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Amphiroa itonoi1l (Corallinales， Rhodophyta)， a new species 

of marine algae from Japan 

Vithya SRIMANOBHAS and Tomitaro MASAKI 

LaboraωヮofMarine Botany， Facultr of Fisheries， Hokkaido University， Hakodate， 041 Japan 

SRIMANOBHAS， V. and MASAKI， T. 1987. Amthiroa itonoi (Cotal1inales， Rhodophyta)， a new spe-ci目

。fmarinealgae fromJapan. Jap. J. Phycol. 35: 1-9. 

AmthiToa itonoi (Coral1inales， Rhodophyta)， a new species of articulated coral1ines， is described 
fromJapan. The p¥ants are minute and semi-endophytic on AlIψhiroa dilatata LAMX.， Amphiroa misaki-
ensis YENDO and Amphiroa rigida LAMX. by cr凶 toseho¥dfasts with processes from the lower surfaces 
projecting into host tissue. Genicu¥a are made up of two tiers of ce¥ls which are unequal in length 
and join each other by oblique cross-wa¥ls. Reproductive町 ucturesin tetrasporangial， rna¥e and 
fema¥e plants are typical of Amthiroa. Amthiroa itonoi bears a 1でsemblanceA. r信ida，especia¥ly as 
regards genicula and holdfasts. 

κりIlndex Wordr: Amphiroa; Amphiroa itonoi; Corallinales; Rhod<りわ'ta;semi-endothyte; 
taxonomy. 

While studying articulated corallines in 

southern ]apan， a small species of Amthiroa 

was discovered growing as a semi-endo-

phyte2) in Al1ψhiroa dilatata LAMX.， A71ψhiroa 
misakiensis YENDO and A71がかoarigida LAMX. 

This is somewhat unusual， since most spe-
cies of Amthiroa are epilithic. However， 
some species are epiphytic， such as Amthiroa 
currae GANES. on Gelidi・umserrulatum ]. Ag. 

(GANESAN 1971).， and some are semi-

endophytic， such as Amthiroa verruculosa 

KUTZ.， A. rigida LAMX. and Amthiroa sp.， 
which grow in crustose corallines (CABIOCH 

1969， 1972). Some non-articulated coral-

lines， such as Clathromoψhum parcum (SETCH. 

et FOSL.) AoEY in Calliarthron sp. (畑EY

and ]OHANSEN 1972) and Choreonema thuretii 
(BORNET) SCHMITZ (WOELKERLING， in press) 

1) Th唱 speciesis named for Dr. H. ITONO of Kago-
shima University， who is a specia¥ist on the Cera-
rniaceae of southcrn Japan， and has for rnore than 
five years en∞uraged the first author in studying 
coralline algae. 
2)τ'he term serni-endophyte is used according to 
CABIOCH (1972) and app¥ies to plants which are 
partial1y embedded in host tissue， but without 
cellu1ar connections with the host. 

in species of Jania， Halittilon and Cheilo・
storum are also semi-endophytic in other 

corallines. Most species that grow in 

other corallines are anchored to the host 

by peg同 likestructures that have developed 

in conjunction with growing host tissue. 

On close examination， the small plants 

from southern ]apan are recognized as 

constituting an undescribed species of 

Amthiroa. The purpose of this paper is 

to describe the vegetative structures and 

reproductive organs in a new species of 

coralline algae， Amphiroa itonoi. 

Materials and Methods 

The observations were based on materials 

from: (1) U shinohama， Kagoshima Pref. 
(the type locality)， 1 ]une， 1984 and 26 
February 1985; (2) Shiraiwazaki， Reihoku 
Town， and Ts‘jishima， Itsuwa Town， 
Kumamoto Pref.， 2-3 March， 1985; (3) 
Akasaki， Yoronjima， Kagoshima. Pref.， 25 
May， 1983; (4) Okitsu， Kubokawa Town， 
Kochi Pref.， 28 March， 1978 and (5) 
Nabeta Bay， Shimoda City， Shizuoka Pref.， 
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19 Apri1， 1981. Freshly collected speci-

mens were preserved in 10% formalin・
seawater. The holotype of Amphiroa crusti-
formis DAWS. in AHFH (herbarium of the 
Allan Hancock Foundation， University of 
Southern California) was also examined. 

Materials for sectioning were decalcified 

in Per白 yi'ssolution (MASON 1953) and 
embedded in paraffin. Sections were cut 
ι8μm thick and stained either in Dela-

field's hematoxylin and counterstained with 
2 % aqueous eosin， or in phosphotungstic 
acid hematoxylin. 
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Amphiroa itonoi sp. nov. (Figs 1-19) 

Plantae parvae， usque ad 6 mm  alt. e 
3-6 frondibus erectes e hapteris crustosis 

enascentibus constitutis; haptera circularia， 
4-7 mm  diam.， superficies superiores con-
vexae， superficies inferiores in telis inter-

genicularibus aliarum specierum Amphiroae， 
protrusionibus claviformibus， ex parte 
inclusae; frondes dichotome semel ad bis 

ramosae; intergenicula prorsus cylindrica， 
0.2-0.3 mm  diam.， aut supra compressa 

facta et in partibus superioribus 0.4-0.5 
mm  lat.; medullae intergeniculares multi-
zonales， strata cellularum plerumque alti-
tudines duas differentes praebentia; strata 

brevia 10-30(-37)μm alt. atque strata 

longa (27)35-100μm alt. ; genicula e duobus 
stratis cellularum altitudine inaequalibus 

constituta， strata superiora 15-35μm alt.， 
strata inferiora 75-155μm alt.， dissepi回

mentis transversis inter strata plerumque 
obliquis ; conceptacula tetrasporangialia 

100-125μm diametro interiore， tetra-
sporangia in periferiis centrisque concept-
acularum reperta; conceptacula mascula 
80-145μm diametro interiore; concept-

acula feminea 65-87μm diametro interiore; 

conceptacula carposporangialia 100-1551lm 
diametro interiore， cellulae coalescentes 
5-7μm crass.， 63-83μm lat.， filamenta 
gonimoblasti e marginibus atque super同

ficiebus superioribus cellularum coales-
centium enascentia， regiones centrales cel-

lularum coalescentium sine filamentis; 

carposporangia 10-12μm diam.; omnia 

conceptacula conspicue protrudentia. 
Holotypus: Plantae semi-endophyticae 

in AmPhiroa misakiensis YENDO in saxis 1 m 
infra planitiam mediam maris colentes; 

in loco Ushinohama， 6 km south of Akune 

City， Kagoshima Pref.， ]apan dicto. 26 m 
Feb. 1985. In loco Laboratory of Marine 

Botany， Faculty of Fisheries， Hokkaido 
University， Hakodate， ]apan dicto de-

posltae. 
Plants small， up to 6 mm  high， consisting 

of 3-6 erect fronds from crustose holdfasts; 

holdfasts circular， 4-7 mm  in diameter， 
upper surfaces convex， lower surface 

partially embedded in intergenicular tissues 

of other species of Amphiroa by peg-like 
protrusions; fronds branching dichoto-

mously 1-2 times; intergenicula cylindrical 

throughout， 0.2-0.3 mm  in diameter， or 
becoming compressed above and 0.4-0.5 
mm  broad in the upper parts; inter-

genicular medullae multizonal with cell 

tiers mostly two different heights， short 
tiers 10-30 ( -37)μm high， long tiers (27) 
35-100μm high; genicula of two cell-tiers 

of unequal height， upper tiers 15-35μm 
high， lower tiers 75ー155μmhigh， trans-
verse walls between tiers mostlY oblique; 
tetrasporangial conceptacles 100-125μm 

in inner diameter， tetrasporangia in the 

peripheries and centers of the conceptacles; 

male conceptacles 80-145μm in inner 

diameter; female conceptacles 65-87μm 

in inner diameter; carposporangial con-
ceptacles 100-155μm in inner diameter， 
usion cells 5-7μm thick， 63-83μm broad， 
gonimoblast filaments arising from the 
edges and upper surfaces of the fusion 
cells， central regions of fusion cells lacking 
filaments， carposporangia 10-12μm ln 
diameter; all conceptacles protruding 

prominently. 

]apanese name: Itokagari 
Holotype: Plants semi.引 ldophytic on 

Amphiroa misakiensis YENDO growing on 
rock， 1.5 m below M.S.L.， Ushinohama， 
6 km south of Akune City， Kagoshima 
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Pref.， Japan， 26 February， 1985. Housed 

in the Laboratory of Marine Botany， 
FacuIty of Fisheries， Hokkaido University， 
Hakodate. Isotype in the National Sci-

ence Museum， Tokyo. 
Distribution: From the central part 

of western Honshu south along the Pacific 

coast， south coast of Shikoku， south and 
west coasts of Kyushu and Yoronjima of 

the Ryukyu Islands. 

3 

Observations 

Vegetative anato問)': Each plant of Am-
phiroa itonoi is embedded in the cortex of the 

host plant， Amphiroa dilatata， Amphiroa 
misakiensis or Amphiroa rigida， by a wedge-

shaped pr~jection extending downward 

from the cushion-like cr山 tose holdfast 

(Figs 1，2，14). As seen in vertical sections 

through the holdfasts， the filaments are 

/
 

Figs 1-6. Habit and anatomy of AI1ψhiroa itonoi sp. nov. Camera lucida drawings. Fig. 1. 
Habit of young plants on A. misakiensis YENDO and young holdfast (arrow) before producing erect 
fronds. Scale bar= 1 mm. Fig. 2. Habit of the holotype element on A. misakiensis. Scale bar= 
1 mm. Fig. 3. Longitudinal section of an intergeniculurn， showing medullary cell arrangement 
and trichocytes (arrows). Scale bar=50μm. Fig. 4. Detail of trichocyte with its hair. Scale 
bar=20μm. Fig. 5. Longitudinal section of a geniculum. Scale bar=50ρm. Fig. 6. part of 
vertical section of a geniculum， showing oblique cross-walls between upper and lower cells. Note 
thc presence ofprimary pit connections (arrow). Scale bar=50μm. 
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anticlinally organized， spreading out radial-
ly in a fan・likefashion from the bottom 

of the wedge. A hypothallium and a 
perithallium are indistinguishable. The 

cells divide more or less synchronously; 

they are 7-48μm high and 7-12μm wide. 
The holdfasts are covered by single layers 

of epithellial cells (Figs 12， 16). 
The intergenicular medulla consists of 

aIternating tiers of long and short cells 

7-11μm in diameter (Figs 3， 14; Table 1). 
The intergenicular cortex is thin， consist-
ing only of one or two layers of cells near 
the branch tips and three or four layers 

in older parts (Fig. 3). Trichocytes are 
present in the cortex (Fig. 4). Secondary 

pit-connections occur between adjacent 
cells in medulla and cortex. The epi-
thallia are single-layered， as in the holdfast. 
Each geniculum consists of two tiers of 
cells， with those in the lower tier much 

longer than those in the upper (Figs 5， 
13). Each cell in the lower tier connects 

with two cells of the upper tier by oblique 
walls containing primary pit connections 
(Fig， 6). The heights of genicular tiers 

are given in Table 1. Cortical tissue 
covers the genicula in ear1y stages of their 

development， and， unlike the medullary 
cells， it does not become decalcified during 
development (Fig. 5). Eventually these 
genicular cortices are mostly sloughed， a 

process possibly faci1itated by wave action 
or animal activity; occasionally fragments 
of cortical tissue remain attached to the 

mature genicula (Figs 13， 14). Cross 
walls are sometimes secondarily formed in 

genicular cells， especially in those near the 
periphery of the genicula (Figs 5， 13). 
Secondary pit-connections are present be-

tween adjacent genicular cells. 

1n order to compare A. itonoi with 

A. crustiformis， vegetative features of the 

holotype of A. crustiformis were studied. 

The crust has a massive hypothallium of 
upward and downward curving filaments 

consisting of 1-2 (ー3)rows of cells 45ー100
μm long aIternating with single rows of 

cells 8-35μm long. A perithallium of 

several layers of subquadrate or elongate 
cells 10-35μm high and a monostromatic 

epithallium of cells 3-5μm high are also 

present. The intergenicular medulla con-

tains repeating sequences of one or two 
tiers of long cells 40-125μm long aIternat圃

ing with single tiers of short cells 8-35μm 

high. The cortex is up to 16 or more 
layers of cells thick in lower parts of the 

fronds. The epithallium consists of a 

single layer of cells 2-5μm high and 5-10 
μm in diameter. The genicula are made 

up of 7-8 tiers of alternating long and 

short cells the same size and arrangement 

as in the intergenicular medulla. 

Reproduction: Amphiroa itonoi produces 
conceptacles on the intergenicula as well 

as on the holdfasts (Fig. 16). 1n young 

tetrasporangial conceptacles， sporangial 
initials are produced at the center and 

periphery of the conceptacle soor. Cavity 

cells (JOHANSEN 1968) occupy the rest of 

the incipient chamber. Some of the ini-
tials divide transversely into a premeiotic 
sporangium and a stalk cell; meanwhile 

Table 1. QuanlItative data (μm) on various structures of A~μiroa i totUJi 

Range Mean S.D. No. of measurements 

Lmeendgutlh laory ficnetlelrs g(HshEioCr1lt iatir ers) 10-30 (-37) 19.6 6.2 84 

mLeendgutlh li ofinters 沼(田lonicgultaier-rs ary cells (long tiers) 
(27) 35-100 63.6 17.2 84 

Ltleerns gth ofgmicular cells (short 15-35 24.1 4.5 22 

Ltleernsg) th ofgenicLliar cells (long 75-155 105.6 18.7 22 

Inner diameter of tetrasporangia1 
conceptacles 

100-125 110.1 8.7 18 
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Figs 7-11. Microscopic details of AmPhiroa i1onoi sp. nov. Camera lucida drawings. Fig. 7. 
Tetrasporangial concep同c1eat an early stage of development. Note the premeiotic sporangia at 
the center and peliphery of conceptac¥e. Scale bar=25 }1m. Fig. 8. Three stages (A， B， and C) 
in the de¥'e1opment of spermatangia， taken from three conceptacles. Note the e10ngated ceIls (e). 
Scale bar= 15ρm. Fig.9. Part ofmature male conceptacle. Scale bar= 15 pm. Fig. 10. Female 
conceptacle. Scale bar=25ρm. Fig. I 1. Detail of young cystocarpic conceptacle f100r with 
gonimoblast filament initials (arrow). Scale bar=25μm. 

the cavity cells elongate and successively 
divide at their distal ends thus contributing 

to the formation of the roof (Fig. 7). 
Finally the cavity cel1s atrophy and a 

chamber forms (Fig. 15). 
Female and spermatangial conceptacles 

occur in separate plants. Prior to fertili-
zation， a supporting cell typical1y bears 
a two-celled carpogonial filament com-

posed of a hypogynous cell and a carpo・
gonium; occasionally a sterile cell may 
also be present. The central fertile cel1s 

in the female conceptacle reach maturity 

whereas the peripheral ones only give rise 
to slightly elongate cells in which further 

cel1 divisions do not take place (Fig. 10). 
Early stages in the formation of carpo・
sporophytes were seldom encountered. Pre-

sumably following fertilization， a disk-
shaped fusion cell. is formed at the bottom 

of the conceptacle (Fig. 11). Gonimoblast 
filaments are produced 企om the edges 
and the upper surfaces of the fusion cells 
except in the center (Fig. 19). Ripe 
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gonimoblast filaments consist of eight to 

twelve ceIls. In male conceptacles， the 
fertile areas are limited to the floor (Fig. 

18). Two or three spermatangia1 mother 

celIs are formed on each basa1 celI and 

spermatangia are cut off successive1y from 

their mother cells. The fuIly deve10ped 

spermata時 iaare elIiptic or rounded (Fig. 
9). Weak1y staining e10ngate celIs (6-12 

μm 10ng) that may be paraphyses are 

present in the earIy stages of sper-

matangium production. A precise inter-

pretation of the initiation of these cells 

can not be made at present; they seem to 

be cut off from the mother ceIls before 

the formation of the spermatangia， but 
they subsequentIy disappear (Figs 8， 17). 

Discussion 

SuperficialIy Amphiroa itonoi resemb1es 

Amphiroa currae. However， they are mark-
ed1y different in habitat and interna1 

morpho1ogy. P1ants of A. currae are at-

tached to Gelidium serrulatum by crustose 

ho1dfasts comp1ete with hypothallia and 

perithallia; they are not embedded in 

host tissues. In addition， the intergenicu-
1ar medullae consist of repeating sequences 

of 2-3 tiers of Iong cells separated by 

sing1e tiers of short ceIls. The genicu1a 

consist of two or three tiers of cells. These 

features are clearIy different from A. itonoi 
as described above. 

The erect fronds of Amphiroa crustiformis 
are on1y 4-7 mm  high and， except for the 
extended crusts， they strong1y resemb1e 

A. itonoi. However， the ho1otype of A. 
C即 tiformishas a basa1 crust anatomically 

similar to that of A. currae and its genicula 

are made up of 7-8 tiers of cells. Thus 

A. crustiformis can by no means be con-

used with the present species. 

On the other hand， Amphiroa rigida and 
Amphiroa verruculosa appear to be more 

closely re1ated to A. itonoi， especially as 

regards genicula and holdfasts. The genic-

ula of A. itonoi and A. rigida are very 

simi1ar. They are always made up of two 

tiers of cells with ob1ique cross-walls 

between them. However， they differ from 
each other in that the tiers di丘erin height 

in the former whereas they are the same 

in the latter. YENDO (1904 p. 17) stated 

that “In Amp. rigida the genicula…a1ways 

formed of a single zone， the celI being 

often interwined at the equatoria1 

points...". This is a misinterpretation; 

it was shown 1ater that the genicu1a of 

A. rigida are made up of two tiers of cells 
(SUNESON 1937， SEGAWA 1940， HAMEL and 
LEMOINE 1953 p. 41， NORRIS and ]OHANSEN 
1981). The genicula of A. verrUCI山sa
KUTZ.， which has been treated as a syno・

nym of Amphiroa cヮttarthrodia ZAN. by 

certain authors， also consists of two tiers 
of ceIls (SOLMS-LAUBACH 1881 p. 28)， 
and the fine illustration in WEBER・VAN

BOSSE (1904 pl. 16， fig. 14) shows that the 

celI-tiers are unequal and meet each other 
by horizonta1 cross-waIls. On the con司

trary， HAMEL and LEMOINE (1953 p. 43) 

described the genicu1a of A. cryptarthrodia 
as made up of on1y one tier of ceIls jointed 

with the upper intergenicu1ar ceIls by 

oblique cross-waIls. The genicu1a of this 

species， especiaIly the type， need to be 

reexamined. 

The peg-1ike holdfasts of A. itonoi closely 
resemb1e those of A. rigida and A. verru・

Figs. 12-19. Photomicrographs of sections of Amphiroa itonoi sp. nov. Fig. 12. Vertical section of 
holdfast (H). Note the fan-shaped out1ine of lower surface in host tissue (h). Sca1e bar= 150μm. Fig. 13. 
Median section of a geniculurn. Scale bar=50μm. Fig. 14. Vertical section of a whole plant through 
branches and holdfast σ王 inhost tissue (h). Scale bar=250μm. Fig. 15. Median section of mature 
tetrasporangial conceptacle・ Scalebar=50μm. Fig. 16. Vertical section of basal crust through male 
conceptacle. Scale bar=200μm. Fig. 17. Median sl'ction of young male conceptacle. Note the presence 
of e10ngated cells (a町 ow). Scale bar=50μm. Fig. 18. Median section ofmature male conceptacle. Scale 
bar=50μm. Fig. 19. Median section of carposporangial conceptacle， showing gonimoblast filaments 
developins on upper surface of fusion cell. Scale bar=50μm. 
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Table 2. Some important characters of Amphiroa itonoi， A. crustiformis， A. currae， A. r信idaand A. verruculosa 

Characters A. itonni A. crustiformis A. currae A. rigida A. verruculosa 
(A. c~ゆtarthrodia)

Host plant A. dilalata Gelidium Neogoniolithon Pseudolithophyllum 
A. misaA.iensis serrulalum notarisii expensum 
A. rigida 

Holdfast outlme in Wedge-shaped Nost hwapeedd ge-Nost hw叩EEded-WEdge-shapEd 、Vedge-shaped
vertical section 

Height offronds (mm) 6 ←7 1-5 10-30 2ふ40

Number of intergenicular 
medullary tiers per series * 

2 2-3 3-4 2-3 2 

Number of tiers per 2 7-8 2-3 2 2 (1) 
geniculum 

Height of genicular tiers Unequal Unequal Unequal Equal Unequal 

* A series is a set of medullary cell tiers repeatedly expressed in a branch. 

culosa， which grow on the crustose corallines 
Neogoniolithon notarisii (DUFOUR) HAM. et 

LEM. and Pseudolithophyllum e.ゆansum(PHIL.) 

LEM. respectively (CABIOCH 1969， 1972). 
However， A. itonoi may readily be dis・

tinguished from A. rigida (cf. SEGAWA 1965， 
NORRIS and JOHANSEN 1981) and A. ver-

ruculosa (cf. KUTZING 1858， pl. 39， fig. 2， 
FUNK 1927 pl. 9， fig. 3， pl. 10， fig. 1) by 

of the smaller habitat and different internal 

characteristics of A. itonoi (Table 2). 

The development of reproductive organs 

is basically the same as in other species of 

Amphiroa. Tetrasporangial conceptacles 

are the same as in A. rigida (SUNESON 1937) 
and A. zonata YENDO (MURATA and 

MASAKI 1978)， but slightly different from 
those of A. ephedraea (LAM.) DEC. 

(JOHANSEN 1968) in that in A. itonoi the 

mature tetrasporangia are located both 

at the center and periphery of the cham-

bers. Paraphyses in male conceptacles 

are common in the tribe Corallineae 

jOHANSEN 1969， MURATA and MASAKI 

1978) but this is the first report of their 

presence in Amphiroa. 

Conceptacles of all reproductive types 

occur in both the holdfasts and fronds in 

A. itonoi， A. currea (GANESAN 1971) and 

A. rigida (personal observations)， and tetra-
sporangial conceptacles occur in each struc-

ture in A. crustiformis (DAWSON 1963). 
This supports the contention that articu-

lated corallines， at least AmPhiroa， evolved 

from crustose corallines. 
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スリマノーパス， V・正置富太郎:日本産紅藻カニノテ属の 1新種

鹿児島県牛ノ浜産有節サンゴモ，カニノテ属の標本lζ基づいて Amphiroailonoiイトカガリを初めて記載し

た。本種は藻体が媛小でカニノテ，ヒメカニノテ，イソハリ l乙着生し，殻状の基部の一部が模形になり寄主iζ依

入している。体組織及び生殖器官も調べ，近縁種との比較も試みた。 (041函館市港町 3丁目 1-1北海道大学水

産学部植物学講座)
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Growth of transplanted Laminaria japonica ARESCHOUG 

in Tokyo Bay far from its natural habitat 
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TORKKO， K.C.， IORIYA， T.， ARUGA， Y. and IWAMoTo， K. 1987. Growth of transplanted Laminaria 
japonica ARESCHOUG in Tokyo Bay far from its natural habitat. Jap. J. Phyco1. 35: 10ー18.

Laminaria japonica transplanted from Hokkaido for cultivation in the western part of Tokyo Bay 
was studied for growth rate and maturation. Eighty-one plants 50-230 cm in blade length were 
tagged and studied for a 14・weekperiod from 16 January to 23 Apri11982. The blades ofnine plants 
were cut back to 10 cm in length. Growth was determined using the punching method. Blade 
length and width were measured， surface water temperatUIe was recorded， and water samples were 
collected for NO:i・，NOi-and NHt-N analyses. The blades increased an average of 4.5 cmfday 
in length and 1.2 mmfday in width for the run of the study. The maximum growth rate (5.7 cmfday 
in length and 3.3 mmfday in width) occurred for a period of 1-10 February and gradually decreased 
thereafter. The growth rates of the cut plants were always lower than but paralle1 to those ofぬe
uncut plants. 1 norganic nitrogen leve1s in the surface water remained high and were not limiting 
to growth. The number ofplants up to 15 per bunch growing on the cultivation ropes did not affect 
the growth rate great1y. Eighty-eight percent of the plants produced sori. Sori production did 
not seem to affect the growth rate. 

lGり lndexWordr: Cultivation， growth rate， Laminaria japonica， maturation， Tok)'o Bay， trans-
plantation. 

Laminaria japonica ARESCHOUG is one of 

the valuable seaweed crops in ]apan and 

China (TSENG 1981a). A new cultivation 

technique was developed over 15 years ago 

(HASEGAWA 1971) which increased greatly 

the harvest of this seaweed (KAWASHIMA 

1984). The new techniques have been 

app1ied to the transplantation and culti-

vation of L. japonica in areas outside its 

natural habitat in order to increase pro同

duction. One of these areas is Otsu Bay 

off Yasuura， Kanagawa Pref.， on the 

western shore of Tokyo Bay. The area is 

situated about 500 km south 企om the 

southern limit of L. japonica's natural 

habitat. We attempted to study the 

growth of this transplanted population in 

the nutrient rich Tokyo Bay. 

Material and Methods 

From 16 ]anuary to 23 April 1982， nine 

samplings were made of the Laminaria 

japonica plants at the Yokosuka City Fish-

eries Co-op， Yasuura cultivation ground 

in Otsu Bay (350 16' N， 1390 42' E) in the 
western part of Tokyo Bay (Fig. 1). The 

plants used in this study originated from 

seed strings transported from the Ishizaki 

Fisheries Co-op in Hakodate， Hokkaido. 
A total of 81 L. japonica plants were tagged， 
nine of which were cut back to 10 cm in 

blade length to observe the effects of 

cutting on growth. The plastic tags were 

numbered and attached to the stipe of 

each p1ant with thin， p1asticized wire. 

When tagged between 16 ]anuary and 10 

February， the p1ants ranged from 50 to 
230 cm in b1ade length. The 1ength of 

the blade and the width at the widest 

point were measured for each plant at 

each sampling trip. 

Growth was measured using the punch-

ing method deve10ped by PARK (1948)， 
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Otsu Bay， Yasuu問、

Fig. 1. The location of the study site in To主yo
Bay. Natural range of Laminaria japonica is indi-
cated by do匂 alongthe coast of northern japan. 

as has been used for Laminaria spp. by 
many researchers (.ANDERSON et al. 1981， 
CHAPMAN and CRAIGIE 1977， CHAPMAN 
and LINDLEY 1980， GAGNE and MANN 1981， 
KAIN 1979， SASAKI 1973). This required 
punching a smal1 hole in the blade along 
the median line above the stipe-blade 
junction where the zone of new growth is 
located. The growth (elongation) rate 
(cmfday) was determined from the dis-
tance the punch moved away from the 
stipe-blade junction as the blade grew. 
Each plant was punched 20 cm above 
the stipe-blade junction during each mea-
surement. Forty-five plants were used for 
determining increases in length and growth 
rates. The presence of sori was recorded. 
Surface water temperature was also re-
corded. Surface water samples were col-
lected and carried back to the laboratory 
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Fig.2.τ'he cu1tivation appara同sfor Laminaria 
japonica at Yasuura. A. Side view. B. Close-up of 
the upper portion ofside view. C.Overview. 

in plastic bottles on ice. Upon return to 
the laboratory， the samples were Mil1ipore 
(HA) filtered and frozen for later N03 --， 
N02 -- and NH，七N analyses using the 
methods of STRICKLAND and PARSONS 
(1968). 

Results 

Of the 81 plants tagged from 16 January 
to 10 February 1982， only 60% remained 
by the end of the study on 23 April 1982. 
Loss was mostly due to handling. The 
tags sometimes weakened the stipes which 
would then break during measurement. 
Sometimes the tags would slip down and 
off the blades. KAIN (1975) also問 ported
problems with tagging her plants and 
found that nylon tape worked best. 

The increase in the total blade length 
over time and the growth rate calculated 
from the blade lengths are shown in Figs. 
3 and 久 respectively. As can be seen in 
Fig. 3， the blade length increased linearly 
to reach a maximum of 420 cm on 16 
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April 1982. 
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April， after which there was a decrease in 

length. The cmJday increase in length 

was rather erratic with a high of 5.0 cmJ 
day for a period from 10-22 Februaryand 
a low of -0.8 cmJday for a period of 16-23 
April (Fig. 4). The growth rates deter-

mined by the punching method are 

shown in Fig. 5. The rates of the punch-

ing method are higher than those of 

total blade length. As can be seen in 

Fig. 5， the average growth rate of uncut 
plants decreased over time starting with 

a high of 5.7 cmJday for a period of 1-10 
February to a low of 3.3 cmJday for a 

period from 1ι23 April. The average rate 

obtained by the punching method for al1 
uncut plants over the study period was 

4.5 cm/day compared to a value of 3.6 
cmJday on the increase in total blade 

length. The greater reliability of the 

punching method is apparent from these 

figures. There was also great individual 

variation in growth rates. Individual rates 

varied from 1.5 to 7.4 cmJday with indi-
vidual plant， and the average over the 

study period varied from 2.7 to 6.0 cmJday. 

Fig. 6 shows changes in the average 

increase of blade width with time. Plants 

attained an average of 10 cm in width and 

the average rate of increase in width over 

the study period was about 1.2 mmJday; 
the heighest average rate of increase was 

3.3 mmJday for a period from 16 January-

5 

0 

16 10 22 12 2329 16 23 
Jan. Feb. March Ap円l

Fig. 3. Growth (average blade length) of 
Laminaria japonica (solid circIe) and surface water 
temperature (open circIe) ofthe Yasuura cultivation 
ground in Tokyo Bay from Ic January to 23 April 
1982. 
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Fig. 6. Average rate of increase in width with 
standard deviation for Lamina巾 japonicain Tokyo 
Bay from 1 February to 23 April 1982. 

10 February and the lowest，ー0.1mm/day 
for a period from 12-23 March. Again 
there was great individual variation. The 
greatest individual average increase over 

the study period was 2.1 mm/day and 
the lowest 0.5 mm/day. 
The average growth rate of the plants 

which had been cut back to 10 cm in blade 
length is shown in Fig. 5 along with the 
average for the uncut plants. The average 
rate of cut plants increased at first but 
then decreased with time. The average 

for the study period was 3.5 cm/day which 
is less than that of the uncut plants. The 
average rate for the cut plants was always 
lower than but paral1el to that of the 
uncut plants. By 23 April the cut plants 
had only grown to an average of 3 m in 
length compared to 4.1 m for the uncut 
plants. Fertility occurred in some of the 
cut plants but only by 23 April. 

By the end of the present study， almost 
90% of the uncut plants had produced sori. 
Fig. 4 shows the time course of soral 
development. There was a sudden in-
crease in the percentage of fertility around 
the middle of February; with a slow 
development during March plants with 
sori increased to reach a maximum of 88 % 
at the end of the study. The blade length 
did. not seem to be a determining factor 
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Fig.7. Comparison of the growth rate of 
Laminaria japonica to the number of plants in each 
bunch growing on cultivation ropes in Tokyo Bay 
(refer to Fig. 2). Each point represents the average 
growth rate over the experimental run for each plant 
for the study period. 

for fertility. Some of the plants in the 
study produced sori at a frond length of 
only 1.5 m while others reached a length 
of 4 or 5 m before any sori were produced. 
The plants in the present study had a 
fairly large amount of epiphytes， and 
particular1y bryozoa， growing on the blade 
surface. 

There were 1 to 20 plants per bunch 
(cf. Fig. 2， B) in the present study. They 
were used to examine the effect of crowding 
and shading on the plants on the cultiva-
tion ropes. The average growth rate of 
individual plants for the study period was 
plotted against the number of plants per 
bunch (Fig. 7). There only seems to be 
a trend of slight decrease in the growth 
rate with increase in the number of plants 
per bunch. However， the number of 
samples over 15 plants per bunch is too 
smal1 to draw any conclusions仕om.

The surface water temperature in the 
cultivation field varied 企om a low of 
9.70C on 22 February to a high of 150C 
on 23 April (Fig. 3). Inorganic nitrogen 
(nitrate， nitrite， ammonium and total 
nitrogen) concentrations in the surface 
water of the cultivation field are shown in 
Fig. 8. The levels of nitrate and ammo-
nium nitrogen and， consequently of the 
total inorganic nitrogen， were consistently 
high with total values varying from 26 
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Fig. 8. Inorganic nitrogen concentration in 
the surface water of the Yasuura cultivation ground 
in Tokyo Bay from 16 Jan国 ryto 23 April 1982. 
Tota! N is the sum ofNOa--N and N~+-N. 

to 72μg-at. NIl. Nitrate and nitrite nitro-
gen concentrations remained fairly con-
stant while the ammonium nitrogen 
concentrations varied greatly during the 
study period. Variations in the total 
morgamc mtrogen concentratlOn were ap-
p町 ently dependent on the ammonium 
mtrogen concentrahon. 

Discussion 

Laminaria japonica (“Ma・kombu")is one 
of the m司jorseaweeds harvested in ]apan. 
More than 15 years ago， in order to stabi-
lize and increase production of this valuable 
seaweed， a new cultivation technique was 
developed by HASEGAWA (1971) in Hokkai-
do， the northernmost island of ]apan and 
the main Laminaria cultivation district. 
This technique， as known as “Forced 
Oultivationヘproducescommercial quality 
“Ma・kombu"in one year instead of the 
two years required for natural L. japonica 
to reach the same quality. K.AwASHIMA 
(1984) gives description of this technique 
precisely. 

At Yasuura， the seed strings of L. japon-
ica used for cultivation are transported 
from Hokkaido. The sporophytes are 
placed in the field by mid-December when 
the water temperature falls down below 
1800. The water temperature in Tokyo 
Bay off Yasuura is above 1800 for about 

six months of the year. This limits the 
cultivation time of L. japonica to about five 
months from mid-December to the end of 
May in this area. At Yasuura， however， 
the harvest of cultivated L. j'ψonica is at 
the end of April， a month before the 
natural conditions would be limiting to 
growth. The reason for this early harvest 

is that the fishermen must dismantle the 
cultivation apparatus and devote their 
time to other fisheries. During the course 
of the present study， the water temperature 
varied only from about 5 to 1500 (Fig. 3) 
and remained within the levels suitable 

for the growth of Laminaria (K.AwASHIMA 
1984). At Yasuura， the highest growth 
rate was seen at around 1000 (Figs. 3 
and 5). In Korea， the best growth rate 
was seen around 1200 for L. Jゆonica(BAIK 

and PVEN 1973). 

During the course of the present study 
the total inorganic nitrogen concentration 
in the surface water at the cultivation 
ground remained high as shown in Fig. 8. 
Though there were some variations in 
inorganic nitrogen concentratlOns， even 
in the short term， during the period of 
study， the levels never fell to concentrations 
that would be limiting to growth of L. 

J'ψonzca. 
The first experiment in transplanting 

L. japonica outside its natural habitat was 
in 1966 in the 8eto Inland 8ea off Hyogo 
Pref. west of Osaka (11 et al. 1966). Other 
experiments in transplanting L. Jゆonzca
were also attempted in Ariake 8ea off 
Nagasaki Pref. (YOTUI and NISHI臥 WA
1968) and in a sea area of 8ado Island， 
Niigata Pref. (8雌 AI 1968). The tech-
niques and the principles of cultivation are 
basical1y the same for the Yasuura plants. 
During a 4.5 month cultivation period at 
Yasuura， the plants grew to blade length 
of 4 to 6 m. The average length for Hyogo 
plants was only 2.5 m over a five month 
cultivation period (11 1967). 

