ・釧路・帝広 ・室蘭・北見・苫小牧

東京底〆東京都台東区入谷 1丁目 19番 2号 官官 (874)7141番

レントゲン装置

計量器

営業所/友減・仙台.i奇玉・福岡

E温器hトヨ
-海藻標本乾燥器 1 C永田式植物標本製作器301)

石図 ￥100.000C送料共)

1倣l[j(紙で約半 111/且ノドf去、本総で乾燥しますと、 150枚fl!:のi毎泌総

本が 1-211でできあがリます。

内容 850 x 500 x 300酬のジュ ラルミン製の孝行引谷総で¥小型ブロ

ア1[:.r.1.1け。付属品は段ボール板(5 x 420 x 300mm) 400枚‘

(5 x 840 x 600mm) 50，f.文。

-海藻標本乾燥器 II C永田式檀物標本製作器302)

￥70.000C送料共)

み:~(ムI .. ~c乾燥 ~:n と使J Il )jilミ与は号、<1，;1じですが、キI.Jy:;の大き

さで、原*製作iiUJは ll!I1に約70枚。

内容 430 x 500 x 300mmのジュラルミン製の桁 L\~! 作誌で、 小型ブロ

アj収付け。付属品は段ボール板(5 x 420 x 300mm) 200枚 .

@海蓮標本乾燥器(永田式植物標本製作器)を推薦します。

千lJ;1光1&(筑波大学ー生物科学系教授)

if正磁の杭本は美しし、。まるで絵にかいたようである。 しかし、「総本を作るのがl而佐IIJ とか、「吸収紙のとり

かえが厄介」と 弓う 人速が多し、。市夫、 l吸収紙のと りかえは思いのほか厄介な作業である。7klH式植物続本

裂(;;{.:f.(jj'Tl:.v，棋*乾燥総)(ム イj¥ljfいことに、このような厄介さを J作に解消させて くれる。第一ーに安全であ

り、取扱い も簡便であ る。 しかも総本は災によく lLIがる。私どものと ころでは、この海藻桜木乾燥総は尖

に重宝がられており、とくに多人数のii正渓;人;~l~:の際には大前線である 。

《注文先〉 川伊 ω9294)ト ど16?8......
〒410021 静岡県田方郡韮山町四日町227ー|

永田克己



酉漂一俊・千原光雄編 A5判・ 776頁・定価 12，000円
四面海に固まれているわが国にあ、いて，務類は昔から食用として，また寒天やアル

ギン酸などの原料として日常生活と深いかかわりをもっと共に，*界の物質生産者

として，あるいはf.~l貝類の飼料や生息場の提供者として，水産学や生態学の重要な
研究対象となってきた。その反}白j，環境の汚染にともない，議類は海洋の赤潮及び

陸水の水の慈の構成生物として最近は注目をあびている。これら系統的に多系な藻

類は，形態・生理・生化学など純理学的にもきわめて興味深い研究対象といえる。

本書は，i.誕類の研究を行なっている人々，これから行なおうとしている人々のた

めに，その分離・培養・生態・生理・生化学など全般にわたって詳細に研究T段・

方法を解説したものである。研究子法のみならず，藻類全般を知ろうとする人々の

読物としてもたいへん役に立つものである。

【目次】 序論=i.泌誕類6仰僻1庁f究のH腿唾L以史lヒ:的背E崇そと住腿是望塑f 藻類の分離と培護i法去=1.縫築類の分i肉雌目維佐と土m自養の
j万'ii;法去/大型ト泌誕の分l肉雌H掛維i佐自と士培去養/1:微紋桁制H糠築の分i雌月紘陸とt椛i白T養/生長のil測11山則1削制|リ定/士椛f汚f養液の干干研積¥]i市T官f類と組!成必/詰泌誕
f体本のi保呆存法 藻類の形態と細胞の観察法=一般的な1形杉態の観祭/桜と染色体の観察/k変
型電子顕微鏡による観察 藻類生理生態研究法=現存設の測定/光合成・呼吸の測定/環
境要因の測定 藻類の生化学的研究法=光合成色素の定性と定f止法/炭素代謝鮮素の1111出
とilliJ定/準家代謝鮮素の柑HP.と測定/同化物質の検出と同定/細胞壁構成物質の検出と同
定/二次代謝物質の検定と同lli/務類の有ぞ1:生舵を制御する生体物質ー受精物質と'I~I:ホル
モン 付録:議類の分類/泌類の分類表/藻類の純の同定の参考書

