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Appearance of heterogeneity in morphology and nucleoid distribution 

among chloroplasts in germling cell of Bryopsis plumosa 

(Hudson) C. Ag. (Chlorophyceae)* 

Shigeru Ogawa**， Kazuyuki Hamada*** and Shunji Wada**材

**n.ψa伽 entof Biology， Joe.帥 Universi，砂ofEdr.u;ation， Joetsu， Niigata Prejecture， 9~3 Ja，μn 
判 *Biological lnsti・.tute，Faculty of Science， Toholr:u University， Sendai， 980 Japan 

Ogawa， S.， H田nada，K. and Wada， S. 1991. Appearance ofheterogeneity in morphology and nucleoid 
distribution among chloroplasts in germling cell of Bryopsis仰脚'sa(Hudson) C. Ag. (Chlorophyceae). 
Jpn. J. Phycol. 39: 1-6. 

Theappe紅 anceofheterogeneity in the morphology and nucleoid distribution among chloroplasts in the 
germling cell of the green alga Bryopsおplumosa(Hudson) C. Ag. was investigated. About two weeks after 
germination chloroplasts which were morphologically distinguishable from many 0出erchloroplasts ap-
pe釘 edne釘 thegiant primary nucleus. They were small and generally poor in starch. At也isstage， 
remarkably extended chloroplasts were often observed around the primary nucleus as well. As compared 
wi也 theusual spindle-shaped chloroplast， most of也eperinuclear chloroplasts had nucleoids densely. 
Several days later some of也eperinuclear chloroplasts bore one or a few larger nucleoids， sometimes 
reaching 3.0μm in diameter. The number of small chloroplasts with large nucleoids gradually increased， 
but， inversely， the frequency of occurrence of∞nspicuously extended chloroplasts decreased. Based on the 
present observation， the process of the p民 ferentialappearance of small chloroplasts with large nucleoids in 
the perinuclear region is discussed. 

』匂lndexWordr: BryopsisーChloTOJ吻C雌 -chloroplasthet.帥ogeneity-chlo坤 lastnr.u;koid-germling cell. 

In the green algal genus Bryopsis (Codiales， 
Chlorophyceae)也ezygote resulting from the 

union of biflagellate anisogametes germinates 

into a single branched cell， or germling cell. 
In contrast with the coenocytic gametophyte 

cell， the germling cell is uninucleate， and it 
contains a large primary nucleus at maturity 

(Neumann 1969， Burr and West 1971， 
Rietema 1971). Saito et al. (1989) found that 

in B. plum仰 (Hudson)C. Ag. the giant 

primary nucleus was always associated with 

small lenticular chloroplasts which were 

generally poor in starch and often lacked 

pyrenoids. These chloroplasts were 

distinguishable from the m司jority of 

chloroplasts in the same germling cell in 

*τ'his work was partly supported by Grant-in-Aid for 
Scientific Research from出eMinistry of Education， 
Science and Culture of Japan (No. 63740392). 
t Present adress: Kyoritu Womens University， Bio-

logical Lab.， Hachioji， Tokyo， 193 Japan. 

respect of DNA distribution as well， sug-
gesting that the mature germling cell of Bヮop-

sis is one of the remarkable cells in which 

marked variations in morphology and DNA 

distribution can be seen in the chloroplast 

population. The process ofthe occurrence of 

these heterogeneous chloroplasts and the 

cause of their exclusive perinuclear distribu-

tion， however， remained unknown (Sa託oet 
al. 1989). The present investigation was car-

ried out to clarify the initial stage of the 

development of these heterogeneous 

chloroplasts in conjunction with their 

preferential localization near the primary 

nucleus. 

Materials and Methods 

The plumose gametophyte plants of Bヮop-

sis plumosa (Hudson) C. Ag. were collected 

from Murohama beach， Miyatojima Islands， 
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Miyagi Prefecture， ]apan. Freshly liberated 

male and female anisogametes were mixed 
together， and the resultant zygotes were allow-
ed to germinate and grow in Petri dishes， 
each of which were half-filled with an enrich-
ed seawater medium (Provasoli 1968)， under 
12 : 12 LD cycle (white suorescent lamps， ca. 
2，000 lux) at 250C. 