Growth rates in Laminaria species have 
been investigated by many researchers. 
As to the maximum growth rate were 
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reported 8.15 cmfday for L. angustata 
(HASEGAWA 1962)， 6.8 cmfday for L. an-
gustata var. longissima (SASAKI 1973)， and 
4.5 cmfday (HASEGAWA 1967)， 3.45 cmfday 
(BAIK and PYEN 1973) and 3.6 cmfday 
(FUNANO and ISHIKAWA 1974) for L. 
jatonica. Such conditions as water tem-
perature and available nutrients were 
possibly not the same for these pop叫ations
which could account for the different 
rates. There could also be specific and 
genetic differences between the pop叫a・
tions. In addition， methods of growth 
measurement were not the same in these 
investigations. It would therefore seem 
to be difficult to compare growth rates of 
plants reported from different areas even 
if they are of the same species. 

The interesting point is the great indi-
vidual variation found in the growth rates 
(Fig. 5) of Yasuura plants which all came 
from the same stock in Hokkaido and were 
subjected to the same conditions. INDER-
GAAD and jENSEN (1981) also found very 
pronounced individual variation in the 
growth rate of seemingly identical plants 
of L. digitata. They suggested that this 
variation can be used to improve the 
cultivation of Laminaria by selecting the 
best and fastest growing plants for useぉ

genetic stock. DRUEHL and BOAL (1981) 
also suεgested genetic control to improve 
product quality and uniformity by pro・
ducing superior clones. Workers in China 
have used inbreeding and selection of 
superior L. jatonica to produce stocks of 
plants with desirable qualities (e必 high
iodine content) for use in cultivation 

(TSENG 1981b). Through experimentation 
it should be possible to choose plants 
superior in growth and quality which could 
be maintained as gametophyte stock cul-
tures for use in producing plants for c叫ti-
vatlOn. 

The decrease in growth rate of the 
Yasuura plants with time (Fig. 5) is rather 
difficult to explain. It is doubtful that 
the inorganic nitrogen concentration was 
responsible. During the present study， 
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inorganic nitrogen levels never decreased 
enough to affect the growth of L. jatonica. 
Perhaps the 50C increase in water tempera-
ture influenced the decrease of growth rate 
of the Yasuura plants with time. Another 
possible factor influencing the growth rate 
is plant age. SASAKI (1973) reported that 
in L. angustata var. longissima second and 
third year blades increased in length 
仏sterthan first and second year blades. 
All the plants at Yasuura were， at the 
most， eight months old by the time of 
harvest， not enough time to pass through 
even one yearly variation. To check if 
there was a possible relationship between 
plant age (roughly corresponding to 
length) and growth rate， a graph was 
made of these two factors (Fig. 9). This 
figure takes the individual growth rates of 
all the uncut plants田 edfor determining 

the average growth rates in Fig. 5 and 
plots the rates in 50 cm blocks (based on 
total blade length) as the plants grew. 
There seems to be an increase in growth 
rate from below 50 cm in blade length to 
reach a peak at 100-150 cm in length 
with a decrease thereafter. Since most of 
the plants were 100 cm and over in blade 
length when the growth rates were deter-
mined (Fig. 3)， it is said that the decrease 
in the average growth rate is superficially 
related to the length (or roughly age) of 
the plant. However， only from these 
results， it is di伍cult to deduce specific 
relationship of the growth rate to water 

temperature andfor plant age. 
Irregular change in the rate of increase 
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length of Laminaria}ゆonicacultivated in Tokyo Bay. 
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in width is also difficult to explain， partic・
叫arlythe negative value of growth rate 
for a period from 12-23 March (Fig. 6). 

Such decreases in width are possible and 
have been reported to be related to the 
time of year in L. saccharina (PARK， 1948). 
FUNANO and ISHIKAwA (1974) also reported 

the decrease in blade width of L. japonica. 
KAIN (1975) reported that the presence 

of epiphytes on the blade inhibited soral 

development somewhat. Perhaps the 
fertility rate at Yasuura would have been 

higher than 88% had the epiphyte and 
bryozoa coverage been less. The develop-

ment of sori on a plant did not seem to 
affect the growth rate of the plant (Fig. 10). 

In commercial cultivation of Laminal'ia， 
seed strings 5 cm long， on which young 
sporophytes are growing， are inserted at 
regular intervals into the cultivation ropes 
in the field. Numerous plants grow out 

from each length of seed string， forming 
bunches of plants (Fig. 2， B). Excess 

plants are cut away by the fishermen in 

order to improve light exposure for those 
plants remaining. In Hokkaido， where 
most of the Laminaria cultivation is carried 
out， only 5 plants are left per bunch 

(KAwASHIMA 1984). In the present study， 
however， the relationship of the average 
growth rate to the number of plants per 
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Fig. 10. Comparison of average growth rates 
with standard deviation for fertile (solid circle) and 
unfertile (open circle) Laminaria jatonica cultivated 
in Tokyo say from 16 January to 23 April1982. 

bunch could not be clear within the range 

of 1-20 plants per bunch (Fig. 7). 
While the plants which had been cut 

back to ten cm recovered， grew and even 
became mature， the growth rates and 

lengths were always less than those of the 

uncut plants (Fig. 5). This is counter-
productive to cultivation purposes. In 

China， however， they practice what they 
call the “tip-cutting method" where as 
much as one-third of the Laminaria blade 
is cut away (TSENG 1981b). TSENG 

(198Ib) reported that cutting the blade at 
certain intervals improved the growth 

conditions and product quality by improv-
ing the light conditions of the fronds and 

water movement around them. 

The L. japonica population at Yasuura is 
unique in many ways， as a transplant 

outside its natural area of distribution and 
as an experiment in aquaculture. The 
plants are able to grow and progress 

through maturity. Unfortunately ゐr

aquaculture purposes， the quality is not 

as good as the Hokkaido plants. Com-
mercial quality of L. japonica is mainly 

valued for its thickness; the Yasuura plants 

are relatively thin and “tender" . This 
word was used by a person at Y okosuka 

City Fisheries Co-op to describe the quality 
of the Laminaria plants produced in the 

district. Apparently， this tender and deli-
cious (quoting the Co-op member) L. 
jゅonicais distributed in Kanagawa Pref. 
and has become popular in five to six 

years since L. japonica cultivation began at 
Yasuura. In 1981， 12 tons (dry weight) 
of L. japonica were harvested and sold 
through the Co-op， however， it was only 

about 0.1 % of the total yield of cultivated 
Laminaria in ]apan. 
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キャスリーン C. トーコ・庵谷 晃・有賀祐勝・岩本康三:東京湾における養漉マコンブの生長

東京湾の一部では近年冬一春季の7 コンブ養殖が定着してきたが，その生長や成熟についての知見は少ない。

横須賀市東部漁協が函館市石崎漁協から移入し地先の施設で養殖したマコンプ81個体について1982年 1月16日か
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ら4月23日まで観察したととろ，通期金個体についての平均生長速度は諜長で 4.5cm/EI，葉幅でI.2mm/日

であった。観察開始時l乙葉状部 10cmを残し切断した個体の生長は普通個体より常に下まわり，収穫時 (4月

末〉には普通個体の平均葉長 4.5m I乙対し 3.0mにとどまった。収穫H告にはおよそ909ちの個体に子襲斑が形成

された。子襲斑形成と生長速度には関連はなかった。(108 東京都港区港南4丁目 5番 7号東京水産大学水

産植物学教室)
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Typification of Streptophyllopsis kuroshioensis (SEGAWA) 

KAJIMURA (Phaeophyta， Laminariaceae) * 

Mitsuo KA]lMURA 

Marine Biological Stalion， Shimane Universi砂，Kamo， Saigo， Oki-gun， 685 Jatan 

KAJIMURA， M. 1987. Typification of Stゆtothyllotsiskuroshioen巾 (SEGAWA)KAJlMURA (Phaeophyta， 
Laminariaceae). Jap.J. Phycol. 35: 19-21. 

A lectotype was selectf'd from syntypes for the basionym of S，坤ゆ紗l坤必kuroshioensis(SEGAWA) 
KAJIMURA which is a deep-water species of Laminariaceae in Phaeophyta endemic to Japan. 

Kり lr.dex Words: De，φ・即'ater ゆ，ecies;endemic species; Japan; Laminariaceae; Phaeophyta; 
Streptophyllopsis kuroshioensis. 

The basionym Hedop.砂llum(?) kuroshio-
ense SEGAWA was reported by SEGAWA 

(1948) from deep-waters off Izu Province 
in Shizuoka Prefecture on the Pacific coast 

of Honshu. However， he could not collect 
su伍cientspecimens of this alga to make a 

detailed study. 1 was fortunate enough 

to discover this alga growing in the deep-

waters in the Oki Islands， Shimane Pre-
fecture， and 1 collected abundant speci-

mens upon which 1 made a detailed study 

and proposed a new generic name Strepto・
phyllψsis (KA]IMURA 1981). However， no 
validated type specimen has been chosen 

for S. kuroshioensis (SEGAWA) KA]IMURA. 

Materials and Methods 

1 have chosen a lectotype from among 

the three syntypes of the basionym collect-

ed by SEGAWA off Toji， Izu Province on 
April 29， 1938 which are deposited at the 
Institute of Fisheries， Faculty of Agri-

culture， Kyushu University， Fukuoka， 
]apan. 1 have followed Article 7 and the 
Guide for the Determination of Types 

(Voss et al. 1983). 

* Contribution No. 30 from Oki Marine Biological 
Sation， Shimane Universtity 

Typification 

In 1948 SEGAWA described the basionvm 
of Streptop4vllopsis kuroshioensis (SEGAWA) 
KA]IMURA as a result of his observations 

on the four sterile specimens collected from 

deep-water off Izu Province on the Pacific 

coast of middle Honshu. He considered 

it as a possible new species of Hedop4yllum， 
H. (?) kuroshioense SEGAWA. SEGAWA re・

marked that，“The reason to place provi-

sionally the present new alga under the 

genus Hedophyllum is that it has some 

resemblance to H. subsessile in the advanced 
stage bearing the bifurcate arms. The 

present plant， however， differs distinctIy 

from the latter by having the bifurcate 

arms characteristically metamorphosed as 

shown above. Namely， H. subsessile has 

the arms which are decumbent， somewhat 
long， much concave. In H. kuroshioense 
such portion is very compact， metamor-
phosed into two parts， a short， compressed 
stipe and a globular protuberance. More. 

over， the secondary blades of H. subsessile 
split into many segments and are much 

concave near the base， while in H. kuroshio-
ense they are undivided and slightIy con-

cave. Though there are such distinct 

differences existing between these species， 
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Fig. 2. The clesignated lectotype of Sirψlotlryllotsis ku印刷oe/lsis(SEGAWA) KA]IMURA collected by SEGAWA 

o庁Toji，Izu Prov. on April 29， 1938目

it seems that the genera1 appearanc巴 of

such advanced form bearing secondary 

arms is the same between these sp巴Cles.日

On the basis of my observations of numer-

ous specimens of this a1ga collected from 

deep-waters in th巴 OkiIs1ands， 1 consider 

this a1ga to be fundamenta1ly different 

from Hedothyllum (SETCHELL 1901) not 

on1y in not having a 10ngitudina1 bifurca-

tion in the b1ade， but a1so in having both 
a per巴nnia1prostrate branch with perennia1 

haptera and an annual b1acle (KA]IMURA 

1981) . 

1 considered this a1ga distinct to the 

alliecl gen巴raStrettψ砂llum (NAGAI 1940) 

and Laminaria (LAMOUROUX 1813). Strψto-

tf.汐llotsishas a perennia1 prostrate branch 

and haptera whereas Strettothyllum cloes 

not. Rhizome帽 bearingLaminaria (e.g. L. 

10ηgψes BORY)， which hav巴 thisperennia1 

system a1so have severa1 distinct， perennia1 
stipes (SETCHELL and GARDNER 1925). 

On th巴 otherhancl， this alga resemlコles

Strettoρhyllum spirale (YENDO) MIYABE et 

NAGAI in the clecumbent condition of its 

weakly stipitate blade which suggested the 

proposecl nam巴 Streþto戸/~J，lloþsis (KAJIMURA 

1981) . 

Thre巴 of the four specimens of the 

basionym cit巴d by SEGA W A  in his proto-

logue were all collected by himself off 

Toji， Izu Province on Apri1 29， 1938 but 
1 could not find the on巴 ofthese four 

ill ustrated by SEGA W A  (1948，日g. トC).
1 found that SEGAWA had failed to 

designat巴 theho1otyp巴 ofthe basionym， 
but SEGAWA chose a specimen collected by 

T ANAKA on J une 6， 1939 without inclica-
tion of its locality， for the“type" which 

was indicatecl on its herbarium sheet by 
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a japanese stamp that means“type speci-
men" in 1956 (Fig. 1). It was considered 
to be chosen by SEGAWA probably for the 

lectotype of the basionym， but 1 could not 

consider it to be validated as the lectotype 

because SEGAWA apparently did not cite 

it in his protologue (SEGAWA 1948). Con-

sequently 1 have chosen the lectotype 

from among the three syntypes and it is 

deposited in the phycological herbarium 

of Institute of Fisheries， Faculty of Agri-
culture， Kyushu University， Fukuoka， ja-

pan. 

Strettot砂llotsおkuroshioensis(SEGAWA) KAJI-

MURA， Mem. Fac. Sci.， Shimane Univ. 

15: 75-87， figs 1-27， 1981. 
Basionym : Hed~舛yllum (?) kuroshioel山

SEGAWA， Jour. Fac. Agri. Kyushu Univ. 
9(1): 59-63， fig. 1， 1948. 
japanese name: Kuroshiome. 

Lectotype: Institute of Fisheries， Fac-
ulty of Agriculture， Kyushu University 
(T吋i，Izu Prov.， Apr. 29， 1938). 
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梶村光男:クロシオメ(褐藻植物門，コンブ科)のタイプ標本の選定

日本間有積である深海性の褐藻，コンフ下けロシオメの basionymにおける選定基準標本を等価基準標本から

選定した。 (685隠岐郡西郷町大字加茂194島根大学理学部附属臨海実験所)
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福島県いわき市沿岸の海藻

須 田 日
日 宏

福島県立勿来工業高等学校 (974福島県いわき市植田町堂の作10)

SUDA， M. 1986. Marine algae from the coast of Iwaki City， Fukushima Prefecture. Jap. J. Phycol. 

35: 22-33. 

The list of the marine algae presented contains 118 species known from the coast of 1 waki City 

in Fukushima Prefect凶reon the Pacific coast of central Honshyu (Main island of Japan)， of which 
13 species belong to Chlorophyceae， 24 species to Phaeophyceae， 80 species to Rhodophyceae and 

one species of Phanerogamous sea grass. 22 species having asterisk (*) in the list are newly known 

from the present area. Among the above 22， 3 species recorded the southermnost limit and 4 other 

species recorded the northernmost limit at Iwaki City on the Pacific coast of Honshyu. 

J匂 lndex Wordr: marine a信ae;sea grass; systemalic list; lwakiα加 FukushimaPr，φ'cture. 

Masahiro Suda， Nakoso Technical昂:ghSchool， Do・no・saku10， Ueda， lwaki-shi， Fuk山 hi刷 ・ken，

974 Japan. 

筆者は福島県いわき市沿岸に生育する海藻の種類

を， 1983年9月から1985年8月に調査し緑藻 8属 13

種，褐藻22属24積，紅藻52属80種，海底種子植物 l属

1種の合計83属 118種を同定する乙とができた。これ

らのうち，岡村(1936)および Noda(1964)の論文

にみられない20属22種(うちチガイソとヒパマタの 2

種は打揚げ)を新たに確認した。また，中庭(1975)

の論文から茨城県沿岸が北限と見なされたハパノリ，

オニクサ，エツキイワノカワおよびオオパツノマタの

4種を発見した。さらに，チガイソ，ヒパマタおよび

アカパギンナンソウの 3種は福島県沿岸が南限になっ

ている乙とを知るととが出来た。

調査地の環境

海藻の採集は福島県沿岸の南端l乙位置するいわき市

久之浜，四倉，江名，永崎，小名浜の5地点である

(Fig. 1)。いずれも岩礁がよく発達しており，外海か

らの波浪の浸食作用で形成された海食崖などの特徴を

有する磯浜である。岡村(1929)によれば，本沿岸は

温帯性海域lζ属するが，海流から見れば，暖流の黒潮

と寒流の親潮が混り合う区域である。春季から夏季に

かけて，房総半島から鹿島洋l乙接岸した黒潮が沿岸を

洗いながら北上し， 9月lζ最高水混 (22"C)を示す。

一方，冬季には三陸沖から親潮が南下し， 3月頃l己最
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Fig. 1. A map showing 5 colIecting sites along 
the 1 waki City coast. 



Protomonostroma undulatum (Wr百 ROCK)V悶 0・

GRADOVA シワヒトエグサ

Monostroma undulatum WI'ITROCK; Noda (1964). 

U1vaceaeアオサ科

Enteromoψha compressa (LINNAEUS) GREVILLE 

ヒラアオノリ

四倉(須田， Ju1. 2， 1985)，小名浜(須田，

Mar. 31， Apr. 18， 1985). 

Noda (1964). 

Enteromoψha crinita (ROTH) J. AG組閣

エダアオノリ

Noda (1964). 

Enteromoψha intestinalis (LINNAEUS) LINK 

アオノリ

四倉(須田， Ju!. 2， 1985)，小名浜(須田，

Mar. 26， 1984; Apr. 18， 1985). 

Noda (1964). 

Enteromoψha linza (LINNAEUS) J. AG組問

スパアオノリ

四倉(須田， Nov. 20， 1983)，小名浜(須田，

Aug.9， 1984). 

Noda (1964). 

Enteromorpha plumosa KtJTZING 

ノリ

Noda (1964). 

Enteromorpha prolifera (OEDER) J. AGARDH 

ジアオノリ*

四倉(須田， Dec. 4， 1983; Apr. 6， 1984)， 

江名(須田， Apr. 8， 1984). 

Ulva pertusa KJELLMAN アナアオサ

久之浜(須田， Aug. 20， 1984)，四倉(須田'

Sept. 24， 1984; Ju!. 30， Aug. 3， 1985)，永

崎(須田， Feb. 16， 1985)，小名浜(須田，

Apr. 15， 1984; Aug. 9， 1985). 

Noda (1964). 

C1adophora1es シオグサ目

Cladophoraceae シオグサ科

Chaetomoゆhaaerea (DILLWYN) KtJTzING 

ガタジュズモ

Noda (1964). 

Chaetol抑制acrassa (C. AGARDH) KtJTZING 

ソジュズモ

久之浜(須悶， Aug. 15， 1984)， 

Jan. 4， 1984). 

Noda (1964). 
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Fig. 2. Sea watet temperature at the coast of 

Iwaki City in 1983-1985 (Onahama Meteoro1ogica1 

Station data). 

キヌイトアオ10. 

底水温 (6-7"(;)になる (Fig.2)0 1980年の夏季以

降は親潮の影響(福島県水産試験場，未発表資料)と

恩われる著しい低水温現象がみられ，とくに多くの務

体の生長期に相当する 3月-7月に顕著であった(福

島県水産試験場， 1984)。

ス

タJレ

四倉(須田，

ホ

• I
 

l
 

13. 

14. 

12. 

福島県いわき市沿岸の海藻目録

*印はいわき市で新たに確認された種を示す。

CHLOROPl王YTA 緑藻植物門

Ch1orophyceae 緑藻綱

U1otricha1es ヒビミドロ日

Ulotrichaceae ヒビミドロ科

Ulothrix flacca (DILLWYN) THURET in LE ]OLIS 

ヒピミドロ

Noda (1964). 

Ulva1es アオサ目

Monostromataceae ヒトエグサ科

Monostroma angicava KJELLM刷工ゾヒ卜エグサ

Noda (1964). 

Monostroma nitidum WI甘 ROCK ヒトエグサ*

小名浜(須田， Arp. 18， May 6， 1985). 

Kornman抑 zostericola(TILDEN) BUDING 

キヒトエ

小名浜(須田， Apr.21， 1985). 

Monostroma zostericola TILDEN ; Noda (1964). 

モツ

2. 

3. 

4. 
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15. Chaetomoψha moniligera KJELLMAN タマジュ

ズモ

四倉(須田， Jul. 2， Aug. 3， 1985)，小名浜

(須田， May. 26， Nov. 17， 1984). 

Noda (1964). 

16. Chaetomoψha spiralis OK.AMURA フトジュズモ

久之浜(須田， Aug. 12， 1984)，四倉(須悶，

Nov. 13， Dec. 16， 1983)，永崎(須田， Nov. 

10， 1984)，小名浜(須田， May. 26， 1984). 

岡村(1936).Noda (1964). 

17. Cladophora opaca SAKAI ツヤナシγオグサ

Cladophora glaucescens HARVEY ; Noda (1964). 

18. Cladophu叩 sakaiiABBOTT アサミドリシオグサ

Cladophora dlllsa HARVEY ;岡村 (1936)，Noda 

(19臼).

19. Cladophora stimpsonii HARVEY キヌシオグサ

Noda (1964). 

20. Cladophora utriculosa KOTZING 

Noda (1964). 

Codia1es ミル目

Bryopsidaceae ハネモ科

21. E:り'opsismaxima OKAMURA オオハネモ

四倉(須田， Jul. 30， Aug. 3， 1985)， IJ、'f.i兵

(須田， Dec. 1， 1984; Aug. 10， 1985). 

岡村(1936). Noda (1964). 

Codiaceae ミlレ科

22. Codium adhaerens (CAB阻臥)C. AGARDH ハ

イミ Jレ

小名浜(須田， Dec. 15， 1984). 

Noda (1964). 

23. Codillm fragile (Su悶 NGAR)HARIOT ミル

四倉(須田， Oct. 14， Nov. 4， 1984). 

Noda (1964) 

PHAEOPHYTA 禍藻植物門

Phaeophyceae 褐藻綱

Ectocarpa1es シオミドロ目

Ectocarpaceae シオミドロ科

1. Ecloca似 spenicillatus (C. AGARDH) KJELLMAN 

エフデシオミドロ

Noda (1964). 

2. Ectoca卯 syezoensis Y AMADA et T ANAKA エゾ

シオミドロ

N oda (1964). 

3. Streblonema euagatum SETCHELL et GARDNER 

コプヤドリミドロ

Noda (1964). 

Ralfsiales イソガワラ目

Ralfsiaceae イソガワラ科

4. Analipus japonicus (HARVEY) WYNNE 7 ツモ

久之浜(須田， Aug. 12， 1984)，凹倉(須悶，

Apr. 5， Nov. 20， Dec. 16， 1984)，江名(須

田， Apr. 8， 1984)，永崎(須田， Jan. 16， 

1985 )，小名浜(須田， Dec. 8， 1984; Jan. 12， 

1985). 

Heterochordaria abietina (RUPR.) SETCHELL et 

G組 DNER; N oda (1964). 

Chordariales ナガ;7ツモ目

Chordariaceaeナガマツモ科

5. Papenfussiella kuromo (YENDO) INAGAK.I クロモ

四倉(須田， May 27， 1984 ; May. 3， 1985)， 

小名浜(須田， Apr. 29， 1984). 

Noda (1964). 

6. Tinocladia crassa (SURINGAR) KYLIN フトモズク

N oda (1964). 

Elachistaceae ナミマクラ科

7. Elachista globosa T雌 AMATSU ナミマクラ

Elachista fucicola (VELLEY) ARESCHOUG ;岡村

(1936)， Noda (1964). 

8. Elachista taeniaそformisY AMAnA ヒJレナミ 7 クラ

N oda (1964). 

Leathesiaceaeネパリモ科

9. Leathesia difformis (LI附 AEUS)ARESCHOUG ネ

パリモ

四倉(須田， May 27， 1984; Jul. 2， 1985)， 

永崎(須田， Sept. 25， 1984 ). 

Noda (1964). 

10. Myria巾 lasargassi (YENDO) FELDMANN ゴノケ

ノリ

N oda (1964). 

11. Petroゆongiumrugosum (0貼 MU貼)SETCHELL 

et GARDNER シワノカワ

凹倉(須田， Jul. 30， 1985)，小名浜(須田，

Apr. 21， 1985). 

N oda (1964). 

Myrionemataceae ミリオネマ科

12. Myrionema corunnae SAUVAGEAU 

N oda (1964). 

Scytosiphona1es カヤモノリ目

Scytosiphonaceae カヤモノリ科

13. Co勿omeniabullosa (SAUNDERS) Y訓AnAワタモ
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N oda (1964). 

14. Colpomenia sinuosa (MARTENS et ROTH) DERBES 

et SOLIER in CASTAGNE フクロノリ

四倉(須田， Jan. 7， 1984; May 3， Jul. 2， 

1985)，江名(須田， Apr. 8，1984)，永崎(須Ef1，

Feb. 16， 1985). 

Noda (1964). 

15. Endarachne bingham加J.AG.組問ハパノリ*

四倉(須田， Nov. 20， 1983)，小名浜(須田，

Jan. 12， 1985). 

16. Ilea Petalonia zostericola NODA 

Noda (1964). 

17. Petalonia fascia (0. F. MULLER) KUNTZE セイ

ヨウハノぜノリ*

四倉(須田， May3，1984)，永崎(須田， Feb. 

16， 1985)，小名浜(須田， Feb. 16， 1985). 

18. Sりtosiphonlomentaria (LYNGBYE) LINK カヤモ

ノリ

四倉(須田， Apr. 6， 1984; May 3， 1985)，江

名(須田， Apr. 8， 1984)，小名浜(須田， May 

26， 1984;May 6，1985). 

Noda (1964). 

Dictyosiphonalesウイキョウモ日

Asperococcaceae コモンプクロ科

19. Myelophycus simplex (HAR.VEY) PAPENFUSS イ

ワヒゲ

四倉 (須田， JuI. 30， 1985). 

Myelophycus caespitosus (HARV.) KJELLMAN ; 

Noda (1964). 

Punctariaceae ハパモドキ科

20. Punctaria latifolia GREVILLE ハパモドキ

Noda (1964). 

Sphacelariales クロガ「シラ目

Sphace1ariaceae クロガシラ科

21. Sphacelaria Srtbfusca SETCHELL and GARDNER 

ミツマタクロガシラ

N oda (1964). 

Desmarestiales ウJレシグサ目

Desmarestiaceae ウルシグサ科

22. Desmarestia ligulata (STACKHOUSE) LA.MOUROUX 

ウルシグサ

久之浜(須田， Aug. 12， 1984)，四倉(須田，

Apr. 7， 1984; May 3， 1985)，小名浜(須田，

May 26， 1984; Jun. 1， 1985). 

岡村(1936). Noda (1964). 

23. Desmarestia tabacoides OKAMURA タバコグサ

岡村(1936).

24. Desmarestia viridis (MむLLER)LAMOUROUX ケ

ウルシグサ

四倉(須田， May 5， 1984). 

岡村(1936). Noda (1964). 

Sporochnales ケヤリモ目

Sporochnaceae ケヤリモ科

25. Caゆomitracabrerae (CLEME悶 E)KUTZING イ

チメガサ

岡村(1936).

Laminariales コンブ日

Alariaceae チガイソ科

26. Alaria crassifolia KJELLMAN in K.lELLMAN et 

PETERSEN チガイソ*

四倉i乙打揚げ(須田， Dec. 18， 1983). 

27. Undaria pinnatψda (HAR.VEY) SURlNGARワカメ

久之浜(須田， Aug. 20， 1984)，四倉(須田.

Oct. 21， 1984; JuI. 30， 1985)，江名(須田，

Sept. 25， 1983)，小名浜(須国， May 26 ，Aug. 

20， 1984; Mar. 31， Jun. 1， Aug. 10， 1985). 

N oda (1964). 

Laminariaceae コンブ科

28. Eisenia bicyclis (KjELLMAN in KjELLMAN et 

PETERSEN) SETCHELL アラメ

[1司倉(須田， May 5， Nov. 20， 1984 ; Jul. 30， 

1985)，江名(須田， Sept. 25， 1983)，永崎(須

田， Aug. 25， 1984)，小名浜(須聞， Jan. 12， 

Aug. 10， 1985). 

Noda (1964). 

29. Laminaria japonica ARESCHOUG "7コンブ*

四倉(須閏， JuI. 2， 1985)，永崎(須田， Nov 

25， 1984)，小名浜(須田， Apr. 18， 1985). 

30. Laminaria religiosa MIYABE in OKAMURA ホソ

メコンフ'

N oda (1964). 

Dictyotales アミジグサ目

Dictyotaceae アミジグサ科

31. Dicりlopterisdivaricata (OKAMURA) OKAMURA 

エゾヤハズ

凶倉(須悶， May 3， 1984; Jul. 30， 1985)，小

名浜(須田， Apr. 29， 1984). 

N oda (1964). 

Neurocaψus divaricata OKAMU貼;岡村(1936).

32. Dictyopteris undulata HOLMES シワヤハズ
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Noda (1964). 

33. Dicりotadichotoma (HUDSON) LAMOUROUX ア

ミジグサ

四倉(須田， Sept. 16， 1984). 

Noda (1964). 

34. Dilothus okamurae DAWSON フクリンアミジ

四倉(須悶， Nov. 20， 1983)，小名浜(須田，

Dec. 8， 1984; Jan. 12， 1985). 

Dilothus marginatus (non J. AG.) OKAM. ;岡村

(1936). 

35. Pachydictyon coriaceum (HOLMES) 0臥 MU貼サ

ナダグサ

Noda (1964). 

36. Statoglossum tacificum YENDO コモングサ

久之浜(須田， Aug. 12， 1984)，四倉(須閏

Nov. 4， May 5， 1984; Jul. 30， 1985)，小名

浜(須田， Apr. 29， 1984; Aug. 10， 1985). 

Noda (1964). 

Fucales ヒノママタ目

Cystoseiraceae ウガノモク科

37. Cystoseira hakodatensis (YENDO) FENSHOLT ウ

ガノモク

四倉(須田， May 27， 1984)，永崎(須田，

May 6， 1985). 

Cys坤 hyllumhakodatense YENDO ;岡村(1936)

Fucaceae ヒパ7 タ科

38. Fucus distichus LINNAEUS ssp. evanescens (C. 

AGARDH) POWELL ヒパマタ*

四倉i乙打揚げ(須田， May 27， 1984). 

39. Pelvetia wrightii OKAMURA エゾイシゲ、

Noda (1964). 

Sarga回目前 ホンダワラ科

40. Hizikia fusiformis (HARVEY) OK.AMURA ヒジキ

久之浜(須田， Aug. 15， 1984)，四倉(須田，

Nov. 20， 1983; Jul. 30， 1985)，江名(須田，

Apr. 8， 1984)，小名浜(須田， May 26， 1984 

; Mar. 31， Apr. 21， Jun. 1， Aug. 10， 

1985 ). 

Noda (1964). 

41. Sargassum ammothilum YOSHIDA et T. KONNO 

スナピキモク

Y oshida (1983). 

42. Sargassum confusum C. AGARDH フシスジモク

Noda (1964). 

43. Sargassum horneri (TURNER) C. AG.組 DH アカ

モク

四倉(須悶， Apr. 7， Oct. 21， 1984; Jul. 2， 

1985 )，小名浜(須田， Dec. 8， 1984 ; Apr. 21， 

1985 ). 

N oda (1964). Y oshida (1983). 

44. Sargassum miyabei YENDO ミヤベモク

Sargassum kjellmanianum YENDO ; Noda (1964). 

45. Sargassum muticum (YENDO) FENSHOLT タマハ

ノ、キモク

Yoshida (1983). 

46. Sargassum siliquastrum (TURNER) C. AGARDH 

ヨレモク

Y oshida (1983). 

Sargassu m tortile C. AGARDH ; N oda (1964). 

47. Sa伊山mthunbergii (MARTENS et ROTH) o. 
KUNTZE ウミトラノオ

四倉(須田， May 5， 1984; Jul. 30， Aug. 3， 

1985 )，江名(須田， Sept. 25， 1983)，小名浜

須田， Apr. 15， 1984; Apr. 21， Jun. 1， 

1985 ). 

N oda (1964). Y oshida (1983). 

48. Sargassum yamadae YOSHIDA et T. KONNO ア

ズマネジモク

Yoshida (1983). 

RHODOPHYTA 紅藻植物門

Rhodophyceae 紅藻綱

Bangiophycidae ウシケノリ亜綱

Erythropeltidales エリスロベノレティス目

Erythropeltidaceae エリスロペルティス

科

1. Eヮthrotrichiaincrassata T ANAK.A イソリボン

Eヮthrocladiasubinlegra ROSENVINGE ; Noda 

(1964 ). 

2. Erylh則的hiacarnea (DILLW刊)J. AGARDH 

ホシノイト

Noda (1964). 

3. Eryth削 richiarefl附 (CROUAN)THURET ユミ

ガ「タホシノイト

Noda (1964). 

Bangiales ウシケノリ目

Bangiaceae ウシケノリ科

4. Bangia alrotuゆU開a(RoTl王)C. AGARDH ウシ

ケノリ

四倉(須田， Nov. 20， 1983)，小名浜(須田，

Jan. 12， Apr. 3， 1985). 
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Bangia fusco-purpurea (DILLWYN) LYNGBYE ; 

N oda (1964). 

5. POψhyra pseudolinearis UEDA ウップJレイノリ

Noda (1964). 

6. PorPhyra puψurea (Ron王)C. AGARDH チシマ

クロノリ

POゆhyra u mbilicalis (L.) J. AG. ;岡村(1936).

7. POψhyra suborbiculata KJELLMAN '7ノレパア 7

ノリ

N oda (1964). 

8. POψhyra tenera KJELLMAN アサクサノリ

N oda (1964). 

9. POψhyra yezoensis UEDA スサビノリ

江名(須田， Apr. 8， 1984)，小名浜(須田，

Dec. 5， 1984; May 6， Jun. 1， 1985). 

岡村(1936). Noda (1964). 

Floridiophycidae 真正紅藻亜綱

N emalionales ウミソ。ウメン日

Acrochaetiaceae アクロケチウム1斗

10. Auduinella terminalis (N雌雌URA)G品 BARY

Rhodochorton terminale NAKAMURA ; Noda 

(1964 ). 

HelminthocIadiaceae ベニモズク科

11. Helminthocladia )'endoana NARITA ホソベニモ

ズク

Noda (1964). 

12. Nemalion vermiculare SURINGAR ウミゾウメン

四倉(須田， Jul. 30， Aug. 3， 1985)，永崎

(須田， Sept. 25， 1983 ). 

岡村(1936).Noda (1964). 

Bonnemaisoniaceae カギケノリ科

13. Bonnemaisonia hamifera HARroT カギノリ

Asparagopsis hamifera (HARIOT) 0臥 M・;岡村

(1936). 

Gelidiales テングサ目

Gelidiaceae テングサH

14. Gelidiu m amansii (L雌 OUROUX) LAMOUROUX 

マクサ

四倉(須田， Jul. 2， 1985)，永崎(須田， Feb. 

16， 1985). 

Noda (1964). 

15. Gelidium divaricatum MARTENS ヒメテングサ*

四倉(須田， Oct. 21， 1984; Jul. 30， 1985)， 

永崎(須田， Nov. 10， 1984). 