-生態学研究法講座

11 水界微生物生態研究法 関文附/定価12∞円

12 土壌微生物生態研究法 鈴 木 蹴 抑 制 約 定 価1500円

13 動物・植物および微生物の相互関係研究法飯泉茂諸12綜

24.水界生物生態研究法11岬宏吉田能久間古時/定f

・生態学講座

3 水界生態系
7.水界植物群落の物質生産 I 生嶋功著/定価1100円

8.水界植物群落の物質生産11 有賀祐勝著12122

環境と生物指標i
( 1 =陸上編/2=水界編)
日本生態学会編……………A5・(各)定価3200円

断
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…
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本
四
産

日
制
ホ
久保伊i幸男・吉原友吉著………A5・定価4200円

-共立科学ブックスから

44.菌類と人間
R クソク著/と iilì宏一郎他af{86 ・ ~fl曲 1600円

45.魚の社会学
力日福竹一郎著...・ H ・-…..86・定価1300円

46.マグロの話
回山準ー箸…...・H ・..……86・A価1300円

112東京都文京区小日向 4-6ー 19共立出版電話附仰511/振替東京1・57035



学会出版物

ド記のIU版物をこ'希望!のブJに頒布致しますので，学会事務!みま でお'1'し込み下 さい。 (1I1Ii絡は送料を含む)

1. i藻類」パ γ クナンバー !日IP仇 会Hは作月 1，000円， ;W会 ~l には名号' 1 ， 500 /' L 夕、号 ・ 1 巻 1 -2 り ， 5巻

l 勾 6巻 1-3万 7巻 1-3万， 8巻 1-3号 9之さ1-3け.

2. i藻類」索引 HO-ti:，lIlIi絡，会員1，0001'L JI:会員1，500I'J. 11-20巻， 会1-'t1，5001-'-1， 非会員2，000門.

3. 山田幸男先生追悼号 泌類25巻明iilL L977. A 5版， xxviii+4L8点.111川先生のill彩 ・経庇 ・築総一覧 ・

迫悼文及び|勾外の淡綴学青より九'附 された論文50k~IJ (英文26，不11文24)をjfJil主.filli絡5，5001工j.

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

North PacifJc. L A. ABBOTT • .' .Ç\ ~ミ宗尚共編， 1972. B 5版 xi、+280頁 6図版.lI'Rl司:46年 8月に札幌で開催

された北太子作産海藻に|刻する日米科学セミナーの，it:tkで， 20編の研究181i竹 (英文)をjfJ岐.価格3，000円.

5 北海道周辺のコンブ類と最近の増養殖学的研究 1977. B 5版， 65頁. 1昭和49年 9月， 札幌で行なわれた

日本藻類学会 I:!HJ.r コンブに|民lす る IU~出会」 の記録 . 4論文と討論のiQ行 自Ii絡7001'1

Publications of the Society 

Inquiries concerning copies of the following publications should be sent to the japanese Society 

of Phycology， c/o Institute of Biological Sciences， The University of Tsukuba， Sakura-mura， lbaraki-

ken， 305 Japan. 

1. Back numbers of the Japanese Journal of Phycology (Vols. 1-25， Bulletin of japan巴s巴 Society

of Phycology). Price， 1，250 Yen per issue for members， or 1，800 Yen per issue for non member 

Lack: VoL 1， Nos. 1-2; VoL 5， No. 1; VoL 6， Nos. 1-3; VoL 7， Nos. 1-3; VoL 8， !¥os. 1-3; VoL 9， 

Nos. 1-3. (incL postage， surface mail) 

2. Index of the Bulletin of Japanese Society of Phycology. VoL 1 (l953)-VoL 10 (1962)， Price 
1，500 Yen for member， 2，000 Yen for non member， VoL 11 (l963)-VoL 20 (l972). Pric巴 2，000Yen for 

member， 2，500 Yen for non member. (incL postage， surface mail) 

3. A Memorial Issue Honouring the late Professor Yukio YA~IADA (Supplem巴nt to Volum巴 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 Y _'\ ~ I ，\D八 。 Pr i ce ， 6，000 Yen. (inci. postage， surface mail) 

4. Contributions to the Systematics of the Benthic Marine AIgae of the North Pacific. Edited 

by L A. AIl110TT and M. KUROGI. 1972， xiv+280 pages， 6 plates. Twenty papers followed by discus-

sions are included，、vhichwere presented in the U. S.-japan Seminar on the ;-.Jorth PacifJc benthic 

marine algae， held in Sapporo， Japan， August 13-16， 1971. Price 4，000 Yen. (inci. postage， surface 

mail) 
5. Recent Studies on the Cultivation of Luminuri日 inHokkaido (in japanese). 1977， 65 pages 

Four papers followed by discussions ar巴 included，which were presented in a symposium on Laminaria， 
sponsor巴dby the Society， held in Sapporo， September 1974. Pric巴 700Yen. (inci. postage， surface mail) 
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