For suorescence microscopy， some of the 
germling cells were fixed in 2.5% 
glutaraldehyde dissolved in seawater for 30 
min at 20oC. After slight rinse in seawater， 
they were then stained with 4'，6・diamidino-2-
phenylindole (DAP1)， 0.1μg/ml in buffer S 
(Nishibayashi and Kuroiwa 1982)， for 1 hr at 
20oC. They were then examined with a 
Nikon XF-EFD suorescence microscope， us-
ing a Nikon UV excitation filter set (UV330-

380， DM400， 420). 

Results 

1mmediately after plasmogamy the male 
and female nuclei united together into a 
single zygote nucleus of 2-3μm in diameter. 
The zygote germinated into a filamentous 

cell， which later branched at several sites. 
The nucleus gradually swelled and reached 
about 10μm in diameter at seven days after 
germination. The number of chloroplast in-

creased with time. The chloroplast contaIn-
ed one or， sometimes， two pyrenoids， each at-
tending abundant starch (Fig. 1a). When 
germling cells were stained with DAP1， the 
nucleus emitted blue-white suorescence of the 

DNA-DAP1 complex and numerous， bright 
suorescent nucleoids were distributed within 
the chloroplast exhibiting red 

autosuorescence of chlorophyll (Fig. 1b). 
At about two weeks after germination the 

nucleus measured approximately 25 11m in 
diameter， and it was enveloped in a thick 
layer of cytoplasm. Most conspicuous in the 
perinuclear cytoplasm was the presence of 

chloroplasts which were different from many 
other chloroplasts by size and shape. As com-
p町 ed with the usual spindle-shaped 
chloroplasts (Fig. 2a)， they were generally 
small and meager in starch， and they took 

various shapes， spherical， oblong， and so on 
(Fig. 3a). Their sizes also varied con-

spicuously. Some of the perinuclear 
chloroplasts remarkably extended in one direc-

tion and the extending parts sometimes 
branched irregularly (Fig. 3a， arrowhead). 
1n some cases， the extending chloroplast 
assumed a dumbbell-shape (Fig. 4). The 
usual spindle-shaped chloroplast contained 
40-60 nucleoids， which were ca. 0.2μm m 
diameter and scattered uniformly within the 

chloroplast except in pyrenoids (Fig. 2b). By 

contrast， most of the perinuclear chloroplasts 
included nucleoids densely (Fig. 3b). A 
remarkable feature of this stage is the 
presence of chloroplast with few nucleoids 
(Fig. 3b， arrow). Several days later some of 
the perinuclear chloroplasts attended one or a 

few large n吋 eoids (Figs. 5a-c) ， which 
sometImes attained 3.0μm in diameter. 
Some of these large nucleoids seemed to con-
sist of several bright regions (Fig. 5b， ar-
row). The number of chloroplast bearing 
these relatively large， bright nucleoids 
gradually increased. 1n 20・day-oldgermling 
cells the majority of the perinuclear 
chloroplasts included one or a few large bright 
n山 leoids(Figs. 6a， b). Remarkablyextend-

ing chloroplasts were rarely observed at this 
stage. 

Discussion 

The present investigation revealed that 
small chloroplasts with poor starch， or 
heterogeneous chloroplasts， appeared near 
the primary nucleus at about two weeks after 
germination (Fig. 3a). 1n Bヮopsisthe male 

gametangial chloroplasts degenerate marked-
ly during gametogenesis， becoming small and 
yellowish (Bu町 and West 1970， Ogawa 
1988). These degenerate chloroplasts lacked 
DNA discernible with DAP1 staining 
(Kuroiwa and Hori 1986， Ogawa 1988)，組d
eventually they were destroyed after copula-
tion. Accordingly， the chloroplast of the 
female gamete origin is the parent of the 
perinuclear heterogeneous chloroplasts. The 
giant primaηnucleus of 14・day-oldgermling 



Heterogeneity among chloroplasts in Bryotsis 

Figs. 1-3. Light micrographs of germling cells of Bryotsis tlumosa. a， ordinary transrnitted light; b， 
Auorescence. la and 1 b. The sarne自eldof part of a seven-day-old cell. Each chloroplast contains numerous 
nucleoids. Bar= 10μrn. 2a and 2b. The same view of part of a 14-day-old cell. Nucleoids are uniformly 
distributed throughout the chloroplasts except in pyrenoids. Bar= 10μm. 3a and 3b. The same field of 
perinuclear part of a cell of 14 days old. Some of the perinuclear chloroplasts extend， and the extending part of a 
chloroplast (arrowhead) branches irregularly. Perinuclear chloroplasts contain nucleoids densely. A small 
chloroplast w凶 fewn山 leo凶 (arrow). Bar=JOμm 