16. Gelidiu m japonicu m (HARVEY) 0臥 MU臥オニ

クサ*

小名浜(須田， Oct. 15 Ef>， 1984; Mar. 31， 

Apr. 18， Jun. 1， Aug. 10， 1985). 

17. Gelidium pusillum (STACKHOUSE) LE ]OLIS ハ

イテングサ

四倉(須田， Jul. 30， 1985)，永崎(須田， Nov. 

10 Ef>， 1984). 

Noda (1964). 

18. Gelidium subfastigiatum OKAMURA ナンブグサ

岡村(1936).

19. Gelidium vagum OKAMURA ヨレクサ

Noda (1964). 

20. Pterocladia caPillacea (GMELIN) BORNET in 

Bo悶 ETet THURET オノfクサ

P terocladia tenuis OKAMURA ; N oda (1964). 

Cryptonemiales カクレイト目

Dumontiaceae リュウモンソウ科

21. Neodilsea yendoana TOKIDA アカノて

久之浜(須田， Aug. 12， 1984)，四倉(須田，

Nov. 3， 1983; Oct. 21， Nov 4， 1984; May 

6， Jul. 2， Aug. 3， 1985)，小名浜(須田， Aug. 

10， 1985). 

Noda (1964). 

22. Pikea caliJornica HARVEY ミチガエソウ

四倉(須田， Nov. 4， 1984; Jul. 2， Aug. 3， 

1985)，江名(須悶， Sept. 25， 1983)，永崎

(須田， Nov. 10， 1984)小名浜(須田， Nov. 

10， 1984). 

岡村(1936). Noda (1964). 

Peyssonneliaceae イワノカワ科

23. PりIssonneliacaulifera OKAMU貼エツキイワノ

カワ*

永崎(須田， Jan. 16， 1985). 

Corallinaceae サンコ。モ科

24. Amphiroa echigoensis YENDO エチゴカニノテ

Noda (1964). 

25. Bossiella cretacea (POSTELS et RUPRECHT) 

]OHANSEN イソキリ*

凹倉(須田， Nov. 20， 1983; Apr. 6， 1984; 

Jul. 30， Aug. 3， 1985). 

26. Calliarthron yessoense (YENDO) MANZA エゾシ

コロ

四倉(須田， Nov. 3， 1983; Apr. 6， Nov. 20， 

Oct. 14， 1984; Jul. 30， Aug. 3， 1985)，永崎

(須田， Sept. 8， 1984)，小名浜(須田， Feb. 
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16， Mar. 31， Jun. 1， Aug. 9， 1985). 岡村(1936).Noda (1964). 

Cheilosporum yessoense YENDO ; Noda (1964). 37. Caゆopeltisprolifera (HOLMES) KAWAGUCHI et 

27. Corallina officinalis LINNAEUS サンゴザ

四倉(須田， Apr. 6， 1984; Ju1. 2， 1985)，江

名(須田， Sept. 25， 1983). 

28. Corallina pilulifera POSTELS et RUPRECHT ピリ

ヒノぜ

I四倉(須田， Nov. 3， 1983; May 5， 1984; 

May 3， Ju1. 30， Aug. 3， 1985)，江名(須田，

Sept. 23， 1983)，小名浜(須田， Feb. 16， Mar. 

31， Aug.9， 1985). 

Noda (1964). 

29. Fosliella zostericola (FOSLlE) SEGAWA in 

YOSHIDA モカサ*

四倉(須田， Nov. 3， 1983; Ju1. 30， 1985)， 

永崎(須田， Nov. 17， 1984)，小名浜(須田，

Jan. 12， Mar. 31， 1985). 

30. Lithothyllum okamurae FOSLIE f. jatonicum 

FOSLlE ヒライボ

Noda (1964). 

31. Marginisporum aberrans (YENDO) ]OHANSEN et 

CHIl主ARAin ]OHANSEN フサカニノテ

AmPhi何aaberrans YENDO ; Noda (1964). 

32. Melobesia pacifica M必 AKI アパタモカサ*

四倉(須田， Dec. 3， 1983; Ju1. 30， 1985). 

33. Serraticardia maxima (YENDO) SILVA オオシコ

ロ

四倉(須田， Nov. 3， 1983; Ju1. 30， 1985)， 

小名浜(須田， Feb. 16， 1985). 

Cheilo.ゆorummaxima YENDO ; Noda (1964). 

34. Tenarea tumidulum (FOSLlE) AoEV ノリマキ

四倉(須田， Nov. 4， 1983; Oct. 10， 1984; 

Jul. 30， 1985)，永崎(須閏， Sept.8， Nov. 10， 

1984 )，小名浜(須田， Feb. 16， Mar. 31， Jun. 

1， Aug.9， 1985). 
Dermatolithon tumidulum FOSLlE ; Noda (1964). 

Halymeniaceae ムカデノリ科

35. Carpopeltis affinis (HARVEV) 0臥服J臥 7 ツ

ノリ

久之浜(須田， Aug. 15， 1984)，四倉(須田，

Jul. 2， 1985)，小名浜(須田， May 27， Aug. 

20， 1984). 

岡村(1936). Noda (1964). 

36. Carpopeltis cornea (OKAMU貼)OKAMURA ツノ

ムカデ

MASUDA コメノリ

永崎(須田， Feb. 16， 1985)，小名浜(須田，

Apr. 29， 1984; Feb. 16， May 26， Jun. 1， 

Aug. 9， 1985). 

Caゆoteltisflabellata (HOLMES) OKAMURA ; 

Noda (1964). 

38. Grateloutia filicina (LAMOUROUX) C. AGARDH 

ムカデノリ

久之浜(須田， Aug. 15， 1984)，四倉(須田，

Oct. 7， 1984; Jul. 30， Aug. 3， 1985)，小名

浜(須田， Dec. 1， 1984; Jan. 12， Aug. 10， 

1985 ). 

Noda (1964). 

39. Grateloutia latissima OKAMURA 

Noda (1964). 

40. GratelouPia livida (HARVEV) Y馴油A ヒラム

カデ

四倉(須田， Dec. 4， 1983; May 3， Oct. 7， 

Nov. 4， 1984; Aug. 3， Ju1. 30， 1985)，江名

(須田， Sept. 25， 1983)，小名浜(須田， Dec. 

8， 1984; Aug. 9， 1985). 

Noda (1964). 

41. Grateloupia okamurae YAMADA キョウノヒモ

小名浜(須凹， Aug. 22， 1984; Aug. 10， 

1985). 

Noda (1964). 

42. Grateloutia starsa (OKAMURA) CHIANG ヒジリ

メン

久之浜(須田， Aug. 12， 1984)，四倉(須田，

Dec. 18， 1983; May 5， 1984)，江名(須田，

Apr. 8， 1984)，小名浜(須田， May 26， Dec. 

1， 1984; Jan. 12， Apr. 21， 1985). 

Cyrりmeniasparsa OKAMURA ;岡村(1936)，

N oda (1964). 

43. GratelouPia turuturu YAMADA ツJレツJレ

凹倉(須田， Jul. 30， Aug. 3平， 1985)，江名

(須田， Apr. 8， 1984). 

Noda (1964). 

44. Pachymeniopsis elliptica (HOL旧 S)YAMADAin 

KAWABATA タンパノリ

久之浜(須田， Aug. 20， 1984)，小名浜(須田，

May 26， 1984; Jun. 1， Aug. 10， 1985). 

N oda (1964). 



乱1arincA!gae from the ceast of 1 waki City 29 

45. Pachymeniotsis lanceolata (OKAMU貼)YAMADA 

in KAWABATA フダラク

Noda (1964). 

Endocladiaceae フノリ科

46. Gloiotel tis comtlanata (HARVEY) YAMADA ハ

ナフノリ

四倉(須田， Jul. 2， 1985)，小名浜(須田，

May 26， 1984; Aug. 10， 1985). 

岡村(1936). Noda (1964). 

47. Gloioteltis furcata furcata (POSTELS et RUPRE-

CHT) J. AGARDH フクロフノリ

四倉(須回， Nov. 13， 1983; May 3， Ju1. 2 

♀， Aug. 3， 1985)，江名(須田， Sept. 25， 

1983 )，小名浜(須悶， Mar. 31， Aug. 10， 

1985 ). 

N oda (1964). 

Cal1ymeniaceae ツカサノリ科

48. Callothyllis adnata OKA1'dURA ネザシノトサカ

モドキ

Noda (1964). 

49. Callothyllis cristala OKAMURA ヒロハノトサ

カモドキ

Noda (1964). 

50. Callothyllis tallllata YAMADA ヤツデガタトサ

カモドキ

小名浜(須田， Aug. 10♀， 1985). 

Noda (1964). 

51. Callothyllis rhynchocaTμRUPRECHT ヒメトサ

カモドキ

Noda (1964). 

Gigartina1es スギノリ目

N emastomataceae ヒカゲノイト科

52. Nelllostollla lancifolia 0砧 MURA ウスギヌ

岡村(1936). Noda (1964). 

53. SchizYlllenia dubyi (C臥 .UVINin DUBY) 

J. AGARDH ベニスナコ

岡村(1936). N oda (1964). 

Rhizophyllidaceae ナミノハナ手干

54. Chondrococcus jatonicus (lIARVEY) OKAMURA in 

MATSUMURA et MrvOSHI ナミノハナ*

久之浜(須田， Aug. 12♀， 1984)，永崎(須

国， Feb. 16， 1985). 

Solieriaceae ミリン科

55. Turnerella lIlertensiana (POSTELS et RUPRECHT) 

SCHMITZ in ENGLER et PRANTL エゾナメシ

N oda (1964). 

Ca u1acanthaceae イソモッカ科

56. Caulacanthus okalllurae YAMADA イソダンツウ

凹倉(須田， Nov. 4， 1983; Jul. 30， 1985)， 

江名(須田， Sept. 25， 1983; Nov. 17， 1984)， 

小名浜(須田， Dec. 1， 1984; Jan. 12， Aug. 

10， 1985). 

N oda (1964). 

P10camiaceae ユカリ H

57. Plocallliulll recuruatulll OKAMURA "7キユカリ

四倉(須田， Nov. 3， 1983; Jan. 4， 1984; 

Ju1. 30， 1985)，永崎(須田， Nov. 17， 1983)， 

小名浜(須閏， Apr. 29， Dec. 1， 1984 ; Mar. 

31， Aug. 9， 1985). 

岡村(1936). Noda (1964). 

58. Plocan仰 m telfairiae (HARVEY) HARVEY in 

KUTZING ユカリ

久之浜(須田， Aug. 12， 1984)，四倉(須田，

Nov. 3♀， 1983; Jan. 4， 1984; Jul. 2， 

1985 )，永崎(須田， Sept. 8， 1984)，小名浜

(須田， Apr. 15， 1984; Mar. 31， Jun. 1， 

Aug. 9， 1985). 

Noda (1964). 

Hypneaceae イバラノリ科

59. Hytnea charoides LAMOUROUX イノfラノリ

四倉(須田， Nov. 3， 1983; Sept. 16， Oct. 

14， 1984)，小名浜(須田， Dec. 8， 1984). 

Noda (1964). 

60. Hytnea saidana HOLMES サイダイノfラ

岡村(1936). Noda (1964). 

61. Hytnea variabilis OKAMURA タチイバラノリ

岡村(1936).

Gracilariaceae オゴノリ科

62. Gracilaria bursa-tastoris (GMELlN) SILVA シラ

モ

Gracilaria compressa (AG.) GREVILLE ; Noda 

(1964 ). 

63. Gracilaria uerrucosa (HUDSON) PAPENFUSS オゴ

ノリ

四倉(須田， Oct. 10♀， 1984; May 3， Ju1. 

2， Aug. 3， 1985)，小名浜(須田， May 26， 

Nov. 17， 1984; Aug. 10， 1985)，江名(須田，

Apr. 8， Nov. 17， 1984). 

N oda (1964). 

Phyl1ophoraceae オキツノリ科
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64. Ahnfel tiaμradoxa (SURINGAR) OKAMURA ハ

リガネ

四倉(須田， Nov. 3， Dec. 16， 1983; Apr. 29， 

May 3， Oct. 10， 1984; JuI. 30， 1985)，江名

(須田， Apr. 8， 1984)，永崎(須田， Sept. 8， 

Nov. 10♀， 1984)，小名浜(須田， Apr. 15， 

May 26， Dec. 8， 1984; Mar. 3 1， Jun. 1， 

1985 ). 

N oda (1964). 

65. Gymnogongrus flabelliformis HARVEY in PERRY 

オキツノリ

四倉(須田， May 5， 1984; Jul. 30， Aug. 3 

♀， 1985)，江名(須田， Sept. 25， 1983 ; Apr. 

8， 1984)，小名浜(須悶， Apr. 29， May 26， 

1984 ; Aug. 10， 1985). 

Noda (1964). 

66. Gymnogongrus jatonicus SURINGAR ソエエダナ

シオキツノリ

Noda (1964). 

Gigartinaceae スギノリ科

67. Chondrus elatus I王OLMES コトジツノマタ*

小名浜(須田， Oct. 16， Dec. 8 早， 1984; 

Mar. 31 ♀， May 26， Jun. 1， Aug. 9③， 

1985 ). 

68. Chondrus giganteus YENDO オオパツノマタ*

四倉(須田， Nov. 13 EB， Dec. 16， 1983; JuI. 

30♀， 1985)，永崎(須田， Feb. 16， 1985)， 

小名浜(須田， Apr. 29， Aug. 20 ♀， Dec. 

8， 1984; May 6， 1985). 

69. Chondrus ocellatus HOLMES ツノマタ

久之浜(須田， Aug. 12， 1984)，四倉(須田，

Nov. 20 EB， 1983; May 3， JuI. 2 EB， 1985)， 

小名浜(須田， Aug. 9 EB， Dec. 8 EB， 1984 ; 

Jan. 12 EB， May 26 EB♀， Jun. 1， Aug. 10 

♀， 1985). 

N oda (1964). 

70. Gigartina intermedia SURINGAR カイノリ

四倉(須田， Oct. 7， 1984; JuI. 2， Aug. 3， 

1985)，小名浜(須田， May 26， Aug. 9♀， 

1985 ). 

Noda (1964). 

71. Gigartina teedii (RoTl王)LAMOUROUX シキンノ

Noda (1964). 

ンソウ

江名(須田， Apr. 8 EB♀， 1984). 

1 ridaea tulchra KUTZ. ;岡村(1936).

Rhodymeniales マサゴシノイリ目

Champiaceae ワツナギソウ李}

73. Chamtiaμrvula (C. AGARDH) HARVEY ワツ

ナギソウ

|剖倉(須田， Oct. 14， 1984; JuI. 2， 1985)， 

小名浜(須田， Sept. 8 EB， 1984; Aug. 9， 

1985 ). 

Noda (1964). 

74. Gastroclonium tacificum (DAWSON) CHANG et 

XIA イソマツ

四倉(須田， Sept. 15， 1984; JuI. 2 EB， 1985)， 

小名浜(須田， Aug. 9 EB， Dec. 8， 1984 ; Jan. 

12， 1985). 

Gastroclonium ovale (HUDS.) KUTZ. ;岡村

(1936)， Noda (1964). 

75. Lomentaria catenata HARVEY in PERRY フシツ

ナギ

久之浜(須田， Aug. 20， 1984)，凹倉(須田

Apr. 7， 1984; Jul. 30 EB♀， 1985)，江名(須

田， Sept. 25， 1983)，永崎(須田， Sept. 8， 

1984 )，小名浜(須田， Apr. 15， Aug. 20 EB， 

Dec. 15♀， 1984; Feb. 16， May 6， Jun. 1， 

1985 ). 

N oda (1946). 

76. Lomentaria hakodatensis YENDO コスジフシツナ

ギ

久之浜(須田， Aug. 12 EB， 1984)，凹倉(須

田， Oct. 10 EB， 1984; JuI. 30 EB， 1985)， 

小名浜(須田， May 26， Dec. 15， 1984 ; Jan. 

12， Jun. 1， 1985). 

Noda (1964). 

Rhodymeniaceae マサコ。シノイリ科

77. Chりりmeniali咋 htii(HARVEY) YAMADA タオ

ヤギソウ

岡村(1936).

78. Rhodyme仰 intricata(0臥 MU臥)OKAMURA " 

サゴシパリ

Noda (1964). 

Ceramiales イギス目

Ceramiaceae イギス科

79. Antithamnion defectum KYLIN キヌイトフタツ

72. Rhodoglossum jatonicum MlKAMI アカノfギンナ ガサネ*
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久之浜(須田， Aug. 12， 1984)，小名浜(須田，

Aug. 25， 1984). 

80. Antithamnion n抑制icumYAMADA et INAGAKl 

フタツガサネ

小名浜(須田， Jan.12 $， Apr. 15， Aug. 25， 

1984; Jun. 1 $， 1985). 

Noda (1964). 

81. Callithamnion callothyllidicola Y AMADA キヌイ

トグサ*

四倉(須田， Nov. 4 O， 1984). 

82. Callithamnion furcellariae J. AGAROH 

N oda (1964). 

83. Camtylaφhora crassa (0臥 MURA)NAK雌 U貼

フトイギス

久之浜(須田， Aug. 15， 1984)，四倉(須田，

Nov. 4， 1984; Jul. 30， 1985)，江名(須田，

Apr. 8， 1984)，小名浜(須田， Jan.12， Apr. 

29， May 27， Aug. 25， 1984). 

Noda (1964). 

Ceramium crassum OKAMURA ;岡村(1936).

84. Camtylaethora hytnaeoides J. AGARDHエゴノリ

四倉(須田， Sept. 16， Oct. 10， Nov. 4; Jul. 

30， Aug. 3， 1985)，永崎(須田， Sept. 8， 

Nov. 10， 1984; Feb. 16， 1985)，小名浜(須

田， Dec. 1， 1984; Mar. 31， Jun. 1， Aug. 9， 

1985). 

Noda (1964). 

85. Centroceras clavulatum (C. AGARDH) MONTAGN 

トゲイギス

四倉(須田， Nov. 20， 1983). 

Noda (1964). 

86. Ceramium jatonicum 0臥胤lRA ハネイギス

久之浜(須田， Aug. 12， 1984)，四倉(須田，

Nov. 27， 1983; Apr. 29， May 5， 1984; May 

3， J叫.2， 1985)，小名浜(須田， May 27， 

1984; Mar. 31， 1985). 

Noda (1964). 

87. Ceramium kondoi YENDO emend. NAKAMURA 

イギス

久之浜(須田， Aug. 12， 1984)，四倉(須田，

Nov. 27， 1983; Apr. 7， May 5， 1984; Jul. 30， 

1985)，小名浜(須田， Dec. 1， 1984; Mar. 

31， Apr. 18， May 6， Jun. 1， 1985). 

Noda (1964). 

88. Ceramium taniculatum OKAMURA ハリイギス

四倉(須悶， Oct. 7， Nov. 3， 1983 ; Oct. 10， 

1984 ; Jul. 30， Aug. 3， 1985)，小名浜(須田，

Dec. 8， 1984). 

岡村(1936). Noda (1964). 

89. Ceramium 抑制mum(MARTENS) OKAMURA ケ

イギス

四倉(須田， Nov. 4， 1984). 

岡村(1936). Noda (1964). 

90. Griffithsia jatonica OKAMURA カザシグサ

小名浜(須田， Apr. 21 $， Aug. 9， 1985). 

岡村(1936).Noda (1964). 

91. Heゆochond巾印刷linae(MARTENS) FALKENBERG 

in ENGLER et PRANTI. ニクサエダ

四倉(須田， Nov. 3， 1983; JuL 30， 1985)， 

小名浜(須田， May 26. Aug. 20， 1984; Mar. 

31， Jun. 1， 1985). 

Microcladia corallinae (MART.) OKAMURA ; 

N oda (1964). 

92. Hertochondria elegans (0臥間貼)ITONO サエ

ダ*

凹倉(須田， Dec. 4， 1983 ; Sept. 15， Oct. 10 

$， 1984; Jul. 2， Aug. 3， 1985). 

93. Psilothallia dentata (OKAMURA) KYLlN ベニヒ

ノぜ

久之浜(須田， Aug. 12， 1984)，四倉(須田，

Oct. 3， 1983; Nov. 14， 1984; Jul. 2， 1985)， 

永崎(須田， Nov. 25， 1984)，小名浜(須田，

Apr. 29， May 26， 1984; Mar. 31， Apr. 21， 

Jun. 1， Aug. 9， 1985). 

Ptilota dentata OKAMURA ;岡村(1936)，Noda 

(1964). 

94. Reinholdiella sch mitziana (REINBOLD) DE TONl 

チリモミジ

四倉(須田， Jan. 4， 1984)，小名浜(須田，

Apr. 29， 1984; Jan. 12， 1985). 

Caゆ hlψharissch mitziana (RBo.) OKAMU臥;

Noda (1964). 

Dasyaceae ダジア科

95. Dasya sessilis YAMAOA エナシダジア

N oda (1964). 

96. Heteros桝 oniajatonica YENDO イソハギ

久之浜(須田， Aug. 12， 1984)，永崎(須田，

Nov. 10 $， 1984; Feb. 16， 1985)，小名浜

(須田， Apr. 29， May 26， 1984). 

岡村(1936). Noda(1964). 
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97. Heterosiphonia pulchra (OK.AMURA) FALKENBERG Nov. 3， 1983; Apr. 5， 1984; Jul. 30， 1985)， 

シマダジア 小名浜(須閃， Aug. 20， Dec. 1， 1984 ; Mar. 

久之浜(須田， Aug. 15， 1984)，凹倉(須!日 31，Jun. 1， 1985). 

Nov. 13， 1983)，小名浜(須田， Dec. 1， 1983 Noda (1964). 

; May 26， Aug. 9， 1985). 106. Chondria dω~Iphylla (WOODWARD) C. AGARDH 

岡村(1936). Noda (1964). ヤナギノリ

Delesseriaceae コノハノリ科 N oda (1964). 

98. Acrosorium flabellatum YAMADAヤレウスノぜノリ

Noda (1964). 

107. Chondria stoloniρra OKAMURA ツルヤナギノリ

Noda (1964). 

99. Acrosoriu m poりneurumOK.AMU貼スジウスパ 108. Herpos桝 oniafissiden toides (HOLMES) 0臥 MURA

ノリ ヒメゴケ*

久之浜(須田， Aug. 12， 1984)，四倉(須田， 凹倉(須田， Jul. 2， 1985). 

Nov. 20♀， 1983; Jan. 4， 1984; Jul. 30， 109. Heゆosiphoniasubdisticha OKAMURA クロヒメ

1985 )，小名浜(須田， Apr. 15， May 26， Aug. ゴケ

9， 1984; Mar. 31， Jun. 1， 1985). Noda (1964). 

Noda (1964). 110. Laurencia caPituliformis YAMADA 7 ルソゾ*

100. Acrosoriu m uncinatu m (Tu問 ER)KYLIN カギウ

スノマノリ

凹倉(須田， Sept. 8 EB， 1984). 

111. Laurencia in termedia Y AMADA クロソゾ

久之浜(須田， Aug. 12， 1984)，四倉(須田 Noda (1964). 

Nov. 13， 1984). 112. Laurencia niPponica YA阻ADA ウラソゾ

N oda (1964). 久之浜(須田， Aug. 12， 1984)，四倉(須田，

101. Acrosorium yendoi YAMADA ハイウスパノリ Sept. 8 EB早， 1984， Jul. 30， 1985)，永崎

凹倉(須田， Nov. 13， 1983; Apr. 7， Sept.須旧， Feb. 16， 1985)，小名浜(須田， Apr. 

15， Oct. 14， 1984; Jul. 30， 1985). 29， Aug. 9♀， 1984; Jan. 16， Mar. 31， 

Noda (1964). Apr. 21， May 26， Jun. 1， 1985). 

102. Erythroglossum pinnatum OKAMURA タチウス 113. Laurencia okamurae Y AMADA ミツデソゾ

ベニ |叫倉(須田， Oct. 21 EB， Nov. 20 EB古， 1984 

久之浜(須田， Aug. 12， 1984)，四倉( 須悶;Jul. 30， Aug. 3， 1985). 

Sept. 16， 1984; Jul. 2 EB， 1985)，小名浜(須 N oda (1964). 

田， Apr. 29， May 27， Aug. 9， 1984; Mar. 114. Laurencia pinnata YAMADA ハネソゾ

31 平， 1985). 久之浜(須田， Aug. 12， 1984)，四倉(須悶，

岡村(1936). Noda (1964). 

103. Polyneura japonica (YAMADA) MI臥 MI ハスジ

ギヌ

四倉(須田， Sept. 16， 1984). 

Nienburgia japonica (YAMADA) KYLIN; Noda 

(1964 ). 

Rhodomelaceae フジマツモ1斗

104. Benzaitenia yenoshin宮ensisYENDO ベンテンモ

久之浜(須田， Aug. 12， 1984)， r引倉(須田，

Nov. 4， 1983; Jul. 2， 1985)，小名浜(須悶，

Dec. 1， 1984; Mar. 31， Aug. 9， 1985). 

Noda (1964). 

105. Chondria crassicaulis HARVEY ユナ

久之浜(須田， Aug. 12， 1984)， I引倉(須旧，

Nov. 27， 1983; Apr. 7， Sept. 29 EB， 1984; 

Jul. 2， 1985)，永崎(須田， Jan. 16， 1985)， 

小名浜(須問， Apr. 15 EB♀， May 26， Aug. 

25 EB♀， Dec. 1， 1984; Mar. 31， May 6， 

Jun. 1古， 1985). 

N oda (1964). 

115. Laurencia undulata YAMADA コブソゾ

N oda (1964). 

116. PolysiPhonia japonica HARVEY キブリイトグサ

四倉(須田， Nov.27， 1983; Apr. 29， Nov.4， 

1984; Jul. 30， Aug. 3 早， 1985)，江1ei(須

田， Nov. 17♀O， 1984)，小名浜(須田， Dec. 

15♀， 1984; Jan. 12⑤古， Mar. 31， 1985). 

Noda (1964). 
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117. PolysiPhonia 11Iorrolcii HAR.VEY モロイトグサ

N oda (I 964 ). 

118. Polysiphonia urceolata (DILLWYN) GREVILLE 

ショウジョウケノリ

久之浜(須田， Aug. 20， 1984)，凹倉(須田，

Nov. 27， Dec. 4， 1983; Apr. 6， May 3， 

1985)，小名浜(須田， Apr. 29， May 26， 

1984; Jan. 12， Jun. 1， 1985). 

Noda (1964). 

119. Polysiphonia scopuloru11l sensu SEGI オワリイト

グサ

N oda (1964). 

120. Polysiphonia sphaerocaψaB唖RGESEN ヒナイトグ

サ

Polysiphonia pul vinata J. AGARDH ; N oda (1964 ). 

121. Polysiphonia senticulosa HAR.VEY ムツイトグサ

N oda (1964). 

122. SymPhyocladia latiuscula (HARVEY) Y AMADA イ

ソムラサキ

四倉(須田， Nov. 13， 1983; Sept. 24， Nov. 

20， 1984; Jul. 30， Aug. 3， 1985)，小名浜

(須田， Apr. 29， 1984; Jan. 12， Mar. 31， 

Jun. 1， 1985). 

N oda (1964). 

123. Symphyocladia linearis (0臥 MU臥)F ALKENBERG 

ホソコザネモ

凹倉(須田， Jan. 4， 1984; Ju1. 2， 1985)，永

崎(須回， Oct. 16， 1984)，小名浜(須聞，

Apr. 29♀， May 26， 1984; Jun. 1， 1985). 

岡村(1936).

124. Symphyocladia marchantioides (HAR.VEY in 

HOOKER) FALKENBERG in ENGLER et PRANTL 

コザネモ

四倉(須田， Sept. 15， 1984)，小名浜(須田，

Jun. 1， Aug. 10， 1985). 

N oda (1964). 

SPERMATOPHYTA 種子植物門

Angiospermae 被子植物亜門

Monocoty1edoneae 単子葉植物綱

He1obia1es オモダカ目

Zosteraceae ア7 モ科

1. Phyllos，μdix iu'alensis MAKINO スガモ

凶倉(須田， Ju1. 30， Aug. 3， 1985)，小名浜

(須田， Apr. 21， May 6， Jun. 1， 1985). 

Noda (1964). 

乙の研究にあたって，終始，御指導いただき，校閲

も賜わった北海道大学水産学部の斎藤譲博士に厚く

御礼を申し上げる。また貴重な資料を恵与された福島

県水産試験場の横田 康氏，水温の資料を提供された

気象庁小名浜測候所lζ感謝する。
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アラメ及びカジメ群落の生産構造に関する研究

前川行幸・喜田和四郎

三重大学水産学部海藻増殖学講座 (514 三重県津市江戸橋 2-80)

MAEGAWA， M. and KIDA， W. 1987. Studies on the production structure of Eisenia bi，りclisand Eck-

lonia cava communities. Jap. J. Phyco1. 35: 34-40. 

Production structuer of Eisenia bicyclis and Ecklonia cava communities was studied with th巴strati-

fied crヤpingmethod in the coastal area of Shima Peninsula， Mi巴 Prefecture，from June to J叫y1984. 

Three characteristic types of production structure were found both in the Ei. bic..vclis and the Ec. cava 

communities. The first one was the “herb type" observed in fully grown communities in which 

most of the blade biomass was distributed in upper layers of the community and large fronds domi-

nated. The second one was the type in which the blade biomass was not conspicuously distributed 

in any specified layers of the community and smal1 fronds dominated. The third one was the “grass 

type" in which most of the blade biomass was distributed in lower la yers and height of the communi ty 

was low. The last type was observed in communities regenerated after all the fronds were cut down 

about a year before. Relative light intensity on the community floor was lower in the herb type 

than in the other two types. The density of small， young fronds was dependent on the light con-
dition in communities which was related to the density of large fronds. CfF ratio of the commu-

nities of both species was characteristically low as compared with that of ter・restrialplant commu-

nities. It was concluded that the different types of production structure obtained in the present 

work represent different phases of regeneration of the communities rather than the differences due 

to physical factors of the environment. 

κりI lndex Words: Community; Ecklonia cava; Eisenia bicyclis; Phaeophyta; production e，印ー

logy; production structu陀 ; T，眠generation;relat叩elight inte.悶 iry;sea即'eeds.

Miyuki Maegawa and Washiro Kida， Faculry 0/ Fisheries， Mie University， Edobashi 2・80，Tsu， 

Mie， 514 Japan. 

褐藻類コンブ科lζ属するアラメ Eiseniabicyclis 及び

カジメ Eckloniacavaは，本邦暖海域l乙広く分布する

大型海藻であり，沿岸域の主要な一次生産者として，

また両種の形成する海中林は沿岸動物の再生産の場と

して，水産上重要な役割を果たしている。アラメ及び

カジメは多年生であり，その群落は年齢鮮の交代に

よって維持，更新されている。しかし，更新の過程や

機構lζ関する個体群レベルでの研究は少なく，岩橋

(1971)がカジメ群落について成体群と幼体群の密度

変化から年級群交代の過程を検討し，また林田(1977)， 

小島(1979)，谷口・加藤(1984)らが各種の形質の組

成から年齢構造の解析を行っているにすぎない。

筆者らは，前報(喜田・前J"1985)において，アラ

メ及びカジメ群落の茎長組成及び、年齢群の季節変化か

ら更新の過程を明らかにすることができたが，さらに

更新の機構を考える上で，乙れら群落の構造や更新を

規制する最大の要因は群落内部の光環境にあると推察

するに至った。そ乙で本研究では，アラメ及びカジメ

群落の立体構造と光環境との関係を解明する目的で，

層別刈取り法 (MONSIund SAEKI 1953)により，光合

成系(葉部)と非光合成系(茎部〉の空間的分布を調

べるとともに群落内の各層での光分布を測定し，群落

の立体的構造としての生産構造について検討を行った

ので，と乙lζ報告する。

材料と方法

三重県志摩半島の御陸及び浜島沿岸を研究対象域と

した (Fig.1 )。この水域では，水深 5m(低潮線下，

以下同じ)以浅にアラメが，約 5mから 25m付近ま

でにカジメがよく繁茂し，濃密な海中林を形成してい

る(喜田・前川 1982，1983)。

調査は1984年6Jjから 7月にかけて行った。調査地

点は，アラメについては最も発達した群落が見られる
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Fig. 1. Maps showing the location of surveyed 

areas. A， Eisenia bicyclis community; B， Ecklonia 
cava commumty. 

岩井崎地先の水深約 3mの岩盤上l乙，カジメについ

ても同様に浜島地先の水深約 8mの岩盤上にそれぞ

れ6ケ所選定し， lmXlmのコドラー卜を設置した。

各コドラートは，できる限り同一成質条件の下で，茎

長組成が異なる場合を選定して設置した。また，再生

した群落についても調査するため， 1983年10)JIこ全刈

取りを行った場所にも同様のコドラートを，アラメ及

びカジメについて Iケ所ずつ設置した。

群落内の光環境を知るため，シーJレドされた照度計

(MINOLTA T-l)を用いて群落底部より 20cm間隔

で各層の照度を測定するとともに船上でも同時に照度

を測定した。照度の測定値は船上の自記記録計(横河

電気3057ポ タプノレレコータ)によって記録した。

各層における平均的な照度を求め，群落上面を 100;;杉

とした相対照度で表した。乙れらの測定は，曇天の日

を選び，いわゆる散光状態のもとで行った。

水中現場での層別刈取り (MONSIund SAEKI 1953) 

は著しく困難であるので，次の手順で層別l乙分けた。

群落内側支の測定後，全ての個体を茎最下部から刈取

り，三重大学水産学者[S附属水産実験所lζ持ち帰り，茎

長及び茎下部生長輸数の測定を行った後，各個体を自

然の状態にできる限り近い形に盤え， 10 cm間隔に切

断した。各屈を茎部と楽部l乙分け，淡水で洗浄し，風

乾である程度水分を除去した後，約85"(;で8時間送風

乾燥し，乾重量を求めた。

結 果

カジメ及びアラメ鮮終の生産構造図を Fig.2及 び

Fig.3 Iζ示す。また，生長輸数から年齢を推定し(前

川・喜回 1984a，b)，年齢を付記した茎長組成もあわ

せて図示した。

カジメ群落についてみると (Fig.2)，St. 1， 2， 3で

は，典型的な広葉型の生産構造を示し，策重量の分布

は高さ 30cmから II0cmの聞に集中し， 70-80cm 

層でそれぞれ 251，1 78， 140 gの最大値を示した。茎

重量は， 10 cm以下の周で最も大きく，上層iζ向かつ

て徐々に減少した。相対照度は，群落上部より葉量の

増加に伴って急激に減少し， 50 cm以下の屑ではほぼ

一定(10必)となった。茎本数は群落下部iこ向かつて

漸増するが，特lこ80-60cm及び 20ー 10cmの層で

大きく璃加していた。乙れを茎長組成からみると，主

l乙茎長 50cm以上の 3-4齢群が主体となる大型群

と， 20 cm以下の 1-2紛群が主体となる小型群の 2

群で構成されていた。

St.4， 5では，仁記の広葉型とは異なり，葉重量の

分布範闘が広く， 20-90 cm周では 30-80gの閲で

変動し，明|療な極大値はみられなかった。相対照度も

上層での急激な減少は認められず全体lζ緩く減少し，

群落最下部でも13%前後と St.1， 2， 3 IC比べやや高

い値を示した。茎重量は上層での大きな増加はみられ

ず，下層になるにつれて徐々に噌加し，最下層では

48g (St.4)及び 13Ig(St.5)の最大値を示した。茎

長組成をみると，大型個体が少なく，茎長 10cm以

下の小型個体が大部分を占め，茎本数はそれぞれ133，

121本1m2で高密度であり ，1-2齢の小型群が優占

していた。

St. 6は， 1983年10月lζ刈取りを行った約 l年後の

再生した群落であり，イネ科型lζ近い生産構造を示し

た。葉重量は 70cm以下lζ分布し， 30-40 cmの屑

で 153gの最大値をポした。相対照度は， 20cm付近

まで急激に減少し，群落長下部では約10;;ちであった。

茎長組成では，茎長 20cm以下の 2齢群が最も大き



MAEGAWA， M. and KIDA， W. 36 

NS 

50 100 
L 

50 
NS 

50 100 150 

St. 4 

100 0 

， ， ， ， ， ， 。，
， 
， ， 
， 

150 100 0 
L 

50 

100 

11 

st. 5 
.''f 

0' 

St. 2 

42 
100 

11 

1L 

日ヒ. G 

/一一一日…
F

st. 3 100 

日

1 -
20 40 

NF 

60 

Fig. 2. Production structure diagrams and the frequency distribution of stipe length and age of Ecklonia 

cava communities at Stations 1-6. H， height of community (cm); L， relative light intensity (%); NS， number 

of stipes; F， photosynthetic organs (blades) (g dry wt.); C， non-photosynthetic organs (stipes) (g dry wt.); 
SL， stipe length (cm); NF， number of fronds. Numerals 1-4 in diagrams of the frequency distribution of 

stipe length show the age (years). Shaded parts for Eisenia bi，りclis.
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急激に減少し， 80 cm層で既に 10%以下となり， 60 

cm以下の層では約 1%で一定となった。茎本数は，

上層から 40cmまでは増加が著しいが， St.7では高

さ 40cm以下の個体は見られず， St.8でも 20cm以

下の個体が若干認められる程度であった。茎長組成か

らも，これらの辞落では茎長 40-60cmの4-5齢

の大型個体が優占していることが明らかである。

SI. 9では， J二記の広葉型とは異なり，葉重量の分

布は 120cmから最下層まで広範囲にわたるが， 70-

な刻合を占めていた。なお，乙の調査地点ではアラメ

が l個体混生していた。

アラメ群落についてみると (Fig.3)，SI.7， 8では

典型的な広葉型の生産構造がみられた。葉重量は中層

から上層iζ分布し，特i乙 70-80cm層で，それぞれ

788 g， 517 gの最大値を示した。茎重量は， 90-50cm 

層まで培加し，それ以下の層ではほぼ一定となり，最

下層で最大となった。相対照度は SI.8では測定され

なかったが， St.7では，葉重量の唱力rll乙伴って上腐で
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Fig. 3. Production structur官 diagramsand the frequency distrib叫 ionof stipe length and age of Eisenia 

bicyclis communities at Stations 7-12. H， height of ∞mmunity (cm); L， relative light intensity (%); NS， 

nur由 erof stipes; F， photosynthetic or宮ans(blades) (g dry wt.); C， non-photosynthetic organs (stip田)(g 

dry wt.); SL， stipe length (cm); NF， number offronds. Numerals 1-5 in diagrams of the frequency distrib叫同

tion of stipe length show the age (y四 rs). Shaded parts for Ecklonia cava. 

80 cm屑で 280g， 30-40 cm層で 170gの2つの山

がみられた。乙れを茎長組成からみると，乙の群落は

茎長 70cm以上の 4-5齢の大型群と， 40cm以下の

3齢群を中心とした小型群との 2群で構成されている

乙とがわかった。相対照度は上層より 60cmまでの

低下が大きいが，それ以下の層では緩やかであり，書学

落最下部では 7%程度であった。また， SI.10，11で

は，葉重量の分布は全層にわたるが，最上層と最下層

で少なく， SI.IOでは 50-215g， SI. 11では 60ー 124

gの聞で変動し，明瞭な極大はみられなかった。相対

照度は 60cm層付近までの低下は大きいが，それ以

下の屑ではほぼ一定となり，最下層では 10-17%で

あった。茎長組成をみると，茎長 40cm以上の 4-

5齢群が上層l乙散在し，菜長 30cm以下の 1-3紛

の小型個体が優占していた。

51.12のアラメ群落は， SI.6のカジメ群落と同様

に，刈取り後約 l年の再生群落である。生産構造はイ

ネ科裂に類似し， 20-30 cm層で葉重量が 200gの最
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の変動について報告している程度であり，陸上植物群

落に比べ海藻群落における生産生態学的研究は著しv

遅れている。

アラメ及びカジメ群落の生産構造図 (Fig.2，3)は，

基本的には陸上植物群落のそれと良く似ており，広葉

型 (SI.I-3，7， 8)とイネ科型 (St.6， 12)が見られ，

その他lこ同程度の葉量がほぼ全層にわたって分布する

型 (SI.4，5， 9-11)が認められた。しかし， C/F比は

陸上の草原群落では lー 10，森林では20-50(MONSI 

und SAEKI 1953，吉良 1973)程度であるのに対し，ア

ラメ及びカジメ群落では刈取り後約 l年の再生群落を

除き0.18-0.66(Table 1)と著しく低かった。田中ら

(1984) の伊豆半島下回沿岸のカジメ群落についての

調査でも， 6月から 8月にかけて同程度の低い C/F

比 (0.24-0. 33)が得られている。これは，水の密度

は空気の密度に対して常温で約 770倍も高いため，大

型海藻の群落でも葉鮮を支える非同化器官はごく少量

で充分である乙とを示唆するものである。この様な傾

向は水草群落でもみられており (IKUS1MA1966)， 乙

れは水中lζ生育する大型植物の一般的特徴といえよ

っ。
また，水中での光条件は陸上の場合lζ比べ著しく異

なる。即ち，陸上では群落内外での空気による光の吸

収は殆んど無視できるのに対し，水中では水自体によ

る光の吸収が極めて大きいためである。本研究におけ

る測定では，光が水面から群落上面lζ達するまでに，

アラメ群落では約40%，カジメ群落では約70%の光が

吸収されており，残りの光が藻体及び群落内の海水に

察

生産構造図は群落を構成する各々の植物量の空間的

配置，及び受光状態を明瞭に示すので，群落の''1=:長や

群落内l乙生育する個体聞の競争関係及び群落の更新過

程をある程度南感的に読みとることができる。しかし，

海藻群落の生産構造lζ関する研究は極めて少なく，谷

口・山田(1978)がヤツマタモク Sargassumμtens及

びノコギリモク S.serratiJoliumの群落について層別刈

取りを行い，葉量の垂直分布の季節的変化から年間純

生産量を推定し，また林田(1986)が伊豆半島沿岸の

カジメ群落について生産構造とそれに対応する光条件

大値を示した。茎重量は最下層で 22g程度であった

が，密度は22本/m2とやや高かった。相対照度は群落

最下部で11%であった。茎長組成をみると， 10cm以

下の 2齢群が優占していた。また， SI. 11， 12ではカ

ジメがそれぞれ l個体ずつ混生していた。

生産構造を調査した各地点の梁重量，茎重量， lJ~存

量及び密度を Table1 Iζ示した。現存量はアラメ群落

の万がかなり高く，特にそれぞれの最大現存景を示し

た St.1と SI.7の比較では，アラメ群落はカジメ群

落の約4倍であった。これに対し個体密度はカジメ酵

落の万が高く，特に SI.4，5では， 1-2齢の小型倒

体が高密度に生育していた。 C/F比(光合成器官に対

する非光合成器官の現存量比。乙乙では便宜的に薬部

l乙対する茎部の比をとった。)は 0.06-0.66の筋肉に

あり，カジメの方がやや高い傾向がみられた。
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Tabl巴1. Standing stock (dry wt.)， CfF (stipes/blades ratio)， and density of the Eckloni， 

cav叩y皿aand Eiおse;叩ni“ab“iりりlCliμsc∞omm山 1討山i江ti託es.

Standing stock (g{m2) 
Density 

( fronds{m2) 
CfF Station 

32 

38 

31 

133 

121 

0.55 

0.48 

0.66 

0.62 

0.55 

0.13 

Total 

1241 

907 

716 

669 

841 

497 

Stipe 

448 

295 

285 

137 

297 

59 

Blade 
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532 
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438 
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吸収される乙とになる。

カジメ群落では， St.l， 2， 3にみられるように，大

型個体の個体密度が比較的高い群溶では典型的な広葉

型の生産構造を示す。乙の様な群落では光は群落の上

屑で大半が吸収され， 50 cm以下の周における相対!限

度は1096もしくはそれ以下にまで低下しているため，

幼葉体や小型個体の生長が著しく抑制されているもの

と考えられる。これに対し， St.4， 5のように，葉部

が上層から下層まで広く分布する群落では，上屑での

光の吸収が少なく，群落下部でも相対!限度は13-2096

と比較的高かった。この様な光環境が下層部における

濃密な小型群の形成を可能にしているものと Jtttわれ

る。林間(1986)も伊豆半島沿岸のカジメ群溶につい

て，成体の個体密度の増大にともない幼休の個体密度

が減少すると報告しており，本研究の結果とよく一致

している。アラメ群落についても同様に，広葉型 (St.

7， 8)及び葉部が広く分布する型 (St.10， ll)がみら

れたが，アラメ群落はカジメ群落iζ比べ策重量がかな

り多く (cf.Table 1)，光は群落上層で急激に減少し，

最下部では相対照度が1096もしくはそれ以下にまで低

下し，小型群の出現や生長が著しく抑制されていた。

喜問・前川(1985)は，アラメおよびカジメの同ー

個体群についての茎長及び年紛組成の季節変化を1982

年一1984年にわたって調査したが，カジメ群落におい

ては1982年度は大型個体が優占し， St. 1， 2， 3とよく

似た茎長組成がみられた。翌1983年lこは多くの大型

個体が消滅し，かわって多数の新生例体が出現し，

St.4， 5とほぼ同様の茎長組成がみられた。 1984年に

は前年l乙出現した群が生長し，再び火型鮮が優占し，

小型倒体の少ない群落となった。この様に，大型群と

小型群の密度は周期的に変動しており，活齢小型群の

J首長は大型群の密度によって強く左右される乙とが明

らかにされている。

-方，群洛構造は環境傾皮lこともない変化すること

が知られており， KAIN (1963， 1977)によれば，Lam;-

naria hype伽 m 個体群の年齢組成は波浪の強弱及び水

深によって変動し，また今野(1985)によれば，アラ

メ及びカジメの群落の形成には主に基質の安定!立が

大きいこと，および波浪のより強いことが必要である

という。しかし，本研究ではほぼ同ー水戚，同一水深

の岩量産上i乙調査地点を設置したので，ほぽ等しい生育

環境下のアラメ及びカジメ群落について，同-11寺WJIζ

行われた調査の結果であるといえる。したがって，本

研究でみられた生産構造及び菜長組成の違いは，群・語専

の更新過程の異なる段階を表しているものと考えられ

る。

今後，群落更新の過程や機構をより的確に把握する

ためには，さらに群落構造と群落内照度の関係，特l乙

群落底部における幼芽の出現，生長と光環境との関係

などについて，洋しく調査，研究を進める必要があ

る。
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ニュース

韓国藻類学会の創立

1986年8月19日，ソウル大学校において韓国藻類学会創立準備委員会が，次のような趣意のもとに開催された。

「縛固においてはノリの養殖が世界で最も古くから行なわれ産業のーっとして発展してきたが，藻類研究が活発

になったのは，多くの研究者が輩出した1960年からです。それ以降，藻類の分類・生態・微細構造・生理や遺伝

の各分野にわたって，基礎的研究のみならず応用的研究も活発に行なわれ，韓国の務類学は大きな発展をみまし

た。此処l乙各分野の研究者が相集り協力し合って，韓国における藻類研究を統合してさらに推進する為に，また

外国の研究団体との交流を盛んにし，それらの研究活動にも参加して藻類学の発展に貢献する為に，韓国藻類学

会の創立が，多くの研究者によって強く要望されている現状にあるJ(趣意書の内容は，劉l溶氏の日本語訳をも

とに高橋がまとめた)。そして，会長Ir羨悌源釜山大学校教授が，副会長lζ鄭溶慶北大学校教授が選出された。

他に編集委員長の李仁圭ソウノレ大学校教授を含む26名の理事が決定し，韓国藻類学会は第一歩を踏みだしました。

そして昨年12月に，韓国藻類学会誌第 l巻第 l号が刊行された。隣国での藻類学会の誕生を心から祝うとともに，

今後の発展の為Ir，日本藻類学会会員の方々の援助と交流を願うものです。(高橋永治)
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西津一俊・西出英一:第 XII回国際海藻シンポジウムとブラジルの海

藻利用 Kazutosi NISIZAWA and Eiichi NISHIDE: XIIth International 

Seaweed Symposium and application of seaweeds in Brazil 

1. シンポジウムを省みて 第盟国国際海藻シンポ

ジウム(ISS)はブラジル・サンパウロ大学医学部キャ

ンパス内のコンペンション・ホールで， 7月27日から

8月I日(1986)までの6日間行われた。今回は， ISS

の諮問委員のA.jENSEN(Trondheim大学海藻研)お

よび J.MCLACHLAN (National Research Council 

of Canada)がそれぞれ委員長および副委員長となり，

E. C. OUVEIRA (サンパウロ大学海洋生物学教室)が

現地の大会身長となった。

出席者名簿ができていないので，正篠な数字は不明

であるが， 28ヶ国から約400名の参加者があり，日本

からは約20名が出席した。特別講演が2件，ミニシン

ポジウムが約19件，一般講演では，‘培養および資

源'部門約35件，‘分類・生態学などの生物学'部門

で約38件，‘経学'関係5件，、薬学・工学・化学'部

門で約36件の発表があった。 ミニシンポジウムでは，

‘遺伝‘生態と養殖りぜイオテクノロジーの海

縫への応用‘ヒドロコロイドの化学‘Gelidioid

藻‘Spirulinaの培養'の6部門がそれぞれの con-

venerの司会によって行われた。

全体で196題が講演要旨を載っているが，発表を中

止したものもかなりあるので，発表講演数の正確なも

のははっきりしない。大会の 2日目の時，参加者名簿

が作られていない乙とに気付き， OLVEIRA委員長に

進言したら，いずれ作るとのことであったので， Pro-

ceedings I乙は載るかも知れない。

日本人は出席数iζ比べて発表者数が多かった。まず

特別講演として西津一俊，野田宏行(発表者)，菊地

嶺，渡辺忠美らの‘日本における海藻食品の製造や人

体lζ有効な成分とその生理活性'をまとめた発表を始

めとして，西出英一，安斉寛，内田直行らの‘プラ

グルの Laminariabrasiliensisからのアルギン酸抽出

の諸条件の検討緒方武比古の ‘Protogonaulax ca・

tenella， P. tamarensisの培養液中の ichthyotoxin様の

毒物質の研究 佐藤実，佐藤義和らの‘D-ロドィ

ン酸の緑・褐・紅の 3門iζ属する多種の海藻における

分布伊藤轡ニ，湘貫治，宮津啓輔らの‘石灰藻

Amphiora erassissimaのLーアミノ酸オキシダーゼの純化

とその酵素的性質'の話，山本一郎，千回耕輔，丸山

弘子らの‘Lessonianigrescens熱水抽出物の L-1210

leukemiaあるいは Saicoma180担ガンマウスに対す

る抗腫療活性ぺ山本一郎，丸山弘子，森口政英らの

‘OMBA誘発乳ガン雌ラットに対する種々の海藻粉

末混入餌の抗圏場発生率効果ヘ佐藤美和，N.KA附 0，

佐藤義和らの‘スサピノリの硫酸活性は adenosine-

5'-phosphωulfate生成酵素の ATP-叫 phurylaseに

よる'という発表，そして島松秀典の‘Spirulina培養

装置とその収率'の話，有賀祐勝の‘スサピノリの成

長と核相'などの講演があった。

本稿において，多くの外国人による興味ある研究発

表を紹介したいが，紙面の都合上，将来発展しそうな

問題，すなわちバイオテクノロジーを導入して海藻の

品種改良の試みを討論したミニシンポジウム MS3の

様子を，その convenerのAharonGIBOR (USA)の

メモlζ基いて述べておく。

NewZealandのM.E.GORDONはPOψ'hyraや Ptero-

cladiaの組織培養や懸濁細胞を調製した。なかには

成育の途中カルス化するものもあった。 M.POLNE・

FULLER. (GlBoRの協同者)は，POψ'hyraやSargassum

から得たカルスをそのまま培養できる条件と，発育し

て再び元の正常務体になる条件とを検討し，一方カル

スとして保存できるととが seed-stockとしても役立

つという結果を得た。

B. Kx.OA阻 c(フランスの QUATRANO教授の研究室)

は， Fucusの幼接合子からプロトプラストを cellula-

seと alginatelyaseを使って調製し，それから再成さ

れる細胞壁を調べた。次いで D.CHE阻 Y が Agardiella

の組織片を培養して，糸状体から正常藻体までに成長

させる乙とに成功した。 D.CHRISTEN宮町(フランス)

は，生理的i乙異った培養条件で育てた Gracilariaの細

胞墜につき化学的に調べた。 V.VREELAND (Berke1ey) 

は，彼女が培養した種種の藻の複合多糖を，特殊の

probeや抗体を使って同定し，乙の方法によって，異

った細胞壁多糖をも分析同定した。

大体以上のような内容であり，高等植物におけると

の種の研究に比べるとかなり遅れてはいるが，今後海

藻の品種改良などにも次第に乙うした技術，さらに進

んだバイオテクノロジーが利用される乙とになろう。
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今回のサンパウロXlIISSでは，化学部門では，

アルギン酸IC関するよりも，カラギーナン系多糖やア

ガール特に後者lζ関する話題が多く，従ってその主要

原総 Gracilariaの資源確保を目的とした養殖の研究発

表も多かった。従来とかく問題にされた新しい海藻成

分の利用に関するテーマは非常に少なかったのに反し

て，海藻抽出物の薬理学的研究が割合 lζ 多く出され

た。しかしまだ，同定された物質のレベルでの生物活

性試験はほとんどなかった。

次IC，今回の XIIISS I乙関連の深いブラジノレにお

ける海藻工業の現況および、資源などの問題につき，簡

単に紹介しておく。

2. ブラジルの海漣資源とその利用 ブラジノレの海

岸線は約九OOOkm もあるが，熱帯， jll1熱帯が大部分

を占めているので，種類はかなりあるけれども，それ

らの発育は比較的貧弱である。種類としては，緑藻で

は Ulva，Cladophora， Codium， Caulerpaなど32額，褐

藻では Colpomenia，Dicりopteris，Padina， Laminaria， 

Sargassumなど20種，紅藻では Gelidium，Pterocladia， 

Gracilaria， Hypnea， Gigartinaなど80種が同定されてい

る。

しかし，これらの種類は沿岸全域IC分布している訳

ではなく，かなり偏在している。例えば，Gracilariaは

Ceara 州， Rio Grande do Norte 州， Paraiba州など

に，Hypneaは RioGrande do Norte 州と Espirito

Santo州IC，Laminariaは EspiritoSanto州の沖合の水

深 40-100mの深い場所lζ局在している。

現在，ブラジJレで本格的に自国で作ろうという寒天

の原務 Gracilariaは，単位商積の生産量は多くないが，

広範にわたって成育しているので，全体としては乾物

1，000 tぐらいと見積られ，従来はその大部分が日本

に輸出されていた。しかし1976年頃よりブラジlレ政府

の行った原料輸出禁止措置の余波で，乙の原離の輸出

もできなくなったが，それに引き換え寒天の国産が奨

励された。 1978年には SaoPaulo I乙 Cialgas社， Pa-

raiba州 JoasPessoa I乙 AgarBrasileilo社が創立さ

れ，現在も続けられている。凶みlζ，経営者は前者で

はブラジソレ人であるが後者では日本人である。

両者の寒天生産量は共lζ乾物で年産約 10Jt ，これ

はI'I~内で消費されており，従来のような輸入fill一辺倒

を脱却した訳で，その盤は日本の1/20以下であるにせ

よ，外貨不足lζ悩むブラジJレにとっては一助ともなっ

ている。

ブラジルの寒天工業は，外国の助けなしに始められ

たものであるが，その理由は次のように考えられる。

一般に Gelidiumからの寒天製造では，原藻の熱水拙

出を室温程度lζ冷却すれば寒天質はゲル化するが，天

然寒天を作るためには，夜間温度がゲ~ー15"C，日

中温度が+3'-+10"Cまで上昇する条件が必要であ

るのに，フラジルのような暖かい国では，人工的な高

額の凍結乾燥機を使わなくてはならない。それに反し

て，Gracilaria寒天は工程の上からも経費の上からも容

易に製造できるのである。原藻をアノレカリ処理して，

藻休中の寒天質lζ結合するエステノレ硫酸の大部分を除

き，あとは熱水制1Il¥と機械乾燥と粉末化の工程だけで

ある。従って工場設備は原務のアルカリ処理用の鉄

釜，寒天抽出用の鉄釜，ゲル化用コンクリート製タン

ク，脱水用プレス，乾燥機，粉砕機というような，い

ずれもそれほど経費のかからぬ機械ばかりである。

このようにプラジ、ル自身で寒天をを作るようにな

ると ，Gracilariaの資源確保が問題になるが，前述のよ

うに広大な沿岸領域からの採集ではどうしても原藻不

足になり勝で，時としては次代のための幼藻体も採集

してしまうような羽目になる。そ乙で，Gracilariaの養

殖およびその他の寒天原藻の探索が必要となったの

で，ブラジルでは急激に乙れらの領域の研究が行われ

始めた。つまり，今回の XIIISSの現地の会長をし

た OLIVEIRA教授が1'1"心となり，チームワークを作

り，研究が進められた。今回の大会では彼らのグルー

プの発表だけでも20件に近い。

ブラジjレの寒天工業は上記のような次第で，現在で

はいわば往1I，'fの日本のように，家庭工業規模である

が，原藻確保lζ成功し，工場設備も改善されれば，や

がて国際市場への進11¥も夢ではないように思われる。

一方，ブラジノレでもアルギン酸やカラギーナンの前

要は最近増しているが，現在ではそのほとんどすべて

を輸入している。従って，当面は上記の Gracilaria霊祭

天lζ力が注がれるであろう。(154東京都世間谷区下

馬3-34-1日本大学農獣医学部水産学科)
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新刊紹介

Handbook of Phycological Methods-Ecological Field Me曲。ds:Macroalgae Littler， M.M. and Littler， 
Dふ (ed.)617 pp. Cambridge University Press， Cambridge 1985. ! 50. (邦貨約 18，000円)。

陸上植物や植物プランクトンを対象とした生態学に比べて，海藻の生態学はかなり遅れた面を持っている。出版

界においても，との分野は久しく忘れ去られ，国内はもとより国際的にも， との分野を総合的に扱った書物はハ

ンドブックを含めて，どく最近まで皆無であったように思う。

1985年になって ThePhysiological Ecology of Seaweedsという，学部生と大学院生あたりを対象とした読みど

たえのある教科書が CambridgeUniversity Pressから出版されたが，それに対をなすようにして同じ所から乙の

ハンドブックが出版された。海藻の生態学も海外ではだいぶにぎやかになってきているのである。

本書は CultureMethods and Growth Measurements (1973)， Physiological and Biochemical methods (1978)， 

Developmental and Cytological Methods (1980)という順序で発刊されてきた叢書の第4篤として出版されたもの

である。海藻の生態学的研究のための手引書として編集されたものと言えるが，その守備範闘をかなり越えた感

があり，大変多彩な内容となっている。

27篇の各々独立した総説形式の論文が4章lζ配分され，無機環境の解析に関する第 1:章は 3篇，群落および群

集の調査法とそれに関連する内容からなる第2章は12篇，エネルギー論lζ関する第3章は9篇，そして生物相互

作用に関する第4章は3篤からそれぞれ構成されている。

第 l章では波動，光および栄養が具体的な対象となっている。とれらのほか水温も海中の主要な環境要因のは

ずであるが，その測定法はあらためでとりあげるまでもないものとみなされたのであろう。また筆者の読前の最

大の関心は潮間帯の環境解析法にあったのであるが， 乙れも省かれている。やはり潮間帯の環境は複雑すぎるの

で，ほとんどの研究者から敬遠されたままになっているのだろう。

第2章は分類学の研究にも必要な採集法や試料の保存法などのきわめて基本的な手法から二次物質やアイソザ

イムの分析法にまでわたっているが，本章の中心は群落構造の解析法や現存量の測定法などにあると言えよう。

海底の海藻群落l乙踏み込むには潜水しなければならないが，潜水法については SCUBA(いわゆるアクアラング)

ばかりでなく，数千メートルの深度まで到達可能な潜水艇まで登場する。また最近は上空からの写真撮影によっ

て群落の分布や種組成などを知ろうとする試みがなされているが，小型航空機から大型航空機，はては人工衛星

までが登場する。

第3章は，頁数の大半が光合成および呼吸の測定法lζ賛され， ワールプルグ検圧計をはじめ何種類かの検圧計

や検容計のほか，溶存酸素計，ウインクラ一法， 14C法，赤外線ガス分析法などが次々と登場するが，海藻の光

合成測定を生態学的観点から始めようとする読者が居たとしても，選侭lζ迷う乙とになるだろう。 しかも乙れら

のほとんどは海藻の生態学的研究にはなじみにくいものである。

陸上植物の光合成は枚の策を用いる場合でも，高価で操作の煩雑な赤外線ガス分析装置を使用し，しかも

同化箱内の環境を厳密に調節しなければ信頼しうる測定値が得られない。また植物プランクトンの光合成測定に

は 14C法が最も手軽と言えるが，乙れには危険が伴い，放射能測定用の装置などが必要である。乙れらに対し，

高濃度の二酸化炭素を含む海水の申で生育する葉状植物である海藻の場合， その数平方センチメートルの葉片を

数ミリリット Jレの海水l乙浸した状態で酸素発生量を直読できる差働式検容法が最も適している。しかし差働式検

容計の一例として本書に紹介されているギルソン呼吸計は，きわめて大型で高価なうえ，海藻の光合成を測定す

るには，反応容器を下方から照明するように大幅に改造しなければならない。我が国では海藻の光合成測定に適

した簡便な差働式検容計が考案されているのであるが，東洋の科学小国の業績は無視されがちなのであろう。

一応いろいろな方法が紹介されるのはよいが，そのうえで，海事長の光合成測定lζ対する適性についての指針が

与えられなければならない。本書のように，それぞれの方法を別身の著者が紹介するという形式の場合，それは

無理な注文なのかも知れない。
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本章lとは，以上のほか栄養吸収量の測定法，生体内の炭素配分の解析法，熱量測定法，コンブ属の q霊の個体

の生長パターンを利用した群落生産量の推定法などが含まれている。

生物相互作用を扱った第4章は，海藻相互間の競争，被食，病理という 3つのテーマに分かれている。全体で

65頁を占め， 400篇近くの文献が引用されているが，テクニックの具体的な説明は少ない。これらの分野は，文献

数は多くても，まだ発展初期の段階にあるのであろう。

本書全体としては， テー 7 を多く抱えすぎたため個々のテクニックに分ける頁数が不足ぎみになっているよう

な印象を受けた。ほとんどの場合，本書内の説明だけでは実際の調査や実験を始めるに不十分であろう。 しかし

欠点は長所の哀がえしでもある。内容の多彩さとそれに付随する豊富な引用文献(約1700篤)は本書を大変価値

あるものにしている。(筑波大学下回臨海実験センター 横浜康継)

ニュース

一第3回国際簿類学会晶曜のお知らせー

第3回国際藻類学会議 (The3 rd International Phycological Congress)が国際藻類学会(IPS)の主催で明

198B年 8月中旬にオーストラリア国メルボルン市で開催されます。一般の方々も含めて多数の参加を歓迎してお

ります。第 l図案内は IPS会員には届いておりますが，改めてここに概要をお知らせします。

1.会期 19BB年8月14日(金)-20日(木)

2. 会場メルボルン 市 MonashUniversity (市中心より南東 20km)

3. 参加費一般は $A2BO (邦貨約30，000円)，但し学生及び同伴者は半額(乙の中には大会中のエクスカージ

ョンと懇親会の費用を含む〉

4. 会議特別講 演 (4名)，シンポジウム(12課題)，口頭発表 (4会場)，展示発表(説明時間指定)及

び関連集会(希望者は予め大会事務局に連絡のとと)が企画されています。予定されている特別講演は，

Light and A1gae (Dr.J.T. KIRK)， Antarctic Phycology (Dr P. BROADV)， Stromatolites， Seagrass， and Salinity: 

The Marine Botany of Shark Bay (Dr D.I. WALKER)， and Evolution ofthe Dinoflagellates (Dr F.J. TAYLOR) 

シンポジウムは Celland tissue culture in algae; Gene transfer and cloning techniques; Structure and as開

sembly of cell surfaces; Picoplankton; Phylogeny ofphytoflagellates; Phytoplankton ecology in frontal and 

upwelling systems; MolecuIar biology of sexuality in algae; Photophysiology of the algae; Physiological 

implications of salinity for algae; Determinants of community structure in the intertidal and subtidal zones; 

Heavy metals and algae; Phenology of marine algaeです。会議はすべて英語で行われます。

5. エクスカーション 会期中 1日及び半日のエクスカーションがいくつか企画されています(費用は参加費に

含まれています)。 その他に会期前後には 3-9日間のエクスカーションがいくつか企画されていますが，

乙れらは別に費用が必要です。

6. 申し込み〆切

I) 第2回案内(最終) 19B7年 8月(第 l回案内に同封されている申し込みカードl乙返送する必要がありま

すので大会事務局又は日本務類学会事務局lζ問い合せて下さい。〕

2) エクスカーション 19B7年12月 1日

3) 大会参加 19BB年 2月 l日

4) 講演要旨 19BB年4月15日

7. 大会事務局

The Secretariat 3rd IPC， Department of Botany， Monash University， Clayton， Victoria， Australia 3168 

(市村輝宜)
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藻類 に お 甘 る セ ル ロ ース性細胞壁 1.

構造と形成

水 田 俊

高知大学理学部生物学教室 (780高知市曙町2-5-1)

MrZUTA， S. 1987. Structure and generation of cell walls in cellulosic a1gae I. Microfibril arrange-

ment patterns and cel1 wal1 formation. Jap. J. PhycoI. 35: 45-59. 

τ'he present review concerned with cellulosic microfibriIlar structures and their genesis in the 

cell walls of certain algae. The microfibriIIar orientation patterns so far reported are generally of 
three types: (i) Boergesenia， (ii) Boodlea and (iu) Oocystis types. In the Bo咋 esenia・type，longi-
tudinalIy and transversely-oriented multifibriIlar layers are present along with two transitional layers 
between the two crossed multifibriIlar layぽ s. The microfibrils in each layer change their orienta-

tion bya unit angle of 300 • Valonia belong to this type. In Boodlea-type， multifibriIs are a1so arranged 
longitudinally and transverseIy to the longer cell axis but thin transitional layers are oriented sym-
metrically with the longer celI axis. AIgae beIonging to this type are Chamaedoris， Dictyosthaeria， 
Microdic抑'nand Chaetomoψ，ha. The Oo~pstis-type wall consists of only two kinds of multifibriIlar 
layers oriented symmetrical1y with the longer celI axis. Glaucocystis beIongs to也istype. Micro-

fibrils constituting thalIus walIs are generally generated from the apex toward the base to form helic酒・

Completed layers become thin田 thecelIs continue to grow but their microfibriI arrangements do 

not change. FibriI orientation patterns in the aplanospore or aplanospore-like celIs which have 

developed from the protoplasm of these coenocytic algae are generalIy the same as those of the thaIli. 

The outer surface consists of a walI matrix and randomly・orientedmicrofibriIs. The layers each 

thicken to about 0.2μm during 3-6 hours of culture at 250C in a temperature dependent manner. 

FolIowing completion of the outer surface， crossed polylamelIate walIs begin to form. Fibril orien-

tation changes in the walIs are affected by both light and temperature but not antimicrotubule 

agents. 

KりIIndex Wordr: cellulose micr'!fibril orientation; cell wail lamellat必n;cell wall detosition; cell 

wall structure; coenocytルgreenalgae; microfibril arrangement tattem. 
Shun Mizuta， D，φartment of Biology， Facul，砂ofScience， Kochi Universi~)I， Akebono-cho Kochi， 780 

Jatan. 