3 
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Figs. 4-6. Light micrographs of germling cells of Bryψsis plumosa. a， ordinary transmitted light; b， 
Jluorescence; c， superimposition of a and b. 4. Perinuclear part of a 14-day-old cell. An extending chloroplast 
takes a dumbbell-shape. Bar= 10μm. 5a， 5b and 5c. The same view of perinuclear part of a 16-day-old cell 
Perinuclear chloroplasts often contain large nucleoids， some of which seem to cons凶 ofsmaller ones (arrow) 
Bar=lOμm. 6a and 6b. The same view of perinuclear part 01' a cell of 20 days old. In most 01' perinuclear 
chloroplasts large nucleoids are present. Conspicuously extending chloroplasts cannot be seen. Bar= 10μm 
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cell often attended chloro刀op凶las悦tswhich extend-

ed un凶lIdir，問'ectiぬo叩n叫l片y(σFi培g.3a) and sometimes 

took a dumbbell-shape (Fig. 4). The fre-

quent appe町釘lceof these chloroplasts was 

typical ofthis stage. The frequency of occur-

rence of them decreased with time， whereas， 
inversely， the number of small lenticular 

chloroplast increased (Fig. 6a). Fluorescence 

microscopy revealed that nucleoids were 

distributed less dense in stretching pa此sthan

in pyrenoidal peripheries of the extending 

chloroplast and that small lenticular 

chloroplasts with few nucleoids were often 

presentne紅白eprima町 nucleusof 14・・day-old

cells (Fig. 3b， a町'Ow). Based on these obser-

vations the initial process of occurrence of 

perinuclear small chloroplasts may 

reasonably be explained as follows: Some of 

出echloroplasts situated near the primary 

nucleus first extend remarkably and， then， 
they are torn off or divide into smaller ones. 

Most of the perinuclear chloroplasts first 

contained small nucleoids densely (Fig. 3b)， 
but later some of them included one or a few 

large nucleoids (Fig. 5b). The large n山 leoid

sometimes seemed to consist of several 

smaller suorescent regions (Fig. 5b， arrow). 
These results suggest that the large nucleoid 

might result from the accumulation of smaller 

ones. It is unclear why the perinuclear 

chloroplasts of 14・day-oldgermling cells con-

tain nucleoids densely. DNA may be highly 

replicated in these chloroplasts. 

The vegetative cell of the Dasycladalean 

alga Acetabularia is known to include 

chloroplasts both with and without DNA 

(Woodcock and Bogorad 1970， Coleman 
1979， etc.). Although the intracellular 

distribution of the DNA-deficient chloroplast 

is heterogeneous， it exists throughout the 

vegetative cell (Luttke 1981). In Bryopsis， 
however， the heterogeneous chloroplasts 

usually showed the exclusive perinuclear 

distribution (Saito et al. 1989). Our 

preliminary observation using 11-day-old 

germling cells revealed that the primary 

nucleus and the chloroplasts situated near the 

nucleus moved together slowly within the cell 

at least for several hours， while the other 
chloroplasts seemed to migrate randomly. 

The close association of chloroplasts and出e

giant primary nucleus may be established at 

this early stage. 
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小川 茂*・浜田和行**・和田俊司林:緑藻ハネモ発芽細胞における葉緑体の形態および核様体の

分布における不均質性の出現

緑藻ハネモ(B:てYOtSlSρlumosa)の発芽細胞において，他の葉緑体と形態および DNAの分布で異なる葉緑体の出

現する過程を調べた。発芽後約2週間すると，小型で，澱粉粒をあまり含まない葉緑体が発芽細胞の巨大 1次核

周辺に現れた。核周辺には，著しく伸長した葉緑体もしばしばみられた。これら核周辺葉緑体には核様体が密に

分布していた。数日後，核周辺葉緑体には大きい核様体がみられた。大きい核様体を有する葉緑体の数は徐々に

増加したが，著しく伸長した葉緑体の出現頻度は低下した。今回の観察にもとずき，大きい核様体を有し，小型

の葉緑体が巨大 1次核周辺に選択的に出現する過程について考察した。 (*943新潟県上越市山震敷町 上越教育

大学自然系生物，紳 980仙台市青葉区荒巻字青葉東北大学理学部生物学教室)
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Cysteine synthase from a red alga POゆ匂rrayezoenszs: 