植物の細胞壁は細胞の形態維持及び環境緩衝機能な

ど重要な生理学的働らきをもち，植物の生活環を通じ

てその生命維持に欠く乙とのできない重要な部分であ

る。細胞壁は系統発生上コケ植物以上では比較的共通

した単糖類を成分とする多糖類から構成され，その主

骨格は s-I，4クツレカンの結局より成るセルロースミ

クロフィブリルである (和田1981)。乙れに対し藻類

の細胞墜はさまざまな糖組成をもち，細胞の形態維持

に関与する多糖類も多彩である (PRESTON1974)。

乙のような藻類の細胞壁のうち，セルロースミクロ

フィプリルを骨格多糖にもつ細胞壁の構造及び形成を

調べる乙とは植物の成長生理学上有意義である。すな

わち， (1)藻類の細胞は高等植物lζ比較し巨大かつ単純

な配列をしているものがあり，高等植物では到底不可

能な単一細胞の特定の部伎における細胞壁内函表層部

のミクロフィプリルの配向構造や，物理化学的性質等

を調べるととも可能で乙れらの解析はセルロースを細

胞壁骨格としてもつ植物の成長機構を解明するための

重要な手掛かりを与える。また，多核細胞性の緑藻で

は (2)細胞質を培養液中l乙流し出すと，散在した細胞
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質破片が短時間内IC多数のプロトプラストに移行し，

適当条件下で発生するので，細胞墜の形成及びそれに

続く墜成長の過程の解析が可能かつ容易である。

乙とでは主として多核細胞性の緑藻におけるミクロ

フィブリノレの配向構造及び形成について概説する。す

べての研究論文を網羅して述べることはできないので

著者らが今までに材料として用いてきたミトリゲ目，

シオグサ目緑藻の一部を中心として述べるとととす

る。

1. 細胞壁の構造 主としてミクロフィブリルの配

向

藻類におけるミクロフィプリ Jレの配向構造は古くか

ら PRESTONや WILSONらによって，主として海産緑

藻のパロニア属やシオグサ属について調べられてきた

(PRESTON and ASTBURY 1937， PRESTON el al. 1948， 

PRESTON and KUYPER 1951， WILSON 1951， FREI 

and PRESTON 1961， ROBINSON and PRESTON 1971 a， 

PRESTONI974)。乙れらの藻類の細胞壁は70-80%の

多量のセルロースを含み (PRESTON1974， MlZUTA and 

WAKABAYASHII985)，セルロースが結晶化したミクロ

フィブリノレはほぼ一定の方向に配向する屑を形成しな

がら細胞の長軸と短軸方向に交互に整然と並ぶ交叉多

層構造 (crosspolylamellated structure)を構成する。

このようなミクロフィブリノレの配向及び変換は細胞の

極性に依存するので配向の方向性は細胞墜の形成中乱

されることなく維持される。 PRESTON(1974)は上記

の藻類の墜骨格は互いに直交するミクロフィブリ Jレの

層であるとしながらも，さらにこれらを横切る第三番

目の層の存在を舷認し，細胞の短軸方向l乙配向する層

のミクロフィブリルが傾斜の緩いら旋配向を成すのに

対し，第三番目の屑のミクロフィブリ Jレは傾斜の急な

ら旋配向を成すと報告している。

近年著者らは，細胞の成長機構を研究する立場から

緑藻類ミドリゲ目植物及びシオグサ目植物のミクロ

フィブリルの配向熔造を調べているうち，とれらの壁

構造は PRESTON等が報告したほど簡単なものではな

いことが判明してきた。また，細胞の長，短輸方向IC

配向するミクロフィブリルの!函(主層)とその閥に分

布する数層のフィブリ Jレ配向は細胞壁の形成や強度IC

対し重要な意味をもつことも明らかになってきた。現

在までに明らかにされたフィプリル配向のパターン

は，マガタ 7 モ Boergeseniaforbesii型，アオモグサ

Boodlea coac la型及びオオキスティス 00りなlissolilaria 

裂に類別される。乙れらのうち前二者は，細胞の長短

軸万向IC配向する主層を壁骨格とする点では互いに共

通しているが，配向変換様式の点では奥なる。また，

オオキスティス型はこの中で最も簡単な配向パターン

を示す。以下マガタマモとアオモグサ型のフィブリル

配向について紹介する。

(1) "7ガタマモ型細胞滋

マガタマモ Boergeseniaforbesiiの葉状体側壁部の断

面は Fig.1Iζ示したように交叉多層構造を成す。この

写真は約 5cmIζ成長した7 ガタマモの葉状体を 25杉

グノレタノレアノレデヒドと 1%パラホJレムアノレデヒドで固

定し洗浄後， 25ぢオスミウム酸で後固定， 1脱水，樹脂

包埋，切削し，切片を支持朕を張ったグリッド上にの

せエタノール KOH飽和液で樹脂を溶かし，その上

に白金を蒸着したものである。 KOH-エタノール液は

強アルカリ性のため包埋樹脂は勿論，細胞壁のマトリ

ックス部分をも裕解するので，残ったセルロースミク

ロフィブリ Jレ上iζ白金を蒸着すれば，その西日向構造が

立体的に観察できる。

Mexは長外部のフィブリノレを含まない7 トリック

スのみから成る層で， TLexはその内側のフィブリノレ

がランダムな万向に配向する層である。これらの存在

は剥ぎ取った度表面をピンセットでかき傷をつける乙

とにより確認できる (Fig.2，矢印)。乙れらは壁の表

層部を構成する。その内側には前述の交叉多層構造が

出現する。ミクロフィブリノレは層を成しほぽ一定の万

向 (TとL方向)に配向している。乙のうちTは細胞

の短軸方向lζ配向する主周 (multifibri11ar1ayer)で，

Lはそれと直交する細胞の長軸方向(円付矢印の万

向)に配向する主屑である。しかしTとLにおける

フィブリル配向はそれほど厳密ではなく，それぞれの

聞には中間的な配向を示す屑 (M)が存在する。この

MのためにL層と隣接するL腐との閲は湾曲状に見

え， KOHーエタノー jレ無処理のまま観察した場合には

フィブリルの続いた湾曲構造として観察される。

このような構造は高等植物の二次壁でよくみられ

(CHAFE and WARDROP 1972， CHAFE 1974)，古くから

へリンボン構造 (herringbone structure)或は孤状構

造 (bow-shapedstructure) と呼ばれた。 PARAMES-

WARAN (1975)は乙れをフィブリ Jレの湾曲した構造で

あると報じ，一方 ROLAND等(1975，1977)は乙れ

はフィブリルが連続的lζ配向変換をするために観察さ

れるものと報じた。 Fig.1を詳しく観察すると，壁の

内面方向からみてLからTへの形成過程は移行的なフ
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の

Figs.ト4. Cell walls ancl micro日brillararrangements inβoerges叩 Iathalllls (MIZUTA and WADA 1981) 

1. Longitlldinal section of the IhaJllls wall showing a crosscd polvlamellate stnlctllre. The section was 

shaclowed with Pt-Pcl after embeclclecl resin hacl bccn remo，'ecl. i¥l1ex， olltcrmost malrix-rich layer; TLex， 
rancloml y-orientccl 日brillar layer; T， transversely-orientecl mlllli日brillarlaycr; L， longituclinally-orientecl 
multi自brillarlayer; 1¥11， transitional layer. The arrow with a ci，じleinclicaling the acropetal direction along 

the thalllls cell axis. 2. Ollter surfacc of the wall of the thalllls. Layers comprising the outer part of the 

wall were separatecl from the layer unclerneath ancl the outer surface was scratchecl in、、 atcrwith forceps 

The arro¥V with a circle inclicates thc longer cell axis. 3. Thin wall lamellae separatecl [rom a piece of 

BoelgesenIa thallus wall九fterbeing swollen in watcr. The arrow with a circlc inclicates the longer cell axis. 

4. Microfibril arrangement on the inner surfacc of the thallus wall. A，日brilof the layer Iying at an angle 

of about 300 with the longer cell axis (arrow X); B，日brilof lhc layer on that of A at an angle of 300
; C， 

fibril from the uppermost layer Iying on lhat of B at an anglc of 300 
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ィブリ Jレ(移行屑)の配向を介して左回りに 90・， さ

らにTから次のLへの過程でも同様に 90・回転してい

るのがわかる。従って，乙乙では ROLANDらの見解

が当てはまる。孤状構造は主層 (T)と主層 (L)の

聞における移行層を構成するミクロフィプリ Jレの配向

角度が小さいほど明瞭に観察される。

Fig. 5. Distribution of fibrillar angles with 

longer cell axis， as measured in the square shown in 
Fig.4. A， group offibrils beionging to the under-
most layer in Fig. 4; B， group of fibrils Iying on A 
at an angle of about 300; C， group of fibrils in the 
uppermost layer of the figure. The ordinate fre-

quency indicates the number of fibrils counted. 

(MIZUTA and WADA 1981) 

マカータマモの移行層は， Fig.3に示すように海水中

で切り取った壁を薄い塩酸と蒸留水で処理し各層を機

械的に剥ぎ取り直接観察しでも確認されるが，より詳

しく調べるためには Fig.4Iζ示すような細胞壁内面

表層部のレプリカを作成して観察しなければならな

い。ミクロフィプリ Jレは一見ランダムな方向に配向し

ているように見えるが，実際は写真の最深部から表面

にかけてAからC方向K30・単位で配向変換しながら

形成されている。この変換を定量化するため Fig.4の

正方形内におけるミクロフィプリ Jレの配向方向と細胞

の長軸方向(矢印X)のなす角度 (0)を求めると

Fig.5 I乙示すようなパターンが得られる。グループC

は細胞の短軸方向に配向し，フィプリルの密度も高い

ことからT層で，またフィプリル密度の低いA，Bの

各層はL屑からT層へ配向変換する移行層である乙と

がわかる。これによりほぼ同一方向に配向するこれら

のフィブリルグループは明らかに 30・単位で配向変換

していることが証明される。

禁状体の頂部付近の細胞壁内面表層には Fig.6a及

び b(bはフィブリ Jレの配向方向の模式図)IC示すよ

うなミクロフィプリルが扇形iζ広がった構造がよく観

察される。乙の構造は扇形構造または噴水形構造

(fountain-like structure， MIZUTA et al. 1985 a)と呼ば

れ，その長さは一定ではなく，縦約 5mmの禁状体

では 10-100μm，それ以上のものも存在する。扇形

構造を成すフィブリルは扇形の一方の翼i乙偏在して配

向し，ら旋を描きながら葉状体の基部方向へ向って併l

びる。またこの構造は重なって観察される乙ともよく

あり， Fig.6の場合は表層部の構造は主としてA方向

に，深部の構造はB方向iζフィブリ Jレが配向し， Aと

B方向におけるそれぞれは約 30・の角度で交わる。乙

れらのフィプリ Jレを丞部方向に向って追跡するとA万

向l乙配向する多くのフィブリ Jレの先端に出会う (Fig.

7，矢印)。このようにマガタマモのフィブリ Jレ層は葉

状体の頂部扇形構造から基部方向に向けて主としてら

旋を伴って形成される。しかし細胞長軸万向lζ配向す

るフィプリル層の形成|時には扇形構造はみられない。

マカータマモのミクロフィブリ Jレの形成を伴う配向パ

ターンを Fig.8Iζ図式化する。 a-gは葉状体の内函

を側方から見たもので，フィブリル層は 30・単位の左

回り配向変換をしながら a，T層;bと c，移行屑;

d， L層;eと f，移行層;g， T層の順で頂部から基

部方向へ向って形成される。乙のパターンは後述の不

動胞子状体 (MIZUTAet al. 1985 a)の場合とほとんど

同じである。

マガ、タマモの葉状体の壁構造は Fig.9のようにモ

テがル化される。 TとLはそれぞれ主層， Mは移行層で

ある。乙れらは葉状体の成長と，内面への新層の形成

lζ伴い表層部方向へ移行し，最終的には主層と移行厨

の区別がつかなくなり TLexとなる。各層のフィブリ

ル配向の万向は細胞の成長の影響を受けず常に一定で

ある。

このようなミクロフィブリルの左回り配向変換によ

る墜形成の例は他にオオパロニア Valoniaventricosaで

確認された (MIZUTAet al.1985 b)o Fig.IOはその禁

状体側壁部の内面表層レプリカである。フィプリノレ配

向の変換パ安一ンはマガタ 7 モの場合と全く同様で

300 単位の左回りである。パロニア属の他の種につい

ては未確認ではあるが，巨大，球形細胞性の糠類では

恐らく同様のパターンをもつものと考えられる。

NEVILLE and LAVY (I 984)はシャジクモ類やフラスモ

類 Charavulgaris， C. corallina， C. delicatula， Nitella 

opacaも壁断面がマガタマモl乙似た孤状構造を成すと

報じている。このことから直ちにこれらの植物がマカe

タマモ型細胞喫をもっとは断定出来ないが類似した構

造であろうことが組像され，今後の精査を待ちたい。
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Fig. 6. Innel' SUl'[ace l'eplica of the polal' al'ea o[ th巴 Boergeseniathallus wall showing [ountain-like 

stl'uctures (a) ancl illustration of the m堤Jor日brilarrangement of the fountains (b). A川 oWA， m匂01 品bril

arrangement direction of a fountain crossing at 300 with the unclerlying fibrils (arrangecl B clirection) of an 

another fountain 
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Fig. 7. Inner surface replica of the Boergescnia 

side walJ. Arrows A and B indicate the majol 

directions of fibril orientation. Arrow X， acropetal 

direction of the ceJJ; arrows， microfibril terminals. 

u 仇内
ぬfJA 
1[¥¥ 血1n 

Fig. 8. A model of ceJJ waJJ lamellation in a 

Boerges即 日 thaJJus.a-g show the inner surface of 

the side waJJ as observed from within the cell. a， 
lamellation of a T-Iayer; b and c， lameJJation of 
transitional layers; d， lam巴Ilationof a L-Iayer; e， 
and f， lamellation of transitionallayers; g，lameJJa司

tion of a T-layer. 

(2) アオモグサ型細胞出

アオモグサ Boodleacoac!aのw状体側壁部の細胞陛

断而をilij述と同様の方法で観察すると ，~~胞を椛成す

るミクロフ ィ フリノレの配向は ~ I" 'ì引ζ!日jl僚で7ガタマ

モとは IYJらかに異なるのがわかる (Fig.11)0 i員外尼i

Mexはマカタ 7 モと同織に制楽されるが，'1-'間層部

は紛J1胞の短期Iiと長州万|向 (円付矢印の方向)Iζ配向す

るんlい主!日 (T及び L)により椛成され，移行脳部の

フィ ブリノレが少ないため孤状桃造は観察されない。細

胞の成長(C1料、11こI間府部は外側へ:f1rlしやられ，務くな

Fig. 9. Diagramatic representation of the 

growing wall structur巴 ofa Boergesenia thaJJus (Mト

ZUTA ancl VVADA 1981). Mex， outermost matrix 
laycr; TLex， matrix-rich layer whose micl'・ofibrils

ar巴 arrangeclalmost at random; L，.. .Ln， longitu・
dinaJJy-orientecl multifibrillar layers; T，...Tn (Tn 
not shown in the自gure)，transversely-oriented mul-

tifibriIlar layers; M，・・・M2n-h transitionallayers. 

りi忌終nりには TLexとなる。 TLexにおけるフィブリ

ノレ配1(1]は7ji"タマモのようにランダムとはならず，元

のTまたはLにおける方向を総持したままである。

乙のよ うな細胞監の|新商品も造か らは ， 移行l白の有~!l~

は<<rri訟できないが ， ~の内面表J国のレプ リカ観察によ

り伯iかながらその存在を確認することができる (Fig.

12)0 Fig. 12の aとbは頂部より 50μm法部寄りの

位frtで，aとbはそれぞれ別の材料である。移行胞は

先ず長llql l方向 (矢 r:IJ X ) に配向する主I~! (L周)に対

し60・-70・のfy伎で左上から右下方向へ配向し (aの

矢f:iJA)，ついでとの-':.1ζ細胞長制lを中心に対称的方

11'1] (矢印B)から新WIが形成される (b)。次に ，B方

向lζ配向するフィブリノレは配向変換し，ほぼ細胞の短

取11方向 (矢日JC)1ζ配1，'1]しT胞を形成する。乙のレプ

リカを細胞の法当日方向lζ向って追うと形成1:1:1のTlf!'!は

徐 に々消え (c)，移行間も消失してL胞が段IAJilii1ζ見

えるようになる 。 さらに~，þ部 IC II'1] っ て進めば L Ii"!の

フィブリノレもまばらとなり ， その 1M!]から iごの TI~!がf説

察されるようになる (d)。乙のときのフィブリノレ配向

はJ?lの11のように鈎淡される。乙のようにアオモグサ

においてもよ叩けは]J'H';iSより1μ加ζ向ってj形成される。

また，移行1ft!はしからTへの配向変役のときよく観察

されるがTから Lへの変換にl探しても街皮は低いなが

ら瓜部付近において観察される (MIZUTAand MIKI 

1985)。
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① 
Mex 

，TLex 

Fig. 10 Fig. II 

Fig. 10. Inner surface replica of thc lhallus wall of J乃uOl2iavel山 cosa(MIZUTA et al. 1985b). A-D show 

the m勾orarrangement dir巴ctionof microfibril group. Arrow X， acropelal dircction of the cell. 

Fig. 11. Cross sectional view of a BoodLea thallus wall (MIZUTA and MIKT 1985). Mex， ollter sllrfacc 

matrix layer; TLex， laminated T-and L司 layers;T， trans¥'ersely-oriented mlllli日brillarlayer; L， longitudinallv-

oriented multifibrillar layer. The arrow with a circle indicates dircctiOl、 ofthe longer cell axis. 

アオモグサ袋状休の壁居形成バターンは Fig.13の の材料で舵泌されてきた (ROELOFSEI' 1958， 1965， 

ようになる。 a.........fは壁居形成のJ脱出をぶす。a，bは ¥¥.ARDROP 1969， ¥L¥RDROP et a/. 1979， SCHNEPF and 

移行1Mの形成で，aの形成終f後 bが形成される。い DEICHGRAsER 1979)。乙れに対し ROLAND等 (1975，

ずれも細胞長ilqllを@C60・-70・のf(J皮で対柄、的方向 19ii)はミクロフィブリノレの配向変換はその形成Ik'jfC

lζ ら旋を摘きながら主主部万li!lへIr!lぅ。 bにおける移行 起乙り ，k~1I胞の成長lζJj~糾を受けるものではない，と

}f'i形成の終了後フィブリノレの悶li!lは変換し ，TJjYiの形 いう “ordcredfibril hYPolhesis"を促唱した。両説は

j仰ζ移る (c)。そして薄い移行間の形成終j'後 (d)L いずれも日等虻i物についてではあるが交叉多Wi椛巡性

JjYlが形成されるようになる (e)ofは aとhuじで乙の お11胞出lζj出iJllされると している。今!日l紺介している配

バターンは繰り返される。 向変換Hû~の児な るマガク 7 モとアオモグサ両f1ti物lζ

Fig.14はアオモクサ禁状休におけるぽ断luiのモデ おける出1r""1フィブリノレの何d/付は，いずれも細胞の成長

ノレである。 TとLの配向方/i'IHまマガタマモとIril践で、あ lζ対する jj~糾を受けていない乙とがわかる。従って乙

るが}e阿りの配向変換はせず，移行府 (M)の形成バ れらの泌類では ROLAND等の説が受け入れられる。

ターンは7 ガタマモとは異なる。れj包は細胞の成長lζ アオモグサとliIJtliまたはとれに似たフィブリノレ配向

伴う I I，~内面への新Ii"íの泌着により灼くなり修行1 1γ! は 1~ をする泌狐はlJJ{1ーまでの調査ではタンポヤリ C/，仰Iμ川山4α山t打11附，

Z冶在i正二してlほまとんど1観観望察英されなくなる (σFig. 11)λ。 しかし dωo川 o刊r円lel川a/仇IS，7ア，ミモヨウ JルMν¥!{i山C口F印odictりり')'0仰1/リJ〆aψ'1戸μJ岬o川 C印11川t川川川1/川川11川2ん， キ γ

i苅噂化したT及びLWiのフイブリノルレ両配d山1向句;刀らtil山fωリはそのまま コウクグ《サ Dict)'ost!taeriacaVfrnosa， タ7 ジュズモ C!tae-

維持され TLcxを形成する。 tomort!ta II/ol/iligera >>..びホリジ ュズモ C!taeto川 01川α

ミクロフィブリノレの配向変換に凶 しては ROELOFSEN crassaである (MIZUTAet al. 1985 b)。マガタ 7 モ，パ

~ (1953)が変換は細胞の成長が以内で起ζるとする ロニアを合めた乙れらのID!のほ構造，フィブリノレ配/I'!l

“mullinet growl 
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Fig. 12. Inner surface replica of the cell wall of a Boodlea thallus taken [rom va口ousparts 0 f the apical 

areaゆ!lIZUTAand MIKI 1985). a ancl b， portions with a 50μm base from lhe tip. Arrow X， longituclinal 

clirection 0f the cell; arrow A， m旬orc1irection of microfibrils of transitional layer covering the unclerlying 

L-Iayer; arrow B， major direction of the microfibrils of another transitional layer lying on the former sym 

metrical to the longer cell axis; arrow C， a microfibril assumecl to be the most newly.formecl ancl to cross 

at about 900 the longer cell axis. c， a portion of a thallus with abollt a 150μm base from the lip目 Arrow

X， longitlldinal c1irection of the cell; arrows A ancl B， major clirections of自brilorientation of transition乱l

layers. d， a portion o[ a thallus with abollt a 400μm base [rom the tip. Arrow with a circle， longer axis 

of the cell. 

存的lζ形成される乙とである。にもかかわらず配向変

換様式が近縁の麗である 77iタマモとアオモグサで大

幅lζ異なるのは恐らく 7 ガタ 7 モやノてロニアが単細胞

のままあまりにも巨大化し，その内圧に対する壁強度

を維持するため配向変換機的が高岐に進化したものと

考えられる。ちなみに，オオバロニア Valoniaven tri-

COJ'([ の I)~ EEは34気圧といわれ，治111泡目白ζは 35 kg/ cm2 

の圧力がその内部よりかかっている (1'111111981)。

(3) 不動胞子及び~~似細胞の細胞山桃造

マガタ 7モをはじめ多核細胞性の出産出家~M~~では総

体lζ機械あるいは熱刺激をjJ日えたり ，その細胞質を潟

水fC直接さらしたりすると ，細胞質はくびれ多数のプ

ロト プラストとなり ，分化 して不動胞子状休となり ，

さらに発生 して成体lζ成長するー積の分化全能性を示

す乙とが知られている (ENOMOTOancl HlROSE 1972， 

小林等1976)。乙の不動胞子状休の細胞壁の断面構造

は裂状体におけるのとほとんど同じである (Fig.15)。

しかし，これらは発芽をするまでは体積変化の少な

い，球形の状態で維持されるので各壁I~iの厚さはほぼ

同じである。Fig.15の aは7 ガタ 7 モ，bはオオノて

ロニアである。いずれも典型的な孤状椛造を示し各Ii"'i

のフィフリノレの配向変換様式も楽状体のそれ (Fig.4，

Fig.l0)とl，uH;で，各主11"11閣のフィブリノレ配I{，jは 30
0

単位で変換する (MIZUTAet al. 1985 a)。乙れに対しア
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誌I I~ \ 体1.-7J¥ A 
( 禽金

m れA 

Fig. 13. A mo~le l of cell walllamellalion in a 

Boodlea thallω (MIZ町 Aand MIKI 1985). a-f show 

the innel・surfaceof the side wall as obser、cdfrom 

within the cell. Arrows inclicate the m勾ororien-

tation of micro自brils. a and b， lamellation of 
transitionallayers; c， lamellation of a T-Iayer; d， 

lamellalion of transitional layers; e， lamellation of 

a L-laycr; f， lamellation of a transitional layer 

identical to that of a. 

Fig. 14 

Fig. 15. Crossecl polylalllellate structures in 

aplanospore-likc cclls clcvelopecl from the proto-

plasm of (a) Boe伊 selliaforbesii(MIZUTA and ¥'VADA 

1982)， (b) Valollia ventricosa and (c) Boodlea CO{，ωα 

(MIZUTA 1985a). 

Fig. 14. A modcl of a growing cell wall of a 

Boodlea lhallus (MIZUTA and 1¥111KJ 1985). L，...Ln， 
longitudinally-oricntecl mulri日bl山arlayers: T， ・

1""n， lrans、'ersely-oricntedmulti日brillarlayers; M，..・
ル[2n-htransitionallayers; Mcx，out巴1surface non-

日brillarmatrix layer; TLex， laminatecl T ancl L 

laycrs. 
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Fig. 16. Appearance of herring bonヒstrllctllrein the cross section of a crossed po1yJamel-

late structllre. Arrows 1-3 in a show the sectioning direction of the wall. Circles wilhin 

the structllres indicate the cross section of each fibriJ. L1 ancl L2' longitlldinal1y-orientecl 

mlllti自brillarJa yers; 1'1> transv巴rsc1y-orienteclmllltifiblillar Jayer crossecl with L1 and L2 at 

abollt 900
; J¥I[1 ancl NI2， transitional layers. b， a herring bone strllctllre appear in the case 

of sectioning clirection inclicarecl by arrow 1. c， a CI'OSS section appears when the sectioning 

direction is that shown by arrow 2. d， a herring bone structure when th巴S巴ctioningclirection 

is that inclicated by arrow 3. 

Fig. 17. Freeze-replica of plasma membra閃 (a)and cel1 wal1 (b ancl c) in the aplanospore-like cells 

0ぱfCli仰f川αeω10仰mη1叩01ψphωGι目 p仏戸九r叩‘百otωopがla剖st匂sfrom C，ο/川 elo仰η1110φ1加悶 "問附Z叩t

of clllture， respectively. 
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オモグサの壁断面 (Fig.15 c)は孤状構造を成さず，

フィプリルの配向変換様式もまた葉状体のそれ (Fig.

13) I乙似ている(OKUDA and MIZUTA 1985)。

アオモグサの不動胞子状体と部分的に類似した配向

を示すものに，微小な楕円細胞より成るオオキスティ

ス 00りstisやグラウコキスティス Glaucocystisがあ

る。これらの藻類では細胞の経線方向(長軸方向)に

配向する主層をもたないが，細胞長軸を境iζ左右から

対称的にら旋を描きながら配向する 2種類の主層をも

っ(ROBINSONand PRESTON 1971 b， 1972)。乙のよう

な部分的に類似したフィプリルの配向パターンの寄在

は他の藻類においても当然組像されるが，その詳細は

充分には調べられていない。

不動胞子状体の壁層における規則的なフィプリ Jレ配

向の変換は，その形成以前にすでに極性が分化してい

る乙とを示す。すなわち，禁状体におけるフィプリル

の配向は極性依存的な形成及び変換を示すからである

(Fig.8， 13)。不動胞子状体の極性の誘導の実験はマ

ガタマモにおいて詳しくなされている。 ISHIZAWA等

(1979) によると細胞極性は青色光により誘導され，

その照射方向に葉状体を，反対の影側lζ仮根を分化す

る。しかし，プロトプラストから分化したマガタマモ

の不動胞子状体ではT及びL層はプロトプラスト形成

後25"(;6時間後でもすでに確認される (MIZUTAet al. 

1985 a)し，しかも乙のような細胞は暗黒下でも T，

Lの配向変換を示しそれぞれランダムな方向lζ発芽す

る (IsHIZAWAet al. 1979 ; MIZUTA and WADA 1982)。

また，青色光による極性の誘導は T，L層の形成後で

も可能である (IsHIZAWAet al. 1979)。従ってマガ、タ 7

モの本来の極性は比較的早い時期 (25"(;6時間以内)

の，交叉多層構造性細胞墜を形成する前に発現し，乙

のような細胞に光が当ればその方向性に対し極性軸が

再配向するものと考えられる。極性軸の再配向する例

はヒパ7 タ Fucusevanescensの受精卵等でも確認され

ている((tUATRANO1978)。

Fig.l及び Fig.15の a，b Iζ示した壁断面の孤状

構造の形状は孤の方向性において微妙に異なる。乙れ

は切削時の一種のアーティファクトと考えられ次のよ

うに解釈される。 Fig.16に示すように細胞壁断面を a

の 1，2及び 3の方向から切削した場合，その刃圧に

よりフィプリル配向iζ微妙な変化をきたし，それぞれ

b， c及び dのような形態を示すと考えられる。従っ

て同一試料を切削した場合でもその方向iとより逆の形

態を成する孤状構造 (b及び d)が観察される乙とと

なる。乙のような変形はこれらの藻類の細胞援が非常

l乙堅牢であるために起こるものと考えられる。

11. 細胞壁の形成

前述のごとく多核海産緑藻から形成させたプロトプ

ラストは非常に短時間のうちに細胞墜を形成し不動胞

子状体となるので，プロトプラストからの細胞壁の形

成過程の研究には好都合の材料である。乙の章ではオ

オノぜロニア Valoniaventricosa，マガタマモ Boeほesenia

forbesii，アオモグサ Boodleacoacta及びタマジュズモ

Chaetomoゆhamoniligera等のプロトピラストにおける

細胞壁の初期形成過程と，交叉多層構造の形成及びミ

クロフィプリルの配向変換に対する諸要因の影響につ

いて述べる。

(1) 細胞壁形成の初期過程

すでに Fig.15で示したとおり，不動胞子状体の細

胞墜は構造の異なった二つの部分，すなわち表層部

(主としてマトリックスから成る層， ランダムな方向

iζ配向するミクロフィプリルを含む)と交叉多層構造

部とより成る。プロトプラストを25"(;で PROVASOLl'S

ES-enrichmentを含んだ人工海水(MIZUTAand WADA 

1981)で培養すると表層部はマガタマモやオオパロニ

アでは6時間以内に，アオモグサやタマジュズモで3

1時間迄lζ形成される (MIZUTA1985 a， b， MIZUTA et al. 

1985a， 1986)。表層部を構成するミクロフィプリルは

最初湾曲を伴って配向する (Fig.17a)が，時間とと

もにほぼ直線状に配向するようになる (Fig.17 b)。乙

の閥の細胞直径を測定するとプロトプラスト形成後暫

くして靖加を開始し，その後ほぽ一定となる。乙の増

加は約6-10時間続きその程度はアオモグサが20-30

9ぢで最も大きく，マカeタ7 モが約109払他はとれと同

程度かそれ以下である。乙の直径の培加の原因は不明

であるが，丁度乙の時期は液胞の発達と重なるのでと

れと関係するのかも知れない。いずれにしても湾曲

フィプリルが直線状iζ伸びるのは細胞の直径の増加に

起因するものと考えられる。また，一定時調後に直径

の増加が停止するのはその時期に形成が活発になる交

叉多層構造 (Fig.17 c)による強い壁圧によるものと

考えられる。

表層部の形成は温度に依存する。マカヲマモの場合

0.2μm肥厚するのに20"(;では12時間， 25"(;で6時間，

30"(;では3時間である (MIZUTAet al. 1985 a)。表層部

が0.2μm程度の厚さに達すると交叉多層構造の形成

が開始されるので，細胞墜形成の初期過程における温

度条件はその後の形成及び発生に対し重要な要因とな

る。
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細胞壁形成の初期には細胞質に多くの小胞が観察さ た，配向変換速度に対する光質は青と赤が有効で乙

れ，細胞壁7 トリックスの先駆体を原形質膜内外へそ の効果は DCMU(3-(3，十dichlorophenyl)ー1，1 

の膜融合及び外包運動により放出する (MIZUTAel al. dimetyl urea)により阻害される (MIZUTAand WADA 

1985 a)。乙の現象はクロレラや高等植物のマトリッ 1982)。乙れらの結果は配向変換が光合成の影響を受

クス物質の運搬及び沈着 (MUHLETHALER1967)と同 けることを想像させるが，配向変換の直接の制御が何

様で，小胞はコ勺レジ体に由来するものと考えられる。 によるのかは不明である。

小胞は交叉多層構造の形成時にも観察されるが，表 古くからミクロフィブリルと細胞壁微小管との配向

層部の形成時ほど多くは見られない (MIZUTAel al. 的関連性が指摘され (LEDBETTERand PORTER 1963， 

1985a)0 HEPLER and NEWCOMB 1964， HEPLER and PALFVITZ 

(2) 交叉多層構造の形成とミクロフィブリノレの配交

変換速度

1974， SEAGULL and HEATH 1980)，この関連性が微小

管合成阻害剤(コノレヒチン，ビンプラスチン等)によ

りみられなくなる (PICKETT-HEAPS1967， PALEVITZ 

and HEPLER 1976， HOGETSU and SHIBAOKA 1978)こ

交叉多層構造の形成開始には一定の条件が必要であ とからミクロフィブリノレの配向は細胞壁微小管の配向

る。マガタマモの場合は前述のごとく表層部が 0.2 こより調節されるのではないかと考えられてきた。し

μm程度肥厚することを要し，その形成速度は組皮と かし，マカi')7モの規則的配向変換に対しては，コ Jレ

光の両者に影響を受ける (MIZUTAel al. 1985 a)o Fig. ヒチン，グリゼオフJレビン，サイトカラシン B等はほ

15及び 17c Iこ示すような規則的なフィブリル配向の とんど影響を与えない (Table1)。特にコルヒチンは

変換が何により調節されているのかは興味のもたれる 1O-2M という高濃度でプロ卜プラストを 3EI培養し

問題である。乙れは光の明暗リズムには全く関係せ ても監は通常通り形成され，フィブリ Jレの配向変換迷

ず，むしろ光照射した時間(光強度一定)Iζ比例して 度は何ら影響を受けない (MIZUTAand WADA 1982)。

変換速度は増す (MIZUTAand WADA 1982)0 Fig. 18は この結果はマガタマモ細胞壁のミクロフィブリルの配

マガタマモのフィブリノレ配向変換速度と壁肥厚に対す 向が細胞墜微小管の配向と無関係であることを暗示し

る光の影響を示す。 250Cで培養した場合，配向変換速 ている。これはまたアオモグサ (OKUDAand MIZUTA 

度は暗黒に比べ 2倍以上となる。この傾向はパロニア 1985 )やパロニア(!TOHand BROWN 1984)の不動胞

やアオモグサでもほぼ同様である(水回，未発表)。ま 子状体の細胞壁微小管の配向方向がミクロフィプリノレ
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Fig. 18. Polylamellae formation and thickening of the walls of new Boergesenia cells 

(MIZUTA and WADA 1982). Cells were cultured for 1 to 7 days at 250C in either con-

tinuous light (a) or dark (b). The number of lamellae (-・)was counted and tota1 

thickness of the wall (-0ー)was measured with five cells in each experiment. Vertical 

bars indicate standard errors. 
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Table 1. Effects of cytochalasin B， colchicine and griseofulvin on the shift of microfibril 
orientation and wall thickening in Boergesenia aplanospore-like cells (MIZUTA and WADA 1982). 

Reagent Conc. Shift of orientation Thickcning 
(day-l) (μm.day-l) 

None 7.0土1.3* 0.58土0.15'"

DMSO 1.50も 4.3士0.9 0.21土0.05

DMSO 0.5% 6.0土0.6 0.48土0.07

Cytochalasin B 
in 1.550%μgDjmMl SO 

4.2士1.0 0.25土0.07

Colchicine 10-2 M 6.7士0.8 0.47土0.08

Colchicine 10-3 M 6.5土0.8 0.55土O.lO

Griseofulvin 10-4 M 4.0土0.5 0.30士0.04
in 0.5% DMSO 

Cells were cultured for 3 days in ESP medil1m containing each inhibitor at 250C under 

continuous light illumination (2W Jm2). 

ホ Standarderror. 

の配向と一致しないという事実によって支持される。

このように巨大で比較的単純な細胞系から成る務類

の細胞壁のフィブリル配向の研究は単に壁構造の解明

にとどまらずミクロフィブリ Jレの配向変換，細胞墜の

成長機構の解明，細胞の成長及びかたち作りの機織，

さらには植物体全体の形態形成機構の解明等につなが

る重要な手がかりを与えると考えられ，今後一層の進

展が期待される。

終りに本稿の作成iζ当たり適切なる御助言を|湯わっ

た神戸大学臨海実験所の榎本幸人氏l乙，また惜しまず

助力してくれた当研究室の奥田一雄氏IC感謝申し上げ

る。
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日本藻類学会事務局変更のお知らせ

昭和62・63年度の学会事務局は下記に変わりました。

干606 京都市左京区北白川追分町

京都大学農学部熱帯農学専攻内

TEL. 075-751-2111 (内線 6355，6357) 

振 替 京 都 合47438

なお，投稿原稿は，下記の日本藻類学会編集幹事宛に送付して下

さい。

〒657 神戸市灘区六甲台町 1-1

神戸大学理学部生物学教室内

TEL. 078-881-1212 (内線 4429)

振替神戸 2-70133

Change of Office and Editor 

The new Editor of the Japanese Journal of Phycology for 

1987-1988 is Yoshihiro Tsubo of Kobe University， Starting in 
January 1987， manuscripts for publication should be submitted 
direct1y to the Editor， Prof. Y. Tsubo， Department of Biology， 

College of Liberal Arts， Kobe University， Nada， Kobe， 657 

japan. 