pur泊cationand properties 

Yasushi FujimoIザ， Katsuhito Nakamura** and Goro Tamura* 

*n，ψartment of Agricultural Che加 try，F.削 l砂ofHorti，叫 1仰向 Chiba Univer，耳目仇 Ma加 do，Chiba， 271 Japan 
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阿国ori，Y.， Nakamura， K.叩 dTamura， G. 1991. Cysteine synthase from a red alga Porphyra yezoensis: 
purification and properties. Jpn. J. Phycol. 39: 7-14. 

Two types of cysteine synthase (CSase， EC 4.2.99.8) were purified from a red alga， POゆryrayez，仰向.

The enzymes (CS田 e・1and 2) were sep訂 atedby hydrophobic chromatography using Butyl・Toyopearl
columns. The purified CSase-1 and 2 were judged homogeneous by PAGE and had specific activity of 
408 and 300μmol L-cysteine forrned per min per mg protein， respectively. Both CSases had a molecular 
weight of 68，000 and consisted of two subunits wi出 identicalmolecular weight of34，000. The visible spec-
甘umof the respective CSases shows the absorption ma血numat 412 nm， indicating the presence of pyridox-
al phosphate as a pros也eticgroup in出eenzyme molecule. The same level ofKm values (2.5 mM for 0-
acetyl-L-serine血 d23 f1M for sodium sulfide) was found in both ofthe P. y，師 側isCSases.τ'heoptimum 
pH for the reaction was 8.0; however阻 apparent四 ductionof也eCSase-2 activity in alkaline condition w踊

observed. The antibody against purified CSase-1 was prep訂 'edfor也eimmunochemical characterization 
ofen勾mes. The results of immunotitration and double immunodiffusion analyses suggested也創出eP.
yezo即 isCSases possesed antigenic deterrninants in common but some differences in由eirextemal con-
strucUon. 

Key lndex陥油 cys伽 esyn伽 'e-Po中hyrayezoen由-reda伊 -sゆ rassi~ 

Cysteine biosynthesis has been confirmed 

to proceed through sul血ydrationof O-acetyl-

L-serine (Kredich and Tomkins 1966， 
Yamagata 1976， Schmidt 1977). The en-

Z戸nescatalyzing this reaction， cysteine syn-
出ases(CSases)， have so far been studied 
mainly with a variety of higher plants 

(Masada et al. 1975， Tamura et al. 1976， 
Ascano and Nicholas 1977， Hock Ng組 d

Anderson 1978， Murakoshi et al. 1985). 

Sulfide can act as也eeffective thiol donor for 

these CSases， and the reaction product has 
been shown to be L-cysteine in all cases. 

Extensive purifications of the CSases have 
been accomplished with rape leaves (Masada 

et al. 1975， Nakamura and Tamura 1989)組 d

radish roots (Tamura et al. 1976). Isolated 
CSase preparations reported so far exhibited 

similar absorption spectra wi也 apeak in the 

vicinity of 410 nm， which was characteristic 
of pyridoxal phosphate containing proteins 

(Kredich and Tomkins 1966， Tamura et al. 

1976， Leon et al. 1987). 

Since little is known yet about the relevant 

enzymatic mechanism of the algal sulfide 

assimilation， the authors intended to purify 
CSase from a red alga， Porphyra yezoensゐ，

which is one of the important edible 

seaweeds，組dto characterize its enzymatic 

properties. In this report we describe the 

isolation and characterization of two 

hydrophobically distinguishable CSases from 

this alga. 

Materials and Methods 

Plant materials 

Fresh thalli of P07拘 lTayezoensis U eda， 
cultivated in Tokyo Bay in winter， were kindly 
supplied by Mr. S. Araki of the Yamamoto 

Nori Research Laboratory. The thalli were 

frozen and stored at -300C until use. 

Chemicals and supplies 
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DEAE-Toyopearl 650恥1:， Butyl-Toyopearl 

650 S and Toyopearl HW・50were supplied 

by TOSOH Co. Ltd. The following 

chemicals were products of commercial 

sources: Coomassie brilliant blue G・250

(Fluka AG); Calibration proteins kit 

(chymotrypsinogen A， ovalbumin and 

aldol田 e) (Boehringer Mannheim). Other 

chemicals were of analytical grade. 

Enzyme ass，り

The assay method for cysteine synthase 

(CSase) activity was essentially the same as 

described in the previous paper (Nakamura 

and Tamura 1989). The reaction mixture 

contained， in a total volume of 1 ml， 50μmol 
of potassium phosphate buffer， pH 8.0， 
12.5，umol of OAS， 5μmol of sodium sulfide 
and an appropriate amount of enzyme. The 

reaction was started by the addition of en-

zyme and continued at 250C for 10 min， then 
terminated by adding 1 ml of 4N HCl. L-CyS-

teine thus formed was measured by the 

method of Gaitonde (1967) using acid-

ninhydrin reagent. One unit of CSase was 

defined as the amount of enzyme which pro-

duced 1μmol of L-cysteine per min under the 

conditions described above. 

Purification of enzyme 
All the purification procedures were per-

formed in a cold room maintained at 0-40C. 

Dialysis was performed overnight against the 

indicated buffer and centrifugation was car-

ried out at 10，000 g for 20 min. 

Enそymeextraction jト'omthalli 
Fresh thalli of P. yezoensis were subjected to 

autolysis in twice the volume of buffer A 

(30 mM  Tris-HCl buffer， pH 8.0， containing 
lOmM  2・mercaptoethanoland 0.5 mM  ED-

TA) for 96 hr at 40C. The autolysate thus ob-

tained was filtered through cheesecloth with 

the aid of a hand press and the filtrate was us-

ed as the crude extract. Two kilograms of 

fresh thalli was used in this purification experi関

口lent.

Ammonium suljate fractionation 

Solid ammonium sulfate wa~ slowly added 

to出ecrude extract to 30% saturation. After 

standing for 60 min， the mixture was cen-
trifuged and the inactive precipitate was 

discarded. Then， the supernatant was 

brought to 80% saturation with respect to am司

monium sulfate， and the mixture was recen-
trifuged. The precipitate was collected and 

dissolved in a minimal amount of buffer A， 
and then dialyzed against the same buffer. 

By removing the insoluble material by cen-

trifugation， a clear concentrated enzyme solu-

tion (260 ml) was obtained. 

DEAE・Toyopearlcolumn chromcltograp紗
The obtained enzyme solution was applied 

to a DEAE-Toyopearl column (5 cm 

diameter， 20 cm long) which had been 

equilibrated with buffer A. The elution was 

performed as follows. Linear concentration 

gradient of NaCl was established with 1 liter 

of buffer A in the mixing vessel and 1 liter of 

buffer A containing 200 m M  NaCl in the 

reservoir. The active fractions were pooled. 

First Bu的{り沙ylι-Toり}ψearl650S cωolルum
The pooled fraction (103 ml) was sup-

plemented with ammonium sulfate to bring 

them to 30% of saturation. The precipitate 

formed was removed by centrifugation. The 

resulting supernatant solution was put on a 

Butyl-Toyopearl 650S column (2 cm 

diameter， 30 cm long) ， previously 

equilibrated with buffer A containing 30% 

saturated ammonium sulfate. A氏erthe col-

umn was washed with the same buffer， a 

linear concentration gradient of eluent was 

established with 300 ml of equilibrating buffer 

in the mixing vessel and the same volume of 

buffer A in the reservoir. The active frac-

tions were combined and concentrated by am-

monium sulfate precipitation (80% satura-

tion). The precipitate， collected by cen-

trifugation， was dissolved in a minimal 

amount of buffer A and then dialyzed against 

the same buffer. 

TりopearlHW-50 gel.filtration 
The dialyzed enzyme solution obtained 
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(2.8 ml) was filtered through a Toyopearl 

HW-50 column (2 cm diameter， 90 cm long)， 
equilibrated with buffer A，むldthe active frac-

tions were pooled. 

Second Butyl-Toyopearl 650S column chromato-

graPhy 
The combined enzyme solution (10.7 ml) 

was brought to 25% saturation with am-

monium sulfate and applied to a Butyl-

Toyopearl 650S column (1.3 cm diameter， 
15 cm long) ， previously equilibrated with 

buffer A， containing 25% saturated anlffionium 
sulfate. A linear gradient of ammonium 

sulfate concentration was established with 

200 ml of 25% saturated ammonium sulfate 

solution， containing enough buffer A to bring 

the solution to pH 8.0 in the mixing vessel 

and 200 ml of 10% saturated ammonium 

sulfate solution containing the same buffer in 

the reservoir. 