Membership dues shou1d be sent to The Business Center 

for Academic Societies japan， 4-16， Yayoi 2.chome， Bunkyo・
ku， Tokyo， 113 japan and all other inquiries shou1d be made 
to The japanese Society of Phycology， c/o. Division of 
Tropical Agiriculture， Faculty of Agriculture， Kyot。
University， Kyoto， 606 japan. 
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会 止
口

日本藻類学会第11回大会プログラム

(1 987) 

学会会長梅 崎 勇

大会会長坪 由宏

会期

会場

昭和62年 3月30日(月)-3月31日(火〉

京都大学楽友会館
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日本藻類学会第 11聞大会プログラム

第 1日目(3月30日)

9 : 05 大会会長挨拶 坪 由宏

講 演(午前の部)

9 : 15 (1) フィジー産 Bornetellasp. について

笠原均(京大・農・熱農)

9:30(2) フィリピン新産ホンダワラ属5種について

ロメオ B.モデロ， Jr. (京大・農・熱農)

9 : 45 (3) 瀬戸内海産 Sticりosiphonsp. (褐務，ウイキョウモ目)の生活史と分類について

川井浩史(北大・理・植物)

10 : 00 (4) 北海道風蓮湖産の禍藻 Laminariasaccharina (L.) LAMOUR.について

川嶋昭二(北海道函館水試)

10:15(5) 隠岐島産 Gymnothamnionelegans (SCHOUSBOE) J. AG. (紅泌，イギス科)について

梶村光男(烏根大・理・臨海)

10 : 30 (6) 3種の特異形態のソゾ腐植物出現から属の分布，種の分化を吟味

斎藤議(北大・水産)

10 : 45 (7) Batrachospermum macrosporum MONTAGNEの果胞子体の発達と果胞子の発芽

0熊野茂*・ネッシイ O.， Jr. ** (*神戸大・理・生物**パウリスタ大・文理・植物)

11 : 00 (B) 淡水紅言葉シマチスジノリの生殖器官と果胞子体形成過程

0吉崎 誠ホ・右田清治紳(*東邦大・理・生物**長崎大・水産)

11:15 (9) 接合藻 Closteriumehrenbergiiの群閥雑種の形態と交配型

0笠井文絵本・市村輝宜紳(*国立公害研，特東大・応微研)

11 : 30 (10) Volvox carteri STEINと Goniumviridistellatum M. WATANABE (緑藻・オオヒゲマワリ目)の奥

なる産地聞の交雑接合子の崩壊について

野崎久義(慶応義塾高校)

展示講演

11 : 45 (11) カジメ葉状部の生育サイク Jレ

OR. J. Haroun*・横浜康継紳・有賀祐勝*(*東京水産大・植物，料筑波大・臨海センター)

(12) 糸状接合藻のホモタリズムについての一考察

浜田仁(富山医薬大・医)

12: 00.....13: 15 (昼休み)

講 演(午後の部)

13: 15 (13) Nitzschia obtusa W. SMITHの3変種について

0小堀普繭・小林弘(東学大・生物〉

13: 30 (14) Gyrosigma spenceri (QUEK.) GRIFF. & HENTR. と G.trocerulI/ Hu訂.について

0石井俊治・小林弘(東学大・生物)

13: 45 (15) Navicula cり，ptocφhalaと N.venetaの変異について

0小沢淳子・小林弘(東学大・生物)

14: 00 (16) 本邦新産の淡水藻類プラントンの l種 CoronastTumlunatu 11/ (緑藻，クロロコックム目)について
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私山優(島根大・教育)

14:15(17) アラスカ新産の黄金藻

0高橋永治*・J.HILGERT料.V. ALEXANDER帥*(*神戸大・理・生物**アラスカ営林

局***アラスカ大)

14: 30 (18) 紅務ヒビロウドの培養

能登谷正治(青森県水産増殖センター)

14: 45 (19) 内生緑藻アワミドリの生活史と宿主海?凝との二藻培養

0飯間雅文・舘脇正和(北大・理・海藻研)

15: 00""，15: 15 (休憩)

15 : 15 (20) タマハハキモクの仮根形成l乙及ぼすお1s{と塩分の影響

小河久朗(東北大・農・水産)

15 : 30 (21) エゾヤハズの四分胞子発生!r及ぼす tunicamycinの影響

大森長朗・ O根木由美子(山陽学園短大・生物)

15 : 45 (22) 雌雄同巣の褐務ヒパマタとエゾイシゲの人工受精

O若菜勇・舘脇正和(北大・理・海藻研)

16: 00 (23) 多核細胞性緑藻の胞子形成における細胞骨格の動態

石川依久子(阪大・教養・生物)

16 : 15 (24) 管状緑藻の細胞壁7 ンナンの単離およびその性質

。林達之・前田昌徹(崎玉大・理・生化)

16: 30 (25) コンブの卵は鞭毛を持っている

0本村泰三・阪井興志雄(北大・理・海藻研)

16: 45 (26) ブラシノ藻 Pterospermacristatumの細胞分裂の微細構造

金築祥子 .0堀燭i三・井上勲・千原光雄(筑波大・生物)

17 : 00""，17 : 15 (休憩)

総会 ( 17:15-18: 15) 

懇 親 会(京大教養部生協吉岡食堂.18: 45-20 : 30) 

第 2日目(3月31日)

講 演(午前の部)

9 : 00 (27) 石膏ボ ルによるノリ養殖セット内の潟水流動量測定について

鍋島靖信(大阪水試)

9 : 15 (28) Eucheuma (キリンサイ属)の養殖について

0大野正夫・ C.OROSCO (高知大・海洋生物センター)

9 : 30 (29) 緑藻ミルの管状糸再生を利用した養殖

0四井敏雄*・右田清治特・平戸雄一料(キ長崎水試，特長崎大・水産)

9 : 45 (30) 体再生による数種海藻の養殖

0右田清治・島松直樹(長崎大・水産)

10 : 00 (31) 褐藻アラメおよびカジメ幼体の光合成特性と日補償点の推定

0前川行幸・窪田和四郎(三重大・水産)

10 : 15 (32) ウミトラノオとアカモクの昼間光合成に関する研究

0高 1111山・締崎勇(京大・幾・熱農)

10 : 30 (33) 温排水による海藻植生の変化について

太田雅隆(海生研)

10 : 45 (34) 植食動物の摂食活動に対するエゾイシコaロモの抵抗性
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藤田大介(北大・水産・植物)

11 : 00 (35) 琉球列島における無節サンゴモの深度分布について

井龍康文(東北大・理・地質)

11 : 15 (36) 初夏の山陰海域における流れ務の出現種

池原宏二(日水研)

11 : 30 (37) 土佐湾におけるヒラネジモクの生態について

0木村 匡・大野正夫(高知大・海洋生物センター)

11 : 45" ，13 : 00 (昼休み)

講 演(午後の部)

13: 00 (38) 異なる条件下で生成したユーグレナのパラミロンの分解特性 (2報)

0角田修次*・長船哲斉*・長谷栄二**(*東京医大・微生**帝京大・医)

13: 15 (39) 同調培養クラミドモナスの葉緑体核様体の観察

江原友子事・小笠原 差是*・長船哲斉*・三原佐代子**・長谷栄二料* (*東京医大・微生，

**東大・応微研***帝京大・医)

13: 30 (40) 葉緑体ヌクレオイドからみたイデユコゴメの系統

0長島秀行・福田育二郎(東京理科大・理・坐物)

13: 45 (41) 藍藻スチゴネマ科の新浮遊性種について

渡辺真之(国立科学博物館・植物研究部)

14 : 00 (42) 単細胞緑藻ドナリエラの Mg境環境下における生長IC及ぼすカノレ、ンウムイオンの影響

0藤井修平・山本良一・高田英夫(帝塚山短大)

14 : 15 (43) 淡水産藻類iζ対する塩素イオンの影響一短時間でおきる生理活性状態の変化について

日野修次(北海道公害研・水質)

14: 30 (44) 付着珪務 Achnanthesminutissimaの重金属耐性一銅イオンについて

渡辺 信*・竹内裕一帥・高村典子**(*国立公害研・水質，料国立公害研・生物)

14: 45 (45) 木崎湖における Anabaenamacrosporaの増殖に対する制限要因

0清沢弘志・渡辺泰徳(都立大・理・生物)

15 : 00 (46) Chromulina rosano刀ii(黄金務)による水の筆

0大石英明*・矢野 洋**・伊藤裕之紳・中原正展紳(*神戸市環境保健研，紳神戸市水

道局)

15 : 15 (47) 津軽卜二湖湖沼群の陸水生物学的研究(予報)

0斎藤捷一*・市村 治*・古111-夫キ・横山朝子キ・福士正一**・清水透***・日野修

次材料(*弘前大・教育**青森市役所*料水処理研*紳*北海道公害研)

15 : 30 (48) 帝釈川および福桝111(広島県)の付着珪藻類組成

0半田信司*・中野武登**(*広島県衛連**広島大.l型・植物)

l凶5:4必5(ω49め) 南極産蘇類 Gri巾'itかFη附7

O大谷修司.神悶啓史(国立極地研)

編集委員会:3月29日 14: 00-15 : 30 

評議員会:3月29日 15:30-17 : 00 

ワークショップ(海藻採集会): 3月31日(16: 30 会場前集合)， 4月1日-4月2日
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.会場案内

会場:606京都市左京区吉田近衛町

京都大学楽友会館 TEL. 075-751ー1100

講演室

2F 

楽 友 会 館 会 場 案内図

至

市バス
206番

東海道線

車

至大阪

.交通

1.国鉄京都駅北口より市バス A2のりばから， 206番で近衛通り下車(約30分)。

2.阪急四条河原町駅より市ノfス北側のりばから，または，京阪四条駅より市ノぜス南陸向かいのりばから，

201番または31番で近衛通り下車(約20分)。
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日本蕩類学会第11回大会議演、要旨

(1)笠原均:フィジー産 Bornetellasp.につ

いて

南太平洋フィジ一国ピチレプ島で縁部ミズタマ属

(Bornetella)の新種と恩われるものを採集した。

乙の種はミズタマ属(緑藻類・カサノリ目)のc1a.

vate type に属する。これには 3種が報告されている。

乙の 3種は primarybranch 1乙形成される胞子裂の数

と，その中lζ形成されるシストの数によって区別され

ている。 B.clavellina TANAKAは胞子褒が 1-2個で，

その中のシストは16-初である。 B.nitida (HARVEY) 

MUNIER-CHALMASは胞子襲が 1-2個で，シストは

50までである。 B.oligospora SOLMS・LAUBACHは胞子護

を5-15形成し，シストは 5-10である。

今回報告の藻体は，各 primarybranch Iζ胞子裂を

4個形成し，シストは40まで含んでおり，既知の 3種

と明らかに識別される。また，中軸の直径， primary 

branchの直径及び secondarybranchの直径が既知

の3種よりかなり大きく，さらに藻体が顕著に屈曲す

るなどの特徴をもっている。(京大・農・熱農)

(2) ロメオ B.毛デロ， Jr. :フィリピン新産ホンダ

ワラ属 5種について

現在まで，フィリピンからホンダワラ属として5H霊
が報告されている。演者は23種を同定確認するとと

ができた。そのうち， 5種， Sargassum angustifolium 

(TUR阻 R)J. AGARDH， S. Plagiophyllum (MERTENS) 

AGARDH" S. parvivesiculosum TSENG and Lu. S.51ピ'artzii

(TURNER) 1-AGARDH， S. sp.が新産種である乙とを明

かにした。乙れら 5種の性比については:前2種は雌

雄異株，第3番目の種は雌雄同株，後2種は雄性異

察;成熟期については:S. slcartziiとS.plagiophyllum 

は雨期に，他の 3種は乾期に;CORDERO (1980)によ

る地理的分布区分による分布については:S.sp.は町

地区lζ，S. parvivesiculosumlまI地区11:，他の 3種は全

地区(I-V)に分布する。(京大・農・熱農)

(3) 川井浩史:瀬戸内海産 Stictyosiphonsp. 

(褐譲，ウイキョウ目}の生活史と分類について

本種は山口県屋代島の水深約 3mのコンクリートプ

ロックに着生し， 3-4回不規則に分校する円柱状

で，高さ約 25cmI乙達する。藻体は数個の大きな髄層

細胞と 1-2層の小さな皮層細胞から構成され，褐藻

型の毛を有する。成熟した個体は皮層細胞から自成す

る円錐形の複子襲を有し，先端付近では藻体のほぼ全

体が複子饗に変成する。

複子嚢由来の遊走細胞は西洋梨形で， 1個の色素

体，眼点，側生する 2鞭毛を有する。遊走細胞はしば

しば完全に分離せず2-数個が癒合したまま放出され

る。遊走細胞聞で接合は確認されなかった。遊走細胞

は発芽後飽割分校糸状体iζ発達し，その上に直接，直

立藻体を生ずる。直立藻体ははじめ単列で頂端iζ毛を

有するが，やがて縦の隔壁を生じ，髄層細胞を分化し

母藻と似た分校した円柱状になる。発達した直立藻体

は高さ約 20cmになり，複子褒を生じる。また特i乙低

温短日条件下では単子嚢を生じる。複子饗の形状は円

錐形から披針形まで変化にとむ。

以上の特徴から本種はウイキョウモ目， Stictyos伊h・

on属l乙属すると考えられるが，山田(1953)の報告し

ているサメズグサ (Kiellmaniaarasakii)とも強い類縁

がみられる。しかし，複子畿の形状，遊走細胞の初期

発生等で異なる点もあり，さらに検討を要する。

(北大・理・植)

(4) 川崎昭二:北海道風道湖産の褐藻Laminaria

saccharina (L.) LAMOURについて

風建湖は北海東部の根室湾奥lζ位置する海跡湖(周

囲 65km，面積 50kmりで，外海に通ずる湖口附近で

水深 10mあるが，湖央を通るミオ筋以外の大部分は

1mと浅く，腐植性砂泥質でアマモが生育する。 1985

年7月， 11月および1986年5月の 3回，湖口より 6-

7 kmの走古丹附近のミオ筋(幅約 150m，深さ 4-

5m)内に生育するコンブをドレッヂ採集しその形態

を調べ分類学的考察を行なった。コンブはすべてアサ

リ員などの貝殻に細い繊維状線で付着している。葉体

は7月が最大で，茎長平均14(最大21ー最小9)cm， 

葉長141(192-112) cm，葉幡10(12-8) cmあっ

た。 5月と11月は7月と比較して茎長はほぼ同じ，葉

長は約 40cm短く，葉幅だけは 5月が13 (18-9) 

cmと最も広かった。茎はやや偏圧，長径 4-7mm，

短茎 3-5mmあり，皮層中l乙粘液腔道がない。葉は

線状披針形，基部円く，稀にやや心形，全縁，中帯都

は葉幅の約3分の lあるが極めて不明隙，時にその両

側に沿う 2列のくぼみあり， L5-2mm厚く，縁辺は



波縮せず，皮層中IC粘液腔道がある。子褒斑は中帯都

両面lζ帯状か不規則な斑状lζ生じ，各月とも新，旧斑

がある。再生はっき出し型で， 11月lζ始まり 5)~は若

い新葉の先lζ旧葉の残片を附ける。標本をサハリン，

カナダ西岸，フランス，西ドイツ沿岸の Laminaria

saccharinaと比較検討した結果， Helgoland産標本lζ

類似し，また TURNER(I 81 I)の図lζ良く一致した。

(北海道函館*試)

(5) 梶村光男:隠岐島産 G，明nothmnnionele-

gans (SCHOUSBOE) J. AG. (紅藻，イギス科)に

ついて

雌性成熟校は直立枝の主軸関節IC対をなして形成さ

れる。雌性成熟枝の先端直下，まれに第3位の関節lζ

プロカルフ。が形成され，雌性成熟関節は周心細胞を l

個又は 2個生じ，下位の第 l周心細胞が発達して支持

細胞となり，その下位から 4個細胞から成り，上方lζ

屈曲した造果枝を l個生ずる。造巣器は長さ約 60pm

の直線的な受精毛を有する。造果枝形成初期 IC支持

細胞から中性細胞を l伺生ずる。乙の中性細胞は先

端IC早溶性で単細胞，無色の毛をI:本有し，その長さ

は 40μmIC遥する。受精後，支持細胞から成熟枝の

先端方向に助細胞を l個生じ，造果器は原形質連絡に

よって助細胞と連絡する。助細胞は更に発達して l個

乃至数個のゴニモロープを各方面IC生じ，ゴニモロー

ブは順次成熟して，ほぼ倒卵形を呈し，その第 l細胞

を除く全細胞が直径 15-40μmの果胞子のうとなる。

のう果lζ沓糸はない。(島根大・理・臨海)

(6) 斎藤譲 3種の特異形態のソゾ属植物出現か

ら属の分布，種の分化を吟味

私る以前，ハワイの Laurenciaソゾ属植物17種を明

らかにしたが，そのうち14種は日本を含む太平洋西部

にも産することが明らかだったのに，アメリカ側にも

産する乙とが知られていたのは l種だけだった，とい

う事実から，本属の西方への分布拡大と種の分化は平

行して起ったのではなかろうか，と考え始めた。さら

に北アメリカ太平洋岸には，ハワイや日本のソゾ腐と

は相違点が著しく多く，特異な形態のスベクタビリス

群のソゾ属 7種が知られること，その特異な形態IC到

る途中段階の型とも見なされる L.pinnatifidaが太平

洋i乙分布すること等が最初のベた「西方への分布拡大

と種の分化」の見かたを裏づけるものと考えた。数年

前 L.pinnatifidaと類似した形態の種 L.hyurida につ

いてはこ乙で話したが，分回はフランスの MAGNE
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(1980)，ヴェネズエラの RODRjGUEZ-deRios (1981) 

らの報告した四分胞子襲原基の切り出し万は太平洋西

部の種と同じで，その配列は平行型でありながら表皮

細胞相互関lζ原形質迎絡を欠く 2種，また私がかつて

(斎藤， 1973)存在を予言したことのある四分胞子褒

原基を向軸，背軸の両方向lと切り出すものが l種，たし

かにウeエネズエラ iζ出現したとの報告。 (RODRIGUEZ-

de Rios， 1981)を受けて私の考えを吟味したいものと

思う。(北大・水産)

(7) 0熊野茂*・ネッシィ O.，Jr.料:Batracho・

spe抑制onma町 osporumMONTAGNEの果胞

子体の発達と果胞子の発芽

ブラジル ノマラナ州，サンノfウロ州，アマゾナス

州から採集された標本iζ基づいて，Botrachospermum 

macroゆorumMONTAGNEの造果器をつける校，果胞子

体の発達，そして果胞子の発芽を観察した。

器下栄養細胞はロゼット状lζ発達する。造果器と器

下栄養細胞との問の原形質連絡が特lζ顕著である。

造胞糸は受精した造果器より発出し，果胞子嚢を頂

生する。果胞子は巨大で，果胞子護内またはその傍で

発芽する。 2-3細胞の発芽体で， Chantransia期の

始原は，多くは，発芽体の 1:寄目の細胞から，時i乙2

蒋目，稀lζ3-4番目の細胞から発出する。 5-14細

胞からなる Chantransia期の幼体上IC単胞子が観察さ

れた。

Batrachoゆermu/ll /Ilacrosporu/Il と B.hypog)'nu/Il にみ

られる，ロゼット状の梼下栄養細胞を持つ形質はカワ

モヅク属の他のどの節にもみられない形質である。近

い将来，乙れら 2種のための新しい節が考えられる。

ゲ神戸大・理・生物**パウリスタ大・文理・植物)

(8) 0吉 崎 誠h 右田清治榊:淡水紅藻シマチス

ジノリの生殖器官と果胞子体形成過程

チスジノリ植物は真正紅藻類カワモズク目チスジノ

リ科のメンバーで，温僧・亜熱帯と熱帯域iζ広く分

布し， 8 -10種を含む。我国にはチスジノリ (Thorea

okadai YAMADA)と，シマチスジノリ (Thoreagaudi-

chaudii C. AGARDH)の成育が知られている。昨年，吉

曲者は鹿児島県菱刈町湯之尾より得たチスジノリの峰雄

両生殖器官と，果胞子体形成過程を明らかにした。今

回，演者らは沖縄県具志頭村で得られたシマチスジノ

リの生殖器官と，巣胞子体形成過程を明らかにする乙

とができたので乙こに報告をする。観察結果は次のよ

うである。1)体構造は，髄部と皮層部とからなる多納
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型である， 2)単胞子形成は周年観察された， 3)有性生

殖器官は，水温20"C以上でその分化が見られ，雌雄同

株である， 4)精子様は長い同化糸の基部近くに生じた

短い同化糸lζ総状に生じる， 5)造果器は細長いとっく

り型である， 6)受精後，造果器から直接造胞糸を生じ

る， 7)造胞糸は最初髄部l乙向かって成長するが，やが

て同化糸の聞をぬって成長し，結果的iζ拡散型の果胞

子体を形成する。以上の結果をチスジノリの観察結果

と比較する。また湯ノ尾産のチスジノリの生殖器官の

季節的消長についても述べる。

(*東邦大・理・生物**長崎大・水産)

(9) 0笠井文絵h 市村輝宜帥:接合藻 Closte-

rium ehrenbergiiの群聞雑種の形態と交配型

ミカヅキモ C.ehrenbergiiでは，交面群聞の接合子を

発芽させた場合，子孫の生容率は極めて低い。しかし

稀に生存する雑種が親の交配群とは異なる生息場IC適

応し，自然集団を確立する可能性は十分に考えられる

が，とれまでに天然から雑種株は得られていない。野

外における雑種集団の調査には各交配群闘の雑種の形

態等の性質を明確にする必要がある。そ乙で交配群

A， B， Hの多数の組合せの群間交配を行い，得られ

た比較的増殖の良い雑種株についてその性質を調べ

た。雑種株は概して親株より大きく，両親の属する交

配群のサイズの範囲をとえるものもあった。 AB聞及

びAH聞の雑種株は， A鮮の一部の株が示す podoli-

cum様の細胞先端を示した。 BH聞の雑種株は，両親

の形態が類似しているために雑種化による形態の変化

は認められなかったが，どちらの場合も細胞の湾曲度

は増す傾向がみられた。これらの乙とは，雑種細胞で

は両親の染色体が混合され，染色体数はどちらの親よ

りもより多く受けついでいるととを示していると考え

られる。これは，雑種接合子の減数分裂では染色体の

分離異常が起り，子孫への均等な染色体の分配が起り

難いととが知られているが，不均等分配の時IC必須の

染色体を失った場合より余分な染色体を含む場合の方

が生存する可能性が高いためであろうと考えられる。

得られた雑種株の交配型は 1株がプラスで他の7株は

マイナスであった。本藻ではマイナスの交配型遺伝子

が優性と考えられる乙とから，親の染色体数より余分

の染色体が多くなる程雑種株の交配型が7 イナスlとな

る確率が高くなり， ζの結果はそれを反映していると

思われる。(*国立公害研，料東大・応微研)

(10) 野崎久義:Volvox carteri STEINと Go・

nium viridistellatum M. WATANABE (緑藻・

オオヒげマワリ目)の異なる産地聞の交雑接合子の

崩壊について

本邦の異なる産地における Volvox carteri (日本植物

学会第50回大会発表)と Goniumviridistellatum (日本

務類学会第10回大会発表)の形態的差異は連続的な面

が見られたので，産地聞の交雑実験を試みた。

V. carteriでは兵庫県産の雄と神奈川県産の雌との閥

だけに交雑接合子ができる乙とが判明した。乙の接合

子は受精後約 1週間でほぼ正常な形態の赤褐色の成熟

したものとなる。しかし，乙れを発芽条件にすると，

6日以内lζ91%のものが墜の中の原形質を収縮・崩壊

させる。 5%のものは発芽をするが，その後生存はし

ない。

G. viridistellatumの沖縄県産の株と神奈川県産の株

との聞の有性生殖の反応は開始時間は遅れるものの，

ほぽ正常に進行し，細胞墜をもっ休眠接合子となる。

しかし，多くの交雑接合子はそのまま赤褐色の成熟し

たものとはならず，休眠後 2日目から，中味の原形質

を崩壊し始め，最終的には細胞墜をも崩壊する。

以上の様な交雑接合子の崩壊は，異所的lζ(または

生態的!C)隔離された株聞の遺伝的差異が，人為的な

交雑という手段によって引き出された現象と考えら

れ，乙れら 2積の異なる産地闘では，遺伝的交流はな

いものと推測される。(慶臆義塾高校)

(11) 0 R.J. HAROUN* .横浜康継**・有賀祐勝*: 

カジメ葉状部の生育サイクル

わが国中部太平洋沿岸から九州沿岸にかけ漸深帯l乙

生育するカジメの現存量は，夏季に最大となり，冬季

lζ最小となるが，乙れは葉状部の季節変化に基づいて

いる。カジメ葉状部の年間の生育サイクJレ (annual

growth cycIe)を明らかにするため，伊豆下回の鍋田

湾において毎月 l囲10個体の試料を採取し，側葉の

数，長さ，及び単位面積あたりの乾重量を測定した。

各月とも採取した試料についてかなりの個体差が認

められたが，試料10個体について平均値を求めた結

果，次のような傾向が明らかになった。側業数は17-

28であったが，長さ IOcmIζ達しない若い側葉の数

は0-7で春から夏i乙向って少なくなり，秋から冬iζ

向って多くなった。側葉長は第10-17葉で最大値を示

し (22-56cm)，7月iζ最大， 12月iζ最小であった。

単位而積あたりの乾重量は，側葉の生長lζ伴って6-

19m9/cm2と増加し，子饗斑が形成された場合 (7-



12月)には 15-25mg/cm2 となり，冬~春は低く，

子褒斑をもっ夏~秋lζ高くなった。以上の結果lζ基づ

き，カジメ葉状部の生育サイクJレを，(目新しい側葉の

形成が盛んな時期， (2)側葉の生長の盛んな時期， (3)側

葉lζ子褒斑が形成され肥厚が著しい時期， (4)成熟した

側葉の衰退の時期などに区分するととを試みた。

(*東京水産大・植物，紳筑波大・臨海センター)

(12) 演回 仁:糸状接合蕩のホモタリズムについて

の一考察

糸状接合藻のアオミドロにおいては， 2ケの配偶子

が接合子を形成後， 2つの核は減数分裂の前期迄別#

のままでいる。と乙ろが乙の前期の 2核の各今で染

色体はニ価染色体となるので，元の配偶子や栄養細

胞そのものが二倍体であった事になる(lIARAnA & 

Y AMAGISHI 1984)。事実アオミドロでは，仁形成染色

体は2ケ，全染色体数が偶数のものが多い (GODWARD

1966)。又動原体は分散的で還元分裂は後還元である。

以上の事を総合すると 2倍体のアオミドロにおいては

必ずホモタリズムになるものと遺伝学的に推定出来

る。即ち仮に初め2株がヘテロタリズムで各々+とー

の遺伝子を持つ染色体を 2ケづっ有すると (+¥+2と

-'-2)'減数分裂前の染色糸復製を経て接合子の中で

前期には各々の核で+，+，と +2+2，-，-，と -2-2

が対合し，これらの核が核融合を行ってから中期とな

る。第 1還元分裂は均等的分裂なので後期には普通

+'+2 -'-2の染色糸を持つ核が2ケ出来，第2還元

分裂後， +l-h +2-2'又は +'-2'+2-'などの核

が出来る事になり，いずれにしても+株と一株の由来

の性染色体を 1ケづっ持つ事になり，ヘテロタリズム

は維持出来ない。糸状藻でもヘテロタリズムはあると

思われるが，その時は，栄養細胞の染色体数は奇数で

性染色体についてヘミザイゴートではないかと考えら

れる 。(富山医薬 大 ・ 生 物 )

(13) 0小堀晋爾・小林弘 :N itzschia obtusa 

w. SMITl王の 3変種について

VANLANDINGAM (1978)のCatalogueof Diatoms I乙

ると， N.obtusa I乙は14変種と l品種が記されてい

るが，演者らは，乙れらのうち vaι SChlほillfurthii

GRUNOW， var. scaltelliformis G民UNOW，および新変

種と思われるものを含む材料を得た。

3変種とも，電顕的には，管状縦溝の外裂口は殻の

中心で内側i乙向って大きくまがって終り，外裂口の両

側iζは他の胞紋より大きくて長い胞紋列が脊在すると
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いう共通性が見られた。 var.SChlL"einfurthiiは，殻長約

300μm，殻幅約 8μm，の大形の殻をもち，条線数は

10μmあたり約30で，丸くなった殻端をもっ。胞紋の

断面は，やや中央がふくらんだ長方形で，胞紋は殻の

内側iζ於て開条線よりも低い位置で薄皮によって閉塞

されていた。 var，scaltelliformisは，殻長約 90-100

μm，殻幅約 8μm，条線数は約30で斜に切れた殻端を

もち，胞紋は売買の内側に於て開条線よりも低い位置で

薄皮によって閉塞されていた。また， Hus世間(1921) 

が A.SCHMIDT ATLAS T 336， f-22 I乙var.scaltellifor-

misとしてあげているものと同じ殻形のものは，胞紋

の断面が紡錘形をしており，胞紋は，殻の内側i乙於でほ

ぼ開条線と同じ平部で薄皮によって閉塞されていた。

(東学大・生物)

(14) 0石井俊治・小林弘 :Gyrosi伊 faspen-

ceri (QUEK.) GRIFF. & HENTR.と G.pro・

cerum HUSTにつ4、て

G. stenceriと G.trocerumの2種は，前者はやや太

め，後者はやや細めという違いはあっても，殻の大き

さ，条線数共iζ互いによく似ていて光顕では非常に区

別しにくい上，しばしば両者が混在して出現するの

で，同定のむずかしい種類と言える。今回演者らが用

いた試料は，埼玉県武蔵丘陵森林公園の菓屋沼および

埼玉県東松山市の悪太郎沼から採集したものである

が，そのどちらにも混在して出現した。

G. trocerumはHUSTEDTによって記載された新参

の種(1956)で，原著者の HUSTEDTも， G. kuetzingii 

( = G. stenceri)と非常によく似るとしているように，

SEMでの観察においても，乙の 2種は非常によく似

ており，殻端部の構造 lζ若干の違いが見られるに止

まった。

すなわち，遜常 Gyrosigma属では殻縁をめぐるー列

の特殊な胞紋列があり，さらに殻端縁lζー列の小孔列

がある。殻の内側からみて， G. spenceriでほ極節が大

きく片側l乙伸び出し，殻縁胞紋列を切るのに対し， G. 

trocerumでは極節は小さく，殻縁胞紋列を切るような

乙とはない。殻端小孔列はどちらにも見られた。

(東学大・生物)

(15) 0小沢・淳子・小林 弘 :N avicula crypto・

cephalaと N.venetaの変異について

KtlTZINGは， 1844年， Die KieseIschlagen BaciIIari-

en oder Diatomeenで， Navicula cりlttocethala，N. 

venetaを原記載した。その後， HUSTEDT (1930)， 



70 

PATRICK (1966)などは，N. venetaをN.cryptocψhala 

の変種Icfgとし， LANGE-BERTALOT (1979)は，これ

を種l乙復活させている。

本邦では，N. cryptocephalaと同定できるものは，

多々良沼，鵜の池，穴塚大池，南浅川なと、で見つかっ

た。 N.venetaと同定できるものは，淡水の船岡川，恩

田川，鶴見川，三JlIJ11，西独のホルスタイン湖など

で，また，塩水の嶺鉱泉でそれぞれ相当量出現した。

今回乙の 2種について，ラッフェの中心孔，宍端lζ

見られる小孔の列，付加肋などに着目して SEMによ

る観察を行ったと乙ろ，N. cヮ'ptocephalaは，比較的安

定した形質を持っていたが，N. venetaでは幅広い変異

が認められた。しかし，両者の聞には明らかな違いが

見られたので，N. veneta I乙独立の種とするのが妥当と

思われる。 N.venetaでは，塩水産のものは大型で淡水

産のものと光顕的には大きく異ってみえるが，そのど

れもが，中心孔のスタッフ側に特徴的な突起を持つな

どの共通性が認められた。なお，乙の 2種とも， valvo-

copulaは，長短2枚の bandでできていたが，この

形質は，乙れらを含む一群の分類群l乙見られる特徴的

な形質と考えられる。(東学大・生物)

(16) 秋山 優:本邦新産の淡水藻類プランクトンの

1種 Coronastrmnlunatmn (緑藻，クロロコ

ックム目)について

Coronastrum属は， THOMPSON (1938)によって設立

され，緑務類クロロコックム目に所属する 4細胞を単

位とするシノピウムよりなる藻類である。 typespecies 

としては，アメリカ，カンサス産の C.aestivaleが

知られており，その後 FOTT(1947)はボヘミヤから

C. clliPseudeu mの産出を，さらに FLINT(1950)はイ

ギリスから C.anglicumの産出を報告をしている。そ

の後， THOMPSON (1950)はアメリカlζ於ける C.elゆ-

seudeumの産出を認めるとともに新種として C.luna-

tumを記載しているが，その後本種については type

locality以外からは全く知られていない。

演者は，最近島根県下の三瓶山浮布池から C.luna-

tumと考えられる藻類を得たので，既知の三顧と本種

との比較形態学的な知見について報告する。

(島根大・教育)

(17) 0高橋永治*・ J.HUGERT判 E ・v.ALEXAN-

DER*制・:アラスカ新産の賞金藻

1985年8月26EIから29日，アラスカ北概閣にある

TOOLIK湖沼群 (68'30'-68'45'N， 148・50'-149・40'

W)における言語類相の調査を行った。アラスカ湖沼産

黄金藻類は， 1961年から 1971年までの HILLIARDや

ASMUND による電顕を使用した研究によって，マロモ

ナス科やジノプリオン科所属の18属 119種類が記録さ

れている。 1971年以降に賞金藻の分類は，パラピソモ

ナス属の新種約30の発見とパラピソモナス科の創設や

新種9を含むスピニフェロモナス属の創設など大きな

進展をみた。今回の調査は，アラスカ藻類相の再検討

を目的としたo:TOOLIK湖の周辺の12の湖沼から，

黄金藻7 ロモナス科とパラピソモナス科の6属36種類

を見出した。そのうちアラスカ新産の属は 2: Spini-

feromonasと Polylφidomonas;新産積は Spiniferomo-

nas 10， Paraphysomonas 5， Polylψidomonas 1， Mallo-

monas 1の計4属17種類であった。(ホ神戸大・理・生

物，紳アラスカ営林局*紳アラスカ大)

(18) 能登谷正浩:紅漠ヒビロウドの培養

神奈川県三浦市昆沙門で1986年4月14日Iζ採集され

たヒビロウドの藻体から果胞子を得て室内培養を行っ

たと乙ろ，発芽体は盤状となり，四分胞子嚢を形成し

た。従ってヒビロウドの生活史はヒメヒビロウドと同

様に直立する雌雄異株の配偶体と盤状の四分胞子体を

世代交代する乙とが判った。

培養条件は温度25"C，照度2000lux--4000 lux，光周

期14時間明期， 10時間晴朗とした。培養液は GRUNu

改変培地を用いて週間ごとに換水した。

ヒビロウドの果胞子(直径 11.0ー 17.8μm，平均

14.1 f1m)は発芽して盤状となり，発芽後6週目，藻

体の直径は 1--2mm，最も厚い部分では約 70μm，

8-9層細胞に達した。発芽後8週目，藻体の表層の

細胞の所々に四分胞子褒(12.0ー15.5x15. 3-19. 3 

μm)の形成が認められた。放出された四分胞子(直径

8.8--9.6μm，平均 9.2μm)は発芽して，果胞子の場

合と同様の発生過程を示し，盤状の発芽体となった

が，四分胞子発芽後6週目，発芽体の表層細胞または

周縁細胞の多数から直立糸の発出が認められた。直立

糸は発出後4週日IC高さ約 1cm K達し，校上IC精子

褒の形成が認められた。その後3週間経過して，藻体

は高さ約 1.5cmIζ達し，精子褒形成の認められない

株lζ雌性器官様の細胞糸が認められた。

(青森県水産増殖センター〕

(19) 0飯間雅文・舘脇正和:内生緑藻アワミドリの

生活史と宿主海藻とのニ藻培養

内生緑藻アワミドリ BlastoPhysarhizopus REINKE (ミ



Jレ目，ケートシフォン科)は世界中に広く分布し，様

々な海藻lζ内生することが知られている。日本では時

田・正置(1948)が忍路産について，アカパ，ツルツ

ル，ペニスナゴIC:内生する緑斑病藻として報告してい

る。また本種の培養実験は S砧 RS(1966)が北米産で

単藻培養をし， 2及び4鞭毛の遊定子による無性生殖

のみの生活史を報告している。

本実験は，室蘭産アワミドリについて単藻及び種々

の海童話との二藻培養を中心iζ，生活史と宿主藻の選択

性を明らかlとするために行われた。生活史は北米産の

ものと一致し，さらに栄養生長は低温 (5"C)で完全

に阻害されるが高温(18-22"C)で著しく促進される

温度特性が明らかにされた。室蘭産の本藻の天然宿主

はツルツルのみであるが，二藻培養ではとの紅藻lζ対

してのみ速やかに着生し，組織への侵入がみられ，数

種類の紅藻iζ対しては長期筒培養のみ内生が認められ

た。しかし，他の多くの海藻の組織には全く侵入しな

かった。乙のととは，本種iζ何らかの宿主選択性があ

る乙とを示唆している。また，本種は宿主のツルツル

とその出現と消失期が一致している乙とから，季節的

な温度変化と発生生活史との関係を考察する。

(北大・理・海藻研)

(20) 小河久朗:タマハハキ毛クの仮根形成に及ぼす

温度と塩分の影響

温度(1O-25"Cの4段階)，塩分(12.9-58.3ルS

の13段階)がそれぞれ異なる条件下でタマハハキモク

の受精卵を培養し，乙れらが仮根の発芽，伸長，二次

仮根の形成l乙及ぼす影響について観察した。

仮根発芽:発芽は10，15， 20， 25"Cの温度とも塩分

が16.3-55.1ル s の範囲でみられた。 90~ぢ以上の発芽

率を示した塩分範囲は， 20， 25， 15， 10"Cの温度の順

に広く， 20"Cでは 19.4-48.6ルS，10"Cでは 38.9-

45.3ルsであった。

仮根伸長:伸長は温度が25，20， 15， W Cの順によ

く，各温度とも塩分が 32.0Y..Sのときに最もよい伸

長を示した。

二次仮根の形成:二次仮根の形成は温度が1O"C， 

15"Cでは 19.4-45.3声。S，温度が 20"C， 25"Cでは

16. 3-48. 6f.. Sの塩分範囲でみられた。仮線数が最も

多かったのは10"C， 15"Cでは 32.0ルS，20"C， 25"Cは

22.7-32.0ルsの低塩分の範囲だった。

仮根形成からみたタマハハキモクの混度，塩分の変

化i乙対する適応能は，アカモクに比べて大きい乙とが

わかった。(東北大・農・水産)
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(21) 大森長朗・ O根木由美子:エゾヤハズの四分胞

子発生に及ぼす tunicamycinの彫響

エゾヤハズの四分胞子を様今な濃度の tunicamycin

を含む櫨過海水溶液で培養した。

生存率，発芽率及び仮根形成率は tunicamycin に

より影響を受けなかった。しかし，直立苗の形成と仮

根の伸長は tunicamycinにより著しく阻害された。

Tunicamycinを含む培養液では，直立箇の形成が遅

れてくるが，培養15日後で直立苗を形成したものは，

1 mg/lの濃度では92.2%であった。 IOmg/1では14.2

%， 200mg/1では， 5.2%となり ，10mg/1以上の濃

度では，濃度が高くなるにしたがって，直立苗を形成

したものは少なくなっていった。仮根の伸長に関して

は， 0.1 mg/lの濃度で影響があらわれはじめた。 10

mg/l以上の濃度では，培養3日後で，その仮根の長

さは溜過海水中のものの 2分の l以下であった。

(山陽学園短大・生物)

(22) 0若菜勇・舘脇正和:J峰雄同巣の褐藻ヒパマ

タとエゾイシゲの人工受精

ヒパマタ科植物における近縁種聞の交配や，その雌

雄同巣種の受精の生理・生化学的研究の進展に不可欠

な技術である雌雄配偶子の分離と媒精の方法を開発し

した。

ヒパマタ (Fucusdistichus ssp. euanescens) とエゾイ

シゲ (Peluetia wrightii)の配偶子の放出誘導は ABE

(1970)の方法を改変してなされた。配偶子の放出を

自然海水中で行うと，精子と卵は造精器・生卵器の内

部細胞壁lζ包まれたまま放出され，その後細胞壁の一

部が破れ精子と卵は海水中に遊離され速やかに受精

を完了した。しかし，放出を EDTAまたは EGTA

(0.5mg/ml)を含む 1-4"Cに冷却した海水中で行う

と，造精器・生卵器の内部細胞壁の崩壊は進行せず受

精は限止された。乙の状態で雌雄配偶子はナイロン

メッシュを用いて分別され，さらに精子は遠心 (400

xg， 10min)してベレットとして得られた。分離した

精子と卵の遊離は，外液を新しい海水に交換する乙と

で容易になされた。混在した受精卵はトリパンブルー

(20μg/ml)を含む海水に懸濁して標識され，色素を

洗い除いた後，精子懸濁液を加えて媒精を行った。卵

600個/mlIC:対して精子6x105個/mlを等量加える条

件で，受精率は85-99.9%1ζ逮した。人工受精卵の初

期発生は，仮根形成率およびその形態において，未処

理で受精させた実験区と差異は認められなかった。

(北大・理・海藻研〉
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(23) 石川依久子:多核細胞性緑藻の胞子形成にお

ける細胞骨格の動態

多核藻体の細胞質が多数の胞子群IC分化するしくみ

は細胞骨格の誘導によるものと推測し，カサノリのシ

スト形成やパロニアの不動胞子形成等iζ関与する細胞

骨格の動態，チュープリンおよびアクチンのモノク

ローナル抗体を用い閑接蛍光抗体法によって可視的lζ

観察した。

多核細胞性緑藻の細胞質は細胞壁の内表面iζ沿う簿

層をなし内部は液胞で占められている。細胞膜とトノ

プラストに挟まれた細胞質は成長期には流動している

が，やがて葉緑体の密集した状態で停止し，流動を誘

導していた微小管やアクチン繊維は構造を失う。原形

質流動lとともなって移動していた核は極めて整然とし

た等間隔分布で停止する。カサノりでは核膜付近から

微小管が放射状にひろがり，それによってー核が支配

する細胞質領域が決定される。この細胞質領域はのち

lζ一個のシストとなる。一方，パロニア等では放射状

微小管は発達しない。両者とも密集した葉緑体間隙IC

アクチンの集積が認められ，胞子形成にいたる細胞質

の分割と球体化はアクチンの収縮によってもたらされ

るとみられる。カサノりでは微小管とアクチン繊維の

共同作業の結果としてー核をもっ等大の胞子が形成さ

れるがパロニアでは共同作業がおとなわれないため細

胞質の不規則凝集による多核不均一な胞子となる。両

者の分割パターンを比較し胞子形成における細胞骨格

の役割を論じる。(阪大・教養・生物)

(24) 0林逮之・前田昌徹:管状線衰の細胞壁マン

ナンの単離およびその性質

Codiumなどの細胞壁のマンナンを可溶化する適し

た溶媒が知られず，との単離精製は困難であった。パ

ラホルムアルデヒド (PF)，あるいは Nーメチルモル

ホリンーN-オキシド (MMNO)の系によってセル

ロースが可溶化される最近の成果を種々の水不溶性多

績に応用できた。またトヨパールゲルを高速液クロ

(HPLC)の系Iζ利用して，ジメチルスルホキシド (D

MSO)など非水系の移動相によるゲル炉過 (GFC)

を簡便に行う乙とができた。乙れらの結果を利用して

Codiumのマンナンを分子サイズの等しい多糖として

精製を試みた。

まず18種の水不溶性多糖IC対し，セルロースの可溶

化条件を応用しそれらの溶解性の比較を試みた。 Codi・

11mの細胞壁からマンナンのE匹敵は， MMNO系より

も PF系による場合が適していたのでとの PF溶液を

トヨパールゲルで DMSOによる中圧分取タロマトグ

ラフィーを行った。

Codium はミクロフィプリルの段階では，加水分解

後多量のマンノース以外に少量のグルコースなどの杏

在が認められたが，その HPLCによる分取では，高

分子側(約20万)と低分子側(約5千〉に2種のピー

クが認められ，各々を再クロマトグラフィーによって

いずれもマンノースのみを構成単糖とする分子量的に

均一な多糖画分を得た。乙のように得られた純マンナ

ンの微細化学構造についてさらに検討を行った。

(埼玉大・理・生化)

(25) 0本村泰三・阪井興志雄:コンブの卵は鞭毛を

持っている

SAUVAGEAU (1915)が Saccorhizaの生活史を発見し

て以来，コンブ自の有性生殖は無鞭毛の卵と 2鞭毛の

精子との受精iとより行われる (oogamy)と考えられ，

その点については誰もが疑いをはさまなかった。演者

等はミツイシコンプを中心に卵細胞の微細構造を詳細

に調べた結果，乙の卵は少なくとも放出されるまでは

2本の鞭毛を有している乙とが判明したので報告す

る。

コンブ卵の鞭毛構造は，褐藻植物のそれと比較する

と，次のようないくつかの特徴が見られる。 1)mastigo・

nemesが観察されない。 2)2つの basa!bodies (鞭毛

基部IC分化した centio!e，すなわち basalp!ateを有

する)が 400nm程度離れている。普通褐藻植物の遊

走細胞の 2つの basa!bodiesの配列は決っており，後

鞭毛の basa!bodyの底が前鞭毛の basa!bodyの基

部側面lζ約 110・の角度で接している。!)， 2)の事実

lζより前・後鞭毛の区別がつかない。 3)通常の遊定細

胞に見られる様な微小管の rootletsystemsは観察され

ず， basa! bodiesの回りに数個の電子密度の高い物質

(MTOCs)が散在し，そ乙から微小管が伸びている。

4)2本の鞭毛は卵が生卵器より放出される際に引きち

ぎられる。

以上の乙とから，コンブ類は典型的な異型配偶子接

合 (anisogamy)を行っていたものから変化してきた

と考えられる。なおコンプ目の他の種類についても観

察結果を報告する予定である。(北大・理・海藻研)

(26) 金築祥子・堀輝三・井上勲・干原光雄:プ

ラシノ簿 Pterospermacristataonの細胞分裂

の微細構造



細胞分裂の前駆現象として，まず鞭毛および鞭毛装

置の複製と薬縁体の二分裂が起る。二つの娘鞭毛装置

はそれぞれ核分裂の極を形成する。

〔前期〕中間期に腎臓形(鞭毛を含む断面像で)の細

胞の一方i乙偏在する核は，複製を完了した鞭毛基部集

団のある細胞中央iζ移動する。鞭毛基部に面した側の

核膜i乙胞状化が起り，基部の周囲から核l乙向けて微小

管が伸びる。

〔中期〕細胞の伸長lζ伴なって，極として機能する娘

鞭毛装置の分離が進行する。赤道面lζ位置する染色体

群は胞状化した核膜で包まれている。それに向かつ

て，両極から多数の微小管が核膜の破れを通って染色

体i乙伸びる。

〔後期〕細胞の伸長に伴なう極(=娘鞭毛装置)間距

離の拡大と染色体系の短縮の両者の作用によって染色

体の分離が行なわれる。本藻i乙は極関を結ぶ連続糸の

寄在は認められない。

〔終期〕ちぎれるようにわかれた二つの娘核の核膜

は，それまでの胞状化状態から早い速度で中間期の核

膜の状態を回復する。細胞は細胞膜の収縮によって二

分され，分裂を完了する。(筑波大・生物)

(27) 鍋島崎信:石膏ポールによるノリ養殖セット内

の海水波動量測定について

漁場l乙見合う養殖セット規模を検討するため，ノリ

の生長や品質iζ集積的な影響を与える海水流動量を測

定する必要がある。

高価な測機を用いず多定点を同時に測定できる石膏

ポール法i乙着目し，ボールの製法や測定法を改良し，

流速と減量の関係を高めた。

また従来の流動量を減量で比較する方法を発展さ

せ，単位時間当りの減量を流速に換算する等価流動量

により，セット内の流動量の比較を誠みた。本法lとよ

り漁場の流動量を測定し，実状にあう結果を得たので

報告する。

債流速水槽を用い，単位時間当りの流速と減量の関

係を定式化した。また現場の養殖セ・yト内の定点に石

膏ボールを5個ずつ垂下し， 24時間後の減量から等価

流動量を推定した。

恒流速水槽での単位時間当りの流速と減量は非常に

高い相関を示し，減量を等価流動量l乙換算して用いて

も妥当性は高いと考えられた。漁場での調査ではセッ

ト中央定点とその外縁の定点との聞に，好天時には減

量l乙有意差がみられる定点が多いが，荒天時にはセッ

ト中央まで流動が高められるため，中央と有意差のみ
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られる定点は少なかった。流動量は沖セットで高く，

他のセットで遮蔽された位置にあるセットでは低く，

漁業者からの聴取調査結果とも一致した。(大阪水誠)

(28) 0大野正夫・ C.OROSCO : Eucheun畑(キリ

ンサイ属)の養殖について

カラゲーナン抽出の原藻である Eucheuma属の仲間

は，熱常域の海藻養殖種として広く用いられている。

最近は，生産量が需要を満すようになり， Euch印刷

養殖の大きな課題は，より効率良く生産を高める乙と

があげられている。

筆者らは，フィリピンの Eucheuma養殖場での調査

や，インド洋，モーリシャス島で Eucheumaの養殖誠

験を行ない，土佐湾でも夏期 E.striatum E. cotlniiな

どを用いて，生育条件の実験を行なったので，乙れら

の結果について報告する。 Eucheuma養殖場は，サン

ゴ礁湖内の海草やホンダワラ類が繁茂しているととろ

が選ばれる。

乙れはウニや魚類による食害や浮泥の付着を軽減す

るためである。モーリシャスで E.striatumを用いた

実験では，誠料は，砂底の海中よりも海草群落やサン

ゴ群落の中iζ固定したほうが，色調も良く，正常な生

長がみられた。生長速度は，水温によってかなり違い

がみられる。 Euch印刷養殖場の水温は27-30"Cであ

るが，土佐湾での実験でも E.s triatu m， E. /，0 ttonii両

種とも29"Cで，それぞれ最も高い日間生長率6.78~ぢ，

4.83%を示し，温度の低下とともに急激に生長は遅れ

た。現在 Eucheuma養殖は支柱養殖法であるが，土佐

湾の生長実験で，透明度の水深まで生長速度に大きな

差異が認められないので，採取や食害対策から float-

ing養殖法を検討する必要があろう。

(高知大・海洋生物センター)

(29) 0四井敏雄h 右田清治紳・平戸雄一柿:緑藻

ミルの管状糸再生を利用した養殖

ミルでは胞饗を分離培養すると容易に管状糸(髄層

をなす糸状の細胞)を増殖させる乙とができる。室内

で培養した管状糸をカミソリ等の刃物で切断し，クレ

モナ糸やノリ網に付け，長崎県野母港内l乙設置した筏

から垂下して養嫡を試みた。

海に入れた管状糸は胞褒を形成し，その数が増加し

てミル体に発育した。野母港において毎月 l回管状糸

を付着させたクレモナ糸を垂下してミルの発生，生育

状況を調査した結果，ミ Jレ体は6月-9月l乙垂下した

ものでは生育せず， 10月-5月lζ入れたものでは出現
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し，特に11月と12月に垂下したもので発生数が多く，

生長も良好であった。

なお，ミ Jレ以外l乙ハイミ Jレ，ナガミ Jレ，クロミル，

ヒラミ Jレ，ネザシミルなど他のミル属の種でも同じ方

法で務体の発生がみられた。

(*長崎水霊式**長崎大・水)

(30) 0右閏清治・島松富樹:体再生による数種海蕩

の蓑殖試験

樹木，草花など陸上植物では挿木，接木など体再生

による繁殖が広く利用されている。のりのフリー糸状

体やワカメの国偶体の培養など一部で体再生が用いら

れてはいるが，海藻での利用例はきわめて少い。そと

で，体再生を利用した海藻の養殖を試験してみた。

材料として緑藻のミル類，褐藻のハパノリ，フクロ

ノリ，カゴメノリ，紅務のマクサ，オゴノリ，ムカデ

ノリ，ツルツル，ベニスナゴ，マツノリなどを用い

た。

ミJレ類では管状糸，ハノマノリなどでは糸状の配偶体

をミキサーなどで切断し，クレモナ海苔網に付着させ

海l乙垂下したところ，多数の藻体の発生をみた。ムカ

デノリ，ベニスナゴ，ツルツルなど殻状の座で越夏す

る種類では，培養で座を簡単に増殖させ得るので，そ

れを貝殻を海苔網lζ付着させ，海で養殖したと乙ろ，

多くの藻体が発育した。そのほか，再生の形態や生態

についても報告する。(長崎大・水産)

(31) 0前川行幸・喜田和四郎:褐藻アラメおよびカ

ジメ幼体の光合成特性と日補償点の推定

三重県志摩半島沿岸のアラメ・カジメ群落につい

て，幼体の光合成一光関係，生育場所の光環境，日射

の日変化等を測定し，日:補償点を推定するためのモデ

ル式を作り，両種幼体の光環境からみた生育限界を解

明しようと誠みた。

さまざまの場所から採取されたアラメ幼体21個体，

カジメ幼体13個体について光合成一光曲線を求めた。

光合成一光関係，生育場所の相対光強度，日射の日変

佑等から一日の純生産量を求めるモデル式を作り，日

補償点を推定した。推定された日補償光強度は，海面

i乙対する相対光強度で表わされ，アラメ幼体では約

1. 29ぢ，カジメ幼体では約0.6，杉であった。また，幼体

の生育する現場での光環境を知るため，群落底部の光

分布を測定した。その結果，同様に相対光強度で表わ

すと，アラメ幼体では 1-1.5%， カジメ幼体では約

O. 6%以上の場所に生育しており，モデル式から推定

した値とよく一致した。

以上の結果から，カジメはアラメ i乙比べより弱光iζ

適応しており，アラメは浅所に，カジメはアラメに比

べより深所lと分布する。乙のように両種の生育水深の

違いを，光合成の面から日:補償点の差として明らかに

する乙とができた。(三重大・水産)

(32) 0高坤山・梅崎勇:ウミトラノオとアカ毛

クの昼間光合成に関する研努

高日射先下の昼間光合成は植物プランクトンにおい

ては非対称的な変動(午前には高く，午後には低く)

を示すととが認められているが，海藻についての報告

はほとんどない。

とζでは，ウミトラノオとアカモクを用いて，密閉

透明パイプと不透明パイプを通った水及び適らない水

の溶存酸素量をウインクラ一法により測定して，その

蓑から昼間光合成及び暗呼吸を求めた。

ウミトラノオ及びアカモクの両種共，高日射光下で

は午前には光合成が高く，午後には低かった。つまり

同じ光合成有効照射においても午前の方が午後より高

かった。低日射先下ではζのような差異はほとんど見

られなかった。昼の暗呼吸は夜の暗呼吸より高かった。

室内照明下で，午前と午後との光合成一光曲線を比較

してみると，高日射光でのサンプルでは大きな差が認

められた。しかし，低日射光下でのサンフ。ルではその

差異が認められなかった。(京大・農・熱農)

(33) 太田雅隆:温排水による海藻植生の変化につい

て

近年，臨海域における大規模な取排水を伴う発電所

の設置及び集中化が，周辺海域の生物的環境に影響を

及ぼすととが懸念されている。このような乙とから，

日本海西部の外海に面した発電所の放水口周辺におい

て，温排水による昇温域の内外に生育する海藻類の植

生調査を継続してきた。その一環として，放水口周辺

の水深 3m以浅に16カ所のエリア(1x5m)を選定

し，各エリア内の5個の方形枠(1xl m)に出現した

海藻類の被度を測定して，その種類数，多様度指数，

類似度指数と水混との関係について検討した。その結

果，環境水温の高い1984年9月には，昇湿幅が3-4"(;

以上になる浅い場所で自然植生との類似性の低い所が

一部l乙認められ，昇湿幅が約5"(;以上の場所では，多

様性，種類数も少なく，緑藻類のシオグサ属 (Clado・

thora st.)，褐藻類のマタザキクロガシラ (Sthacelaria 

variabilis)等特定種の優占する傾向が認められた。 ζ



のような植生変化を示した場所は放水口から離れるに

従って浅くなり，放水口中心部から約 350m離れた

エリアが最遠部で，その水深範囲は約 0.5m以浅で

あった。一方，同年3月には，乙のような植生変化を

示す場所は9月より限定され，約 220m離れたエリ

アが最遠部で，その水深範囲は約 0.5m以浅であっ

た。(海生研)

(34) 藤田大介:植食動物の摂食活動に対するエゾイ

シゴロ毛の抵抗性

無節サンゴモ類は(1)藻体の石灰イι(2)表層の存在，

(3)埋没型生殖器巣の形成，などの特性を有し，植食動

物の摂食能力l乙対する抵抗性を獲得して進化してきた

分類群と考えられている。演者は北海道南西岸の磯焼

け地帯でエゾイシゴロモが繁茂する原因を明らかにす

る目的で，キタムラサキウニ(同沿岸の優占種)及び

ユキノカサガイ(無節サンゴモ類を主食)の摂食活動

が本種lと及ぼす影響とそれに対する抵抗性を調べた。

キタムラサキウニは5本の歯で摂食し，表層の範囲内

でまばらな損傷を与えるのみである。乙れに対してユ

キノカサガイの場合には6列の歯が並ぶ歯舌で摂食し

て密な損傷を与え，同じ場所を繰り返し摂食する乙と

もあって中層上部にまで達する。乙れらの損傷部では

新たな表層細胞の生産及び中層の再生が起こって10目

前後で被食前と区別がつかなくなる。また本種を20"C

30W/m2で培養してユキノカサガイに摂食させ，摂食

前，摂食直後，再生後の 3時点iζ呼吸・光合成活性を

測定したと乙ろ，摂食直後には呼吸速度が増大し再生

後に回復したが，純光合成速度はほとんど変化がな

かった。以上の乙とから本種は少なくとも上記2種の

植食動物の摂食活動に対して抵抗性を有し，その理由

としては冒頭に述べた諸点のほかに，中層上部の同化

組織が厚く高い再生能力を有するととが重要な役割を

果たしていると考えられた。(北大・水産・植物)

(35) 井麓康文:琉球列島における無節サンゴモの深

度分布について

琉球島石垣島米原沖の卓礁において， hard suhstra-

tum上に豊富に生育する無節サンゴモ 6種 (Neogonio・

lithon fosliei， Neogoniolithon sp. A， Paragoniolithon con-

icum， Porolithon gardineri type B， P.onkodes， Litho-

phyllum insiPidum) Iζついて，その深度分布を調査し

た。

調査は水深 1，5， 10， 15， 20， 25， 30 m の各水深

において， 25cmx25cmの quadrateを40個設定し，
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各種のみられる quadrateの数を測定した。水深 33m

では 20quadratesのみを調べた。

その結果，P. onk(ldesと L.insiPidumは水深 20m

付近を分布の下限深度とし，Neogoniolithon sp. A と

P. gardineri type Bは水深 25m以浅に生育する一方，

N.foslieiと P.conicumは調査水深域内l乙分布の下限

深度をもたない乙とが明らかになった。これらの種は

沖縄本部半島沖の瀬底島でも同様の分布様式を示して

いる。

ζれにより，現在の琉球列島沿岸の無節サンゴモ群

落を Community I-illの3つに区分した。

乙の‘サンゴモ深度計'は，琉球列島に分布する第

四紀更新世のサンゴ礁複合体堆積物である琉球層群

(琉球石灰岩)の堆積深度の推定に有用性が認められ

る。(東北大・理・地質)

(36) 池原宏ニ:初夏の山陰海域における涜れ藻の出

現種

5-6月の山口県や島根県沿岸，及び島根半島から

200km沖合の流れ藻l乙プリ稚魚が付随しており (池

原 1984)， 前者の海域では漁獲して養殖を行ってい

る。山陰海域における流れ藻の研究は隠岐島周辺の千

悶(1962)と吉田(1963)の報告があるにすぎない。

そζで1983年6月に山陰沿岸域から沖合にかけて流れ

藻の調査を行った。

流れ藻はジョロモク，ヤツマタモク，アカモクなど

18種のホンダワラ類が流れ藻全体の99.5%以上を占

め，佐渡海峡の96.9%(池原・佐野 1986)に比べや

や多い。流れ藻 l塊のホンダワラ類は島後水道と山除

沿岸では主l乙5-12種，距岸 200km沖合ではアカモ

クの単 l種，又は 4-5種で少ない。最も多く採集さ

れたのはヤツ 7 タモクとアカモクである。

ヤツ 7 タモクは山陰沿岸では流れ藻全体の33-45%

島後水道では15%，沖合では 3%占めていた。ヤツマ

タモクは初夏に北九州や佐渡海峡では28-29~ぢ(吉田

1963)，隠岐島周辺では40-45~ぢ(千田 1962，吉田

1963)と多い乙とから，初夏の山陰沿岸の代表種とい

える。アカモクは沖合では83%，島後水道では54~ぢ，

山陰沿岸では16-37%占めていた。同一時期に沿岸と

沖合の流れ藻の主要な構成種が異なっており，乙の要

因と輸送について環境との関係から検討をした。

(日水研)

(37) 0木村 匡・大野正夫:土佐湾におけるヒラネ

ジ毛クの生態について
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ヒラネジモクは，太平洋岸の房総半島から九州に

かけて分布していると言われ YOSHIDA& KONNO 

1983)，潮間帯下部から以深，水深 2-3mの狭い範囲

に密生する特長がある。そ乙でヒラネジモクの繁茂状

態を知るために，土佐湾・須崎において1985年 l月か

ら2カ年にわたって，周年調査を行った。

調査は，ヒラネジモクの生育層の上限部，中間部，

下限部の 3層において 25x25cm2の枠内の定量的な

採集を行ない，藻体の主校長，個体重量，現容量の測

定とともに，生殖器床の出現などを含む藻体の形態観

察を行った。

ヒラネジモクは，夏期7月から 9月にかけて務体の

伸長が著しいが，平均主校長が最も高い値になったの

は，中間部で11月に 30.01土5.01cmであり，上限部

と下限部はいくぶん低い値を示した。また下限部は，

上限・中間部に比較して伸びが速く， 8月iζ最大伸長

期に達していた。

生殖様床は， 9月末から出現がみられ， 11月には，

多くの藻体で卵の放出が観察された。冬期に入って主

枝は先端が消失し，葉部も脱落してゆくが， 2月頃か

ら新しい個体が出現し，前年の個体と入れかわった。

4月lと入るとほとんどが新しい個体群になり，平均主

枝長は，最も長い下限部で， 6.26土2.35cmであっ

た。(高知大・海洋生物センター)

(38) 0角田修次ペ長総哲斉ヘ長谷栄三件:異なる

条件下で生成したユーグレナのパラミロンの分解特

性 (2報)

ユーグレナ細胞のパラミロンの分解要因としては

光，豊富素源(アンモニウム塩)が報告されている。

1970年 DWYER& SMILLIEは暗培養細胞の光照射に

よってクロロプラストが形成される際に急激なパラミ

ロンの‘光分解'現象を観察した。一方，北岡のグ

J レープ(1977)は定常期初期(暗培養，光従属栄養条

件下培養)の段階で，新たに窒素源を添加するとパラ

ミロンの急激な分解が起乙るととを見出だした。そし

て， SMILLIE らの‘光分解'の過程lとは‘窒素源分

解'の現象が含まれている可能性を示唆した。

今回，我々は異なる培養条件で生成したパラミロン

について，その分解要因を検討した。その結果，光合

成的条件で生成されたパラミロンは窒素源添加によっ

て，速やかにその分解が起乙るが，光照射による分解

は全く見られなかった。一方，暗所従属栄養条件下で

生成されるパラミロンlとは光による分解が見られ，

宣告素源添加と光照射を同時に行うと，更に顕著なパラ

ミロンの分解が起乙ることが判った。しかしながら，

窒素源の添加のみでは，パラミロンの分解は見られな

かった。以上の結果から，ユーグレナ細胞は培養条件

により，生成するパラミロンの分解特性が異なる乙と

が判った。 ぴ東医大・微生・紳帝京大・医)

(39) 江原友子*，小笠原豊*，長総哲斉ペ三原佐代

子紳，長谷栄ニ帥*:同調培養クラミド宅ナスの葉

緑体核様体の観察

クラミドモナスの細胞集団の増殖は極めて良い同調

性を示し，かつ CeIlCycle Iζ伴う微細構造および，

多彩な生理化学的性質の変化が起乙る乙とが報告され

ている。われわれは明暗法(12: 12時間)により，同

調培養された Chlam)柿 monasreinhardiの細胞集団の示

す無性生殖環における葉緑体核様体の形態を DAPI

染色一高分解能蛍光顕微鏡によって経時的に観察し

Tこ。

葉緑体核様体を DAPI蛍光染色する際には，グJレ

タールアルデヒド前固定が必要である。しかし，従来

からクツレタールアルデヒドの固定濃度について詳細な

報告は見られない。われわれはクラミドモナス固定の

際のクツレタールアルデヒド濃度の検討をした結果，

0.3%以上にするとクラミドモナスの業縁体核様体の

形態は CelICyc1e中，全てか粒状の人工像を示す乙

とが判った。そして， 0.1%が至適濃度であるととを

見出した。その結果， CeIl Cyc1eの過程で，ダイナ

ミックな葉緑体核様体の形態変化が観察され， Cell 

Cyc1eの初期および中期(明期の後半)には葉緑体核

様体が紐状になり，一時的にピレノイドを取り閥む。

その後，速やかにピレノイド周囲から離れながら分断

され数を増し(糸屑状で染色性が弱くなる)，細胞質

全体に分散する。 Cytokinesis終了近くになると，葉緑

体核様体は再び，か粒状になり24時間で4個の娘細胞

が放出される乙とが判った。

(*東医大・微生**東大・応微研，紳*帝京大・医)

(40) 0長島秀行・福岡育二郎:葉緑体ヌクレオイド

からみたイデユコゴメの系統

温泉藻イデユコゴメ Cyanidiumcaltlariumは，古く

は藍藻，緑藻，そして最近は紅藻，灰色藻などに分類

されてきた。イデユコゴメには RK-l型と M-8型と

いう二つの型があり，細胞の大きさ，内生胞子数，同

化物質や脂質組成などが異なり， M-8型は別属と考

えられている。

細胞を DAPI染色後，蛍光顕微鏡で見ると，細胞



核のほか葉縁体ヌクレオイド(核様体， DNA領域)

の形態を観察する乙とができる。イデユコゴメ RK-l

型は卵型の葉緑体の中心部に棒状のヌクレオイドがあ

る。同様に，藍藻細胞は中心部lζヌクレオイドをもっ

ているので，ちょうど RK-l型の葉緑体と相同的で

あるが，詳細にみると，藍藻の種類によりヌクレオイ

ドの形態は異なる。それに対し，イデユコゴメ M-8

型は不定型の葉緑体の周辺を囲むように環状のヌクレ

オイドをもっている。乙のタイプのヌクレオイドは褐

藻や珪藻など黄色植物 chromophytaの葉縁体にみら

れる。紅藻の葉緑体ヌクレオイドはその周辺iζ頼粒状

に分布し， M-8型とはやや異なっている。クロレラ

などの緑穫では，業縁体内に頼粒状lζ分散しており，

イデユコゴメ両型とも異なっている。これらの観察結

果などから，イデユコゴメ両型の系統について考察し

たい。(東京理科大・理・生物〉

(41) 渡辺健之:藍藻スチゴネマ科の新浮遊性穏につ

いて

福井県三万五湖より採集された浮遊性藍藻，Raphid-

iots.お類似の藻を培養したととろ，少数のトリコーム

に真の分枝が認められた。試みた種々の培養条件の中

で，蒸溜水の半量を海水でおきかえて調製された培地

中で最も多くの真分校が出現した。また，本藻は通常

の浮遊性藍藻用培地中で異質細胞を形成しないが，窒

素を欠く培地中で多数の異質細胞を形成した。乙れら

の特徴は本藻がネンジュモ目の RathidiopsisI乙属する

ものでなく，スチゴネマ自の一員である乙とを示して

いる。本務の示す形態学的特徴を報告し，その分類学

的位置について論議する。

(国立科学侍物館・繕物研究部)

(42) 0藤井修平・山本良一・高田英夫:単細胞緑藻

ドナリエラの Mg塩環境下における生長に及ぼす

力ルシウムイオンの影響

ドナリエラは，幅広い濃度の NaCl環境下で生長で

き，その際主にグリセロールを利用し浸透調節を行う

好塩性の単細胞緑藻として知られている。これまで私

達は， 6種 7株のドナリエラを用い，いろいろな塩環

境下における生長を調べ，その内の 2種が NaCI環境

下と同様に MgSO.環境下でもよく生長する・乙とを明

らかにした。 MgSO.環境下での生長は， CO2濃度iζ

強く依存し静置培養では NaCI環境下で¢生長と比べ

その速度は小さい等の特徴を示した。しかしながら，

MgCI2や Mg(N03)2 環境下では全く生長を示さな
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かった。一般的に， Mg2+ と Ca2+は括抗的i乙作用し

あうととが知られている。従って， Mg塩環境下での

生長は，培地中の Ca2+濃度lζ影響される可能性があ

る。そとで今回，D. tartiolec taの生長iζ及ぼす Ca2+

の影響を調べた。その結果，培地中の Ca2+濃度の増

加に伴い NaCI環境下では生長速度の低下が見られ

た。しかし， MgSO.環境下では生長の促進がみられ

た。乙の結果は，生長l乙至適な Ca2+濃度が異なる乙

とを示している。さらに，時吸や光合成などの生理過

程IC及ぼす Ca2+の影響iζ関し，現在検討中である。

(帝塚山短大)

(43) 日野修次:淡水産藻類に対する塩素イオンの影

響ー短時間でおきる生理活性状態の変化について

ある種の重量類は淡水，海水のどちらの環境にも成育

可能である (VVA~ANABE & ICHIMuRA，1977)が，大多

数の淡水産藻類l乙対して海水，つまり塩素イオンは浸

透圧ショックや成育限害効果を示すのが一般的であ

る。しかしながら，網走湖(中村ら， 1980)や宍道湖

("1上， 1982)などの汽水湖においては淡水産藍藻で

ある Anabaenaspiroidesや Microry:;tisaeruginlJsaなどの

水の撃が出現する乙とが報告されており，その湖水の

塩分濃度変化や成育種の塩分耐性に関連しているもの

と考えられる。

本発表では， NaCIの添加による塩素イオンの藻類

lζ対する成育阻害，特に Adenylatepool量や Acny-

late Energy Charge値の変動など短時間であらわれる

細胞内の生理活性状態の変化について，北海道内の汽

水湖や淡水湖から分離培養した水の撃を形成する淡水

産藍藻である M.aeruginosa， A.ゅiroides，Aphanizomenon 

flos-aquaeおよび，それらの水域に成育する自混合系

の藻類(主として珪藻類や藍務類)を対象として行な

った結果を報告する。(北海道公害研・水質)

(44) 渡辺信汽竹内裕一紳，高村典子紳:付着珪

藻 Achnanthesm伽 uti，調印胞の重金属耐性一

銅イオンについて。

付着法務 Achnanthesminutissimaは重金属汚染河川

IC出現する最も代表的な藻類であるが，その重金属耐

性機構はまだ不明のままにある。本講演では，秋田県

小坂川の重金属汚染水域より分離培養した本種の培養

株の銅耐性について行った実験結果を報告する。

A. minlltissimaの増殖限害因子として作用するのは

全銅ではなく，イオン化された状態の銅 (Cu2つであ

る乙とが判明し，その増殖速度は Cu2+濃度の一価関
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数として次式で示すことができた。

μ=μmin+千時持
とこでμは培殖速度， μmaxは最大増殖速度， μ皿 in

は増殖速度の最低値， aは 11.4 X 1010 mole-2 • P， 

(Cu2+)は Cu2+の濃度 (mole.1吋)である。 A.minll-

伽 imaの増殖の半阻害 (μ=也平山)を与える

Cu2+ はlO-S• S M であり，他の藻類と比べて極めて高

く，本種が銅耐性である乙とが定量的にも明らかと

なった。また A.minutissimdの細胞内には Cuは極め

て少く，ほとんどは溶液中に残寄するか，細胞殻に付

着していた。乙のととより ，A. minutissima には Cu2+

が細胞内に侵入するのを防御する機構あるいは侵入し

た Cu2+を細胞外へ除外する機構を有することによっ

て，強い Cu2+耐性を保持していると考えられる。

(キ国立公害研・水質**国立公害研・生物)

(45) 0清沢弘志・渡辺泰徳:木崎湖における Ana-

bαena macrosporaの増殖に対する制限要因

木崎湖では， 1982年と1983年に，藍藻の A.macro-

rpora KLEBAHNが，夏季lζ104cel!s/mlと高密度なプ

Jレームを形成した。しかし， 1984年以降，このような

プルームが認められなくなった。

水温や日!照等は，増殖に影響する要因と考えられる

が，各年の気候に大きな違いはなかった。演者は，本

藻の増殖を制限した要因として，栄養塩である窒素

(N)とりん (P)，および微量元素に着目し，湖水へ

の添加実験lとより解析を試みた。方法は，試験藻類と

して野外より採集したプランクトンあるいは単離した

本藻を用い，木崎湖湖水炉液i乙接種後， N・p・微量元

素 (PIV金属混液)を単独または同時に添加し培養し

た。培養は20"C， 2000 Lux条件下で行ない，経時的lζ

現存量を光合成活性の測定を行った。

その結果，野外より採集したプランクトンは， 6月

ではNとPの両者lζ8月にはPによって増殖が制限さ

れていたと推定された。本藻の場合， 5月6月7月の

いずれの湖水でも， NまたはPのみの添加による増殖

促進効果は低く， PIVを単独あるいはNとPを同時!C

添加した時に増殖促進効果が認められた。 PIVの成分

のうちでは， Moまたは MnをNとPと同時に添加し

た時に顕著な増殖を示した。乙れらの結果から，本務

が増殖にとって， N.Pなどの多量元素のみでなく，微

量元素の存在が重要であることが判明した。

(東京都立大・理・生物〉

(46) 0大石英明人矢野洋紳・伊藤裕之料・中原

正展紳:Chromulina rosanoffii (黄金藻)に

よる水の華

兵庫県三木市志染町lζ天台系の山伏の寺と知られる

伽耶院がある。との寺の境内にある池の水面が黄金色

IC輝いているとの報告を得て， 1986年2月26日に調査

を行った。

光学顕微鏡による観察から，との生物は細胞の形が

球形から卵形をしており，細胞内l乙I個の黄緑色をし

たカップ状ないし帯状の色素体を持ち本の鞭毛を

持った，微細藻類であった。細胞の長さ約 3-7μm，

幅 3-6μmであり，鞭毛の長さは体長の 1-1.5

倍あり，黄金藻の Chromulinarosanof.ρ(WORRN.) 
BUTSCHLI と同定された。

また，透過および走査電子顕微鏡により，その内部

構造，それに表面構造を観察した。

さらに，本種を単離し， Ur-l培地(木村，石田

1985) を用いて培養を行い， シストおよびパルメラ

状態の形成を観察した。

以上の調査および実験結果について報告する。

(*神戸市環境保健研，神神戸市水道局)

(47) 0斎綴捷-*.市村治人古川一夫*.横山朝

子**・福士正一件・清水 透*料・日野修次材料:

津軽十ニ湖湖沼群の陸水生物朝包研究(予報)

津軽卜二湖湖沼群は青森県の南西部に位置し，大小

数十{聞の湖沼からなる山間地の湖沼群である。これら

の湖沼群は水源が同一で互いにつながっているのにも

かかわらず異なった性質を有する数個の湖沼から構成

された数群に分けることができ，その上i乙各々の群が

それぞれの特徴を有する複湖沼群である。

本湖沼群は1930年代前半l乙吉村・木場による夏季閣

の水温・溶存酸素の垂直分布などの物理的，化学的特

徴lζ関する報告があり，また1940年代前半ILは，小久

保・川村によって動植物フ。ランクトンなどの生物学的

な報告がなされている。しかしながら，その後には本

湖沼群の通年観測はもとより夏季間の観測例も少な

し冬季間の結氷下での生物相や水層構造，湖沼水質

の変化，およびそれにともなう生物相の変化について

はほとんど調査研究が進んでいない。

演者らは， 1986年7月より本湖沼群の水質，生物

相，特lζ植物プランクトン群の季節的遷移および過去

との比較についての調査研究を開始した。現在のとと

ろ調査および研究は継続中であるが，本大会において



その結果の一部を報告する。(キ引前大・教育**背森

市役所*料水処理研**料北海道公害研)

(48) 0半田信司*・中野武登料:帝釈川および福桝

川(広島県)の付着珪藻類組成

広島県北東部に位置する帝釈'"とその支流にあたる

福桝川の 5地点において， 1985年8月-1986年4月に

かけて 4回付着珪藻類組成を調査し，主成分分析によ

る解析を行った。

解析の結果，帝釈川 (5t.I-3)と福桝川 (5t.4，5) 

が，第2主成分によって明瞭に類別された。福桝川を

特徴づける種は，Achnanthes convergensをはじめ，

Achnanthes minutissima， Cymbella silesiaca， C. turgidula 

など広島県内の他の河川でも優占する種であった。一

方，帝釈川を特徴づける種は， (の~y加y刊川'リ哨11帥7

h似us巾tedρti“i，Navicula margalithiiなど広島県内で報告され

ていない種が多く， 優占種となっていた Achnml thes 

conJergensも帝釈'"では両端が細くなるタイプのもの

であった。両河川で付着珪藻類組成が奥なっているの

は，帝釈川が石灰岩地帯を流れていることによるもの

と思われる。なお，帝釈川でみられた Achnanthescon-

vergensのタイプは，通常の種と中間的なタイプがみ

られず，別種とされる可能性がある。

このほかに，第3主成分で季節変化の因子が，第4

主成分で 5t.3を類別する因子が抽出され，それぞれ

を特徴づける葱が抽出された。

ゲ広島県衛連，紳広大・理・植物)
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(49) 0大谷修司・神田啓史:南極産欝類Grimmia

lawianaの付着藻類

大陸氷縁1;:::発達するモレーンや構造土などの氷河地

形と深く関わった分布をする Grimmiala1i:iana群落の

付着藻類を調べ，採集地点ごとに種組成と出現頻度を

比較した。材料の蘇類乾燥標本は，昭和基地周辺の宗

谷海岸とプリンスオラフ海岸の露岩地帯，及び昭和器

地より西南西に約 700km離れたセールロンダーネ山

地より採集された。大陸氷縁l乙分布する G.lau:iana群

落の付着藻類相は概して貧弱で，標本どとの出現種数

は 1-3の場合が多く，組成的量的に藍藻類が大部分

を占め，Nostoc sp.， Stigonema minutumが優占した。

その他としては，微小な緑藻類が数種類見られる程度

であった。水分条件の良い蘇類群落lζ出現したチリモ

類や珪藻類が出現しないこと，厚い粘績を持つ藍藻が

優占する乙とから， G.lall'ianaの分布する大陸氷縁は

水分条件の厳しい地域と考えられる。一方レンド

ポークスヘッタの大陸氷から離れた海岸近くに分布す

る群落では，藍藻の Gloeocapsamagmaが優占し，セ-

Jレロンダーネの雪烏の飛来する地域の群落では，大陸

氷縁の群落lこ比べ磁務の種類が多い傾向があった。ま

た，ストランニッパの滝や沢の近くに生育する群落で

は，藍藻類が群落表面をほとんど覆ってしまう場合が

あった。このように G.lalciana群落の付着藻類の種組

成や付着量は，地域によって異なっており ，G.la u:iana 

群落の水分条件や栄養条件に影響されると考えられ

る。(国立極地研)





B本学術会議だより 必4

21世紀の学術とその動向調査
昭和62年 2月 日本学術会議広報委員会
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日本学術会議は，昨年 9月27日(U，初めて日本学術会議主催公開講演会を開催しました。

今回の「日本学術会議だより」では，公開講演会 r21世 紀の学術」の講演内容と日本学術会識の国

際交流事業の 一つである二国間学術交流及ぴ来年度に開催される共同主催国際会議についてお知らせ

します。

また，昨年10月，第101回総会で設置された「地域の研究推進特別委員会」等について内符を紹介

します。

公開講演会 r21世紀の学術J
本会議は.学術の成果を国民に還元するという H本学術

会議法の趣旨に沿うための活動の・環として， 9月2711，

本会議講堂lこJH、て，公開講演会 f211¥1:紀の学術」を開催

した。

これは，第13期日本学術会議主催の初めての公開講演会

であったが.各界各層及び--般市民から350人以上が聴講

し，成功慢のうちに終了した。

講演は 3人の演者の講演とそれに関連する質疑応答が

行われた.

まず最初に.近藤次郎日本学術会議会長が「これからの

科学の望ましいあり方」について， 185511'.J:立研究所の7

ァラデーの講演を示しながら，学術会識の講演会の意義を

述べるとともに， 21ill:紀の'1'期に焦点:をあてて明暗の予測

として，人口培加， CO2の榊力11. 森林喪失.砂漠化.被戦

争の影響，核の冬の問題等について.スライドを交えなが

ら意見を述べられた。そして.最後に科ザ:技術の進歩が新

たな職業を労働者に鑓f共するとともに. 事くの失敗も-I'lIik

いで起こってi;り.そこで科ザ:を塑ましい }jli'J!こI{'Jけるこ

との重要性を力説した。

1kに，本明寛日本学術会議第 l古Ijf毛 ('MjilUl)、ザ:教佼)

が「創造性豊かな人材の育成Jについて， f.='r，-の創造作ーを
いかにして養成するかは.指導するfsIJの態度・助言及びn
己主張を表現できるムード・環境作りが重苦taであるととも

に.者名ーの銅件ーを併Iばすためには「見る・聴く Jの教育か

ら「聴く・話させるJの教育へ移行させる必要性が述べら

れ. 21世紀に向けて.今. r，:脅をいかにして「教える」か

ではなし「育てる」かが重大であると )J説した。

最後に，西川省治H本学術会議第 4部会員(高エネルギ

一物理学研究所長)が「学術研'先に必ける悶際性」につい

て貧者の専門分野である物環学特に原子被物理学の分野

を中心に演者の体験を踏まえて.高エネルギ一物理学のみ

ならず基礎科学の研究には国際協力が不可欠であり.国と

固とが独自の個体となって対等にぶつかり合うことが重要

であると述べられた。そして.現在，日本では言葉のカベ

が問題であるが.来訪者に対して特別扱いせず，発展途上

国からの研究者に対しでも温かく見守るだけでなく，自分

でやれるように仕向けることが必要て'あると力説した.

{なお，この講演会の講演内容は.日学双書第 2刊として.

例日本学術協力財団から出版されます。 1月末日発行予定)

このような日本学術会議主催の公開講演会は.今後各年

度 2- 3回を目標に開催していくニととしております。

二国間学術交流

本会議は. f~が同が干'1 学や技術耐.において諸外l五!と交流

を深め.それによリ我が国の科学技術の繁介的な発l民に寄

与することを[1的として. Pll和58年度から勾 fド2か(，，]を選

んで代表I刊を派遣している。 58年度にはアメリカ fT衆(~].

マレーシア. 59年度にはドイツ連邦共和I主1. インドネシア

共和国. 60!f-度にはスウェーデシ主同. タイ[(Ii].そして

今年度は11I11511から2411までフランス共制l五lへ.また.

12月8fJから 1411まで大韓民国へ会長.副会長以ド 7r，ず
つの会員を派遣した。

EI本学術会議の第13剣は，その活動計i血iにあるとおり.

「学術研究の同際刊ー電械と国際的視野の確なJをその活動

の重要な村:の・っとしている。今回もその観点に ¥i:勺て訪

問r，，(諸機関との聞で』熱心な協議が行われた。

今[;'1の代表I付は.派遣同にi;~、て科学技術政策や教fJを
jll."jする行政機|品!.研究所.大学等を訪問し.情報交換を

trい.さらに訪問先の関係者と耐作lの字体i~Jf'先とその1m題

点について討論をtrゥた。

ブラシスて'li. 特に教育の問題について関心が，:':j< .ニ

の問題についてれ地で関係析から純々の意見を聞くととも

に十1'11報の交4換を行った.さらに近藤会長がコレーージコ・ド-

フランス 1えぴ問てに科学研究センターで r11 4~の絞 i庄の科

学・技術政策についてJ講演をhったが.これにNL.最

近のフランスの.f~が同科学技術政策への関心の尚まりを反

映し.熱心な恵:見交換が行われた。

縛i司では.最近の様業の発展と科学伐材;iの役割の観点か

ら日本学術会議の役割!と活動を含め. .f"が[五!の学術体制へ

の質問が争<:1¥されるとともに学術研究のl古iにおける協力

要舗がお訪問先でtHされ.我が[31]に対する矧待が向いこと

を深〈繍悠した。

今回の成果は，代表団の訪問時だけのものでなく.今後

の相手国との継続的な科学者の交流.情報.資料の緊密な

交換.日本学術会議と相手国機関と相互湾解の促進.関係

緊衡化等の形で永続的に表れるものであり.加えて.ニれ

らの成果は.我が国の学術研究の国際交流・協力の基本姿

勢及びその後本的充実方策を検討する場合の大きな資料と

して役立つものと期待される。



昭和62年度共同主催国際会議

我が('j1]の多数の科学者が世界各国を代表する関係科学者

と殺し.最近の研究情報を交換し我が闘の科学のrliL!-_発

達をrx]l).行政，産業及ぴ国民生活に科学を反映授i重させ

ることを目的として.昭和28年以降毎年おおむね 4件の学

術関係国際会識を学・協会と共同主催している。 i1i:il'-.国

内外において u本開催の要請が強しまた. 11本開催国際

会議は高い評価を得ている。昭和62年同芝1;1:(たの4f'li]際会談
を開催する。

第 6回ケムローン世界会議

隣H催期]11 A{j手1162年 5月17日-2211

開催場所 東京都(者E市センターホール)

参加者数 Ji]外 300人.圏内 600人.詰1- 900人

[36か国]

M際間体制11本化学会

耳※器 この会議は.産業.経I済斉の発展と?絃E
村料問題と材料.宇宙開発の将来計聞と材料.未来の

コンピュータと材料等について研究発表と討論を行、、.

材料工ザ・の発展を閃ることを日的としている。

第18固低温物理学園際会議

開催期11 昭和162年 8 月 19L~ -2611 

開催場所 京都市(悶立京都悶際会館)

参加者数悶外 600人.悶内 750人.計 1350人

[38か悶]

共催間体制日本物理学会，佃応用物J!Il学会

※ この会議は.量子液体，量子悶休，趨伝導.阿体の

fl¥:i.昆物性. f)!:i昆技術及ぴ応用等を主要題目と L.研究

発表と討論を行い. fl¥:i.旦物理学の発展を閃ることをt-I
的としている。

法哲学・社会哲学園際学会連合第13回世界会議

rmf:停郷111 An手1162年 8月2011-2611 

開催場所事1';':;市(神戸国際会議場)

参加者数問外 150人.悶内 300人，計 450人

[22か国]

共催l刊休 日本法村学会

単語 この会議は九文化.科学技術ー異文化問の相互

1'1¥解を主要題I1とL.科学技術の時代における法と倫

1'1¥.現代iH't'芋・現代法社会脅ザ:の基 4・:r.11題.東商法

文化の比較について研究発表と討論を行い. ilif't学・

社会f'tザ:の発展を阿ることを目的としている。

第 6回国際会計教育会議

開催期11 AN f.1I 62年10月 711 -1011 

開催場所 京都市<I~l立京都国際会館)

参加者数同外 250人.悶内 400人，計 650人

[56か国]

共催問休 日本会計研究学会. 11本経済学会迎合

来 この会議は.閏際理解のための会計教育.会計研究

をさ.聖書題目とし.研究発表と討論を行い.会計研究の

発展を関ることを目的としている。

地域の研究推進特別委員会

日本学術会識は.昨年10月の第101回総会において. r臨
時(特別)委員会の設置について(申し合せ)Jの・部を改

正し，新たに「地域の研究推進特別委員会Jを設置するこ

ととした園

[目的]

基礎的研究を十分に発展させるためには，研究基盤が広

〈豊富備され.各地で特色をもった研究が行われて.研究者

の交流.人事の流動なども活発に行われることが必要であ

る.

地域における学術の娠輿のための学術体制については.

その必要性に応じていろいろな方策が考えられているが.

判断.地減に側々の大学，研究機関及ぴ注業界の研究者等

に広〈聞かれた共同利月!の総合的.学際的研究機関を設置

するのが椴も実際的て1 かつ有効な方策であろうと思われ

る。このような研究機関は.地域の研究に関する.，.板的機

能も果たすべきである。

学術研究動向に関するアンケート調査

についてのお願い

日本学術会議第 31j1;置委員会では.第13其JJにおけるifi動
の・環として学術研究動向の現状分析とその展繋を行い.

今後の学術研究の発展に寄与するために「学術研究動向に

関する1'1欝(仮称)Jの作成を主要日標としています。

この1'1待作成については，第99岡総会(昭和60年10月)

で決定した第13期活動計闘において「学術研究の動向につ

いて総合的分析を加え.その長期的な研究員|・酬を総合的レ

ビューのためのいわゆる『学術白書』の作成の可能性を検

討するJと述べられており. (.大の第100(ilJ総会(昭和611f-4 

1')にiH、て.ニの白書を作成することが了解されました。

これらの総会の決定に基づき，白書の具体的内手F.作成手

続等について検討を重ねてきた第 3常道委員会では，白書

作成のための資料を得る目的で.本会議の会会員・研究連

絡委貝会委員および学術研究同体等に対する学術研究動向

に関するアンケー 1-調貨を実施することにしました。

今回作成予定の白書は.人文・社会及ぴrr然科学の全学

問分野の現状分析と動向の的確な把握.問題点の解明等を

行うことを目指していますが.これらのことを適切に行う

ためには.全会員の英知lの結集等が不可欠なことは言うま

でもありませんが，更にそれに加えて.現に日本学術会識

のf1:在の基盤を成している全学問領域にわたる約830の学

術研究団体及ぴ各専門の学問領域や研究課題ごとに設置さ

れた180の研究連絡委員会(委員数2370人)の御協力.御支

提が是非とも必要であると考えておリます。

以上のことを蹄まえて，アンケート調査の具体的な手順

としては.現在.全会員・研究連絡委員会委員にアンケー

ト調査察を発送済みであり.昭和162年 21]28日を締切期日

として阿答願うこととしております。

また，学術研究開休等に対するアンケート調子Eは. 3月

J-_旬に依頼することに L. JffJ符締切は 41]米を F浴してお

ります。

f'l書の内符1;1:.名間体等の研究員t-i商等を考える上て"続々

泊mしていただけることと思いますので.アンケート調査

梨がねT・fi'l・に崩きました学術研究開体等におかれましては.

年度末の御多用の折.御函倒を必かけしますが.御協力の

ほどよろしくお願いいたします。

多数の学・協会の御協力により. r日本学術会議だよ

り」を掲載していただくことができ.ありがとうござ

い ます。!

なお.御意見・お問い合わせ等がありましたら下記 i
までお寄せくださし、

干106 港区六本木 7-22-34

日本学術会議広報委員会

(日本学術会議事務局庶務課)

電話 03 (403) 6291 



付着生物研究会編

A5判・上製・カノ〈ー装・ 158ページ・定価2000円

f千什.jナj'，{j狩j'肋物の多 くはj海1/旬/f.れ紅川i什川、}下|下1可fl仰陥IY昨V昨LUj迫立剖q物勿如(ににこ二i什1

が.-)jそれがイバ!ーすることはそのJ卦が地ノ?なj辺境である こと も桁脱する. illJi'(/Jf.111:が邸

坑と の ， U，'ij 平11 を保って iiiつれているlU~リ .hYj造物には必ず十J" ;f'}生物が.f'f/l:.する . こ れを 'I U :J
(1¥)あるいはJm業il¥). いずれの似点よリ取り扱うにしても柿

曜特~いmのft之はその第 1~かであろう.わが I 1・ 1i;i jド域に，'1'，引する

ì:. ~な MJ;(H.f'd)}]物を I収り | げ . その分出Íl付、系 ・ )r~~阜の1i:

微を概u見し.さらにi/)Ji1'I:.物として市民な何の特徴とft定
iよを解t説.またその'1:態，U，'村正のjJU、であるiil.川l桃山物 ・試

験似j込i.'e，U，¥11ピについてのTil、をtfi介する.
調降

①海綿類 UIU!i-子:ifi) ② ヒドロ虫類 (111111J'{.' .J) 

③管棲多毛類(ノト日 ')0 ④苔 虫類 Uhi)主m，J:. 

.I，!~ i)~ ilJtz 'li llì ) ⑤フジツボ類 (11111)./'と) ⑤ホヤ 類

(IJLj)11がHII({) ⑦付着動物の調査法(似川 氏)

有毒プランクトン
岡市友利・安元 f建f也著

貝毒プランクトン
福代康夫編

ヒ素化学・代謝・毒性
石西 {申・阿部史郎一
菊池武昭 問

まひ刊 lt，lj:・ H{i)1t!l，lj， ンガテラ ，:;:1j.'どプランタト

ノ→HI，介!(j-.ヒ! とい ったrJ:物辿飢による f{'1' i:j'がJ，

~U... 大きな 11 会 | 1 1山iiにな っ ている.この，lJ 刊一プラ ンク

lン党'1・11'1111世情 1 1í' 1J~ 分を. ft ，\，'，j，7i' I'.I ~JI長打による

)'.J ~i を考える. (A 51'11・136P . ;EhHiI6001')) 

ムラ吋キプ/イ・カキ ホタテ・アサリ コ7"t;'イ勺

によるfJ:'i'，:j:'1げ|はi刊$1・70(H:J.1に(， 1，止ひ二その)'-];(iヵr

急がれる，このIlHj: プランク l ンの~ I二物小とゴJ些を小心

に.11;くわが1r.1件水域での jU:化。t匁を;(;:)<する研究円に

よるデータをf午前fる (A 5 '1"1.126 P・3じlJili16001'))

Nミル7・1'('1としてヒ止;中心的.1cW:ti'1=，々 しい.本if?

1:1ヒ，私的'1休日i7'!i.' 1 '.fj;l'・l動 rL~ を |夕、"'fの‘工場よリ， また

il'i. 1;-: l(i (， ~ ft寸る 11 本人にと っての j!~Jr(i;ι11\.エレク l

口ニ 77~ ..) 的 問 JlllfIí.ヒ ，V，i' liil~υ. を j長 lillli よリヒ ，.1(;の

たf'~士山る什"の nr ， ' ::' (A 5'1"1・158P 山1，11;25001'1) 

干 160東京都新宿区三栄町8/電話 03-359-7371 EEヨ温監重量菌E



E回
自然の中の藻類の「生きている姿Jを知るために

藻類の生態出:;鄭共編 A5判 640ffif

定価12800円(干400円)

1 7)<.界生態系における必Jl((の役割 fJ'・ty佑JI券*2 水界環境と iiゑ~Jlriの生理一藤田善彦* 3 集

結iの生活幽一秋山優*4 海洋植物プランクトンの生産生態一有賀祐勝*5 ;I;)J沼におけるN(
物プランクトンの生産と動態ー坂本光 *6 自然界における泌類の窒素代謝一手(]BJ!ti:.太郎*

7 fì!(物フ。ランクトンの!tt~常I柄拘{iー飯塚H百二* 8 船業の分布と環境安凶 横浜康品|主*9 河

川底生保Jlriの生態 小林弘申 10 汽水域の必矧の生態 大野正夫 *11 土岐税対iの ~I三態一秋山

優*12 illj:iJ<中の泌矧の生態-hl，合孝男本 13 築類と水界動物の相互作用一成田哲也*14 必

のパソジーン一山本鉛イー*15 i:g;まれの細胞外代謝生産物とその生態的役'，IIIJ一大和田紘一*16 i:g; 

Jli{の生活史と生態一中原紘;之*17 秘書îi群集の構造と多様性-:i~月欣二 各章末にiU，肢の多

数の文献は読者にとってi!t:ti!:な資料となろう。

シートでみる種の同定・分類

淡水藻類写真集

山岸高旺・秋山優編集
85判・各100シート・ルーズリーフ式

第1巻・第2巻 定価4000円
発売中

第3巻・第4巻 定価5000円干350

生物学史展望
井上清恒箸 Ji千年にわたる生物学の流れを追い，
各時代の特伎を浮彫にする。分子の世界にまで進ん
だ生物学の立場を考えるために好適。定価4800円

回想、のモーリッシュ
ーある自然科学者の人間像ー

渋谷章著 日本の:fili物学界に大きな足跡を残し
た自然科学者の生泌をたどる労作。 定価1800円

南 の動物誌

第5巻(10月干1]) 以下継続

日本淡水藻図鑑
鹿瀬弘幸・山岸高旺編 日本ではじめて創られた
本格的な|主l鑑。淡水泌総lの研究者や水に|制係する
Fi々 にとっては役最な文献である。定価36，000円

藻 類 β注意公党ず・ 6砂面
鹿瀬弘幸箸 五車Ulの分'Wと形態を重点;にrjL、て，
克明な図により丁寧に解説する。 定価10000円

植 物組織学
熱帯森林に生きるー 猪野俊平著植物組織学の定義・内容・発達史から

渡辺弘之箸 熱帝森林を専攻する若:者が，熱帯地域 研究方法をl幅広く詳述した唯一の書。定価15000円
の動積物の生活を写真をヰtJL、lこ語る o 定価1300円

世界の珍草奇木
一植物に見る生命の神秘

川崎勉著 自然界の重要な仲間植物群，強い生命
力と環境への適応力を!霊長1放の主将で語る。定価1300円

近刊

河川|の珪藻 B5判

小中本 弘者

内田 老 鶴園
東京・文京区大塚 3-34-3/五103-945-6781 

高地植物学
柴 田治 著植 物の 環境j盛応について長年研究し
た著者の成果をまとめた。 定価5800円

山歩きアラカルト
一自然の探索ノートー

柴田 治著 I1JID}をたのしく歩くための心得lほし
とくに山の医学は生nっていて便利。 定価1300円



11川1111川111川川川川111川川川111川川1111川1111川川111川川111111川111川川川111川川111川11111川川川1111川川111川川111川11111111111川川川川111川川川111川川111川州111川川川111川川111川1111川川川111川川川111川川111川1111111111川川川1111川川111川川1111川川州1111川川111川川111川111川111川川111川11111川11111川11111111川川川111川川川111川川111川11111新製品ご案内.グ川川グ判引111111111111川川川川1111川川111川川111川川川川111川川川111川川1111111111111111111111111111111川川川州111川川川11111川川州111川川川1111川111川1111111111111111111111111111| 

レ夕リンク夕‘シ一卜(ブラツクアンドホワイト)

EMI NO.82014 EMI NO.82016 EMI NO.86626 

‘ ー |
~m ~m ~m • • • • • • • 

‘ 
to • • • • • • • 

tJm tJm tJm • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ~m ~m ~m ~m -・・・・・ー

~m ~m ~m ~m 
一一一一一

EMI NO.86627 EMI NO.86902 EMI NO.86916 

l口口口口口 A叫 mvmnmml " 
口口口口口口口

A8CDドm ドmnmnm ‘ 
A B C D E F G H 1: ~ 

Eコ仁コ仁コ
ドm ドm ドm ドm ドm ... 
nm nm nm nm nm 

口口己亡コ A B C D E  ABCD  

口口口亡コ
ドm ドm ドm ドm ドm ドm ドm
nm nm nm nm n円1n町、 nπ1

※レタリングシートの総令カタログが11'1米ました。下記の住所ヘカタログをご市f;Jと下さL、。

西独製精密ピンセット EMク‘リッドボックス

ー~---:::;;:.;.・ーーー ョヨ一冊、①

コヨ圃 司 盟，.. .Il 、②

司P"I!I、③

-e4
4
4
4
3
 

e
e
e
a
-
-

』

F

ea-
-
嘩

e

M

e
a
-
-
4
e
哩

e
a
-
-
e
e

。

a-
s・a・4
e
a

--
e
e
a-
-

3

 

a-a-
e
a-
-
Z
 

e
a-
-
a
・4
・4

・・・・
4
4

・u

4
、」、
1
4
1
'『
J

，、B
t

、

‘‘
，・
a.‘
:

a-a--a--a
・・4・・G

a--a-va--
s・a
・-

a・4

・・a-a-a--M

'・・

a--a--a.，
a--

，.a・・
4

・4

・u

e
a
-
-
a
-
a
-
z
 

a--
a・‘‘

，‘

ょ
，、，U

A

m

よ- 理= :J ③ 

①時計ピンセット ③5型変形ピンセット

②3Cピンセット ④55型ピンセット

各 1本￥2.200 1個.￥ 1.800 101困￥ 15.000

園 EM資材直販センター 22Z空間二J6-



I@1 i I jt#j!' G @t#j.l IljE抑anSea 
(日本海の海藻)

理学博士野田光蔵著

'86. 12 : 85. 557頁￥34.000

戦前・戦後を通して50年、日本海沿岸全域に亘って調査し、従来の通念を

改新しつつ、所産の海藻567種の詳細な記述に、 364個の解音IJ図が附加され、

かつ本書の内容を容易ならしめるため、新潟の海藻かの和文の項もあり、

殊に所載の微細海藻に至っては他に類をみない宝典である。

(文部省助成学術図書)

風間書房
東京都千代田区神田神保町1-34
振 替 東 京 ト1853

最先端と素敵な出合
データベースでダイナミックプリンティングコミュニケーション
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入力装置
ドyド文字 富士通 NEC

9450ジ』ースP(-9駒t
生まれかわるデータベース
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日車回刷出版醜式会祉
- 本 社 干553大阪市福島区吉野1丁目 2番7号/TEL06-441-6594(1伶
・電算室 干553大阪市福島区吉野1丁目 3番18号



学会出版物

下記の出版物をど希望の方lζ頒布致しますので，学会事務局までおEI-'し込み下さい。 (初li格は送料を含む)

1. 1藻類」バックナンバ一 価格，会員各号1，750円，非会員各-G3，000円，30巻 4号(創立30周年記念増

大号， 1-30巻索引付)のみ会員 5，000円，非会員 7，000円，欠号 1-2号 4巻 1. 3号 5巻 1-2号，

6-9巻全号。

2. 1;豆類J索引 1-10巻， {illi格，会員 1，500円，非会員 2，000円， 11-20巻，会貝2，000円，非会員3，000円，

創立30周年記念「藻類」索引， 1-30巻，会員 3，000円，非会員 4，000円。

3. 山田幸男先生追悼号 泌実質25巻増補.1977. A5版， XXV'1I1十418頁.rJl問先生の巡影 -経歴 ・業績一覧 ・

追悼文及び内外の務類学者より寄稿された論文50編 (英文部，手I1文24)をJ:lJil出.佃1;栴7，000円。

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

Pacific. 1. A. Abbott・黒木宗尚共編。 1972. B 5版，xiv+280頁 6図版.111:3和46年 8月fC札幌で日11依された北

太平洋産海藻fC関する日米科学セミナーの記録で， 20編の研究報告(英文)をf:l~hl員。 {I1!i ;絡 4 ， 000 円 。
5. 北海道麿辺のコンブ類と最近の増養殖学的研究 1977.B5版，65頁。昭和49年 9月に札幌で行なわれた

日本泌類学会主催 「コンブfC関する誹部会」の記録。 4論文と討論の要旨o {j!II絡 1，000円。

Publications of the Society 

lnnuiries concerning copies of lhc following publications shoulcl bc scnt lo lhe.Japanese Sociely of Phycology， 
c/o Division of Tropical Agriculture， Faculty of Agr1culture， Kyoto University， Kitashirakawa-
oiwakecho， Sakyo・ku，Kyoto， 606 Japan. 

1. Back nUInbers of the Japanese Journal of Phycology (Vols. 1-28， Bullctin of.Japanese Society of 
Phycology). Price， 2，000 Ycn pcr issue for member， or 3，500 Yen per issuc for non member， price of Vol. 30， 
No. 4 (30th Anni¥'ersary Tssue)， with cumulati¥'e inclex (Vols. 1-30)， 6，000 Ycn for member， 01' 7，500 Yen for 
non membel・ Lack:Vol. 1， Nos. 1-2; Vol. 4， Ncs. 1， 3; Vol. ¥ Nos. 1-2; Vol. 6-Vol. 9， Nos. 1-3 (incl 
postage， surface mail). 

2. Index of the Bulletln of Jap:mese Society of Phycology. Vol. 1 (1953)-Vol. 10 (1962) Pr比 E

2，000 Ycn for member， 2，500 Ycn for non mcmber， Vol. 11 (1963)一Vol.20 (1972). Price 3，000 Yen for member， 
4，000 Yen for non mcmbcr. Vol. 1 (1952)ーVol.30 (1982)ー Pr;ce4，000 Ycn fOI・mcmber，5，000 Yen for non 
member (incl. postage， surface mail) 

3， A Metnorial Issue Honourlng the late Profe3sor Yukio Yatnada (Supplement to Volume 25， the 
Bu!lelin of Japanese Sociely of Phycology)ー 197i.xxviii+418 pagcs. This issue inclucles 50 articles (26 in 
English， 24 in Japancse Wilh English summary) on phycology， wilh pholOgraphies ancl list of publications of 
the late Professor Yukio YAMADA， y: 8，500 (incl. postaeg， surface maiり

4. Contributions to the Systetnatics of the Benthic Marine Algae of the North Pacific. Eclitecl 
by LA. ABBOTT ancl 1¥1. IくUROGI，19i2， xiv+280 pages， 6 plates. Twenty papers followecl by cliscussions al巴
incluclecl， which were prcsenlcr! in lhe U，S，-Japan Sem日laron lhe Nonh Paci日cbenlhic marine algae， helcl in 
Sapporo， Japan， August 13-16， 1971. y: 5，000 (incl. postage， surfacc mail). 

5. Recent Studies on the Cultivatlon of Lσ刊 inariain Hokkaido (in Japanese). 1977.65 pages. 
FOllr papers日olloweclbv cliscussions are incluclecl， which were presenlecl in a sympoSilll11 on Lal7lillaria， sponsorecl 
by the Society， helcl in Sapporo， ，<;eptcl11ber 1974， y: 1，200 (inc:1. poslagc， surface l11aiI)ー
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