Third Butyl-Ttりopearl650S column chromato-

graphy 
The pooled fraction (62 ml) was sup-

plemented with ammonium sulfate to bring 

them to 25% saturation. The resulted solu-

tion was applied to a Butyl-Toyopearl 650S 

column (1 cm diameter， 23 cm long)， 
previously equilibrated with buffer A contain-

ing 25% saturated ammonium sulfate. The 

chromatographic procedures were essentially 

the same as described for the second Butyl-

Toyopearl 650S column chromatography 

with a slight modifi.cation; the gradient slope 
of ammonium sulfate was 25-15% instead of 

25-10%. 

Determination 01 molecularωeight 
The molecular weight of the enzyme was 

estimated by HPLC CCPM system (TOSOH 
Co. Ltd.) using TSK gel G3000SW column 
(0.75 cm diameter， 30 cm long)， previously 
equilibrated with 50 mM  potassium 

phosphate buffer， pH 7.0， containing 
200 mM  sodium sulfate. 

Preparation 01 antiserum and immunochemical 

characterization 

Homogeneous CSase-1 from P. yezoensis 
thalli (ca. 400μg) emulsifi.ed with complete 
Freund's adjuvant (Difco Laboratories) was 

administrated subcutaneously to a New 

Zealand white rabbit. The booster injections 

were performed four times at two week inter-

vals with the same amount of antigen. Two 

weeks after the fi.nal injection， whole blood 
was collected and allowed to c10t at 250C for 

1 hr and then at 40C overnight. Serum was 

separated by centrifugation. The antiserum 

obtained above was used for the experiments 

without further purifi.cation. Immunotitra-

tion was performed by incubating antiserum 

with enzyme sample for 10 min at 250C. 

Then， CSase activity was assayed according 
to the standard assay system. The double im-

munodiffusion was performed by the method 

of Ouchterlony and Nilson (1973). 

Other analytical methods 
Protein was determined by the method of 

Bradford (1976) with bovine serum albumin 

as a standard. Analytical gel electrophoresis 

was carried out according to the method of 

Davis (1964) for PAGE and Laemr凶 (1970)

for SDS-PAGE. Protein bands on the gel 

slab were stained by Coomassie brillinat blue 

R-250. 

Results and Discussion 

Most information on the sulfate assimi-

lation by higher plants has been derived from 

e;~periments using leaf and root tissues， and 
sulfhydration of O-acetyl-L-serine， catalyzed 
by cysteine synthase， is generally considered 

to be the final step of cysteine biosynthesis in 

plant tissues. However， such data from 
algae are very scanty. 

Enzyme puri.fication 
Table 1 shows a summaηof the purifica-

tion starting from 2 kg of fresh P. yezoensis 
thalli-. The CSase with the lower 

hydrophobicity， obtained from the third 

Butyl-Toyopearl chromatography step (Fig. 

1)， represents about 3/4 ofthe total CSase and 
will be identified in further characterization 
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Table 1 Summary of purification of cysteine synthase from a red alga， POψhyra yezoensis. 

Step 
Total activity Tota(l mpgro) tem Specific activity Yield Purification 

(units) (unit的 ngprotem (%) (fold) 

Crude extract 3，358 9.138 0.37 100 

Ammonium sulfate 4，186 6，266 0.67 125 2 

DEAE-Toyopearl 3，011 413 7.29 90 20 

1st Butyl-Toyopearl 1，926 14.7 131 57 354 

Toyopearl HW-50 1，199 5.6 214 36 578 

2nd Butyl-Toyopearl 801 2.5 320 24 865 

3rd Butyl-Toyopearl 

CSase-1 265 0.65 408 8 1.103 

CSase-2 81 0.27 300 2 810 

and discussion with suffix 1. The other 

enzyme will have su伍x2. The procedure， 
described here， allows 1，1 03 and 810-fold 

pur泊cationof P. yezoensis CSases (CSa叶 1

and 2) with recovery of 8 and 2%， resp巴ctlve-

ly. Both isoforms showed specific activities of 

408 and 300μmol L-cysteine formed per min 

per mg protein. These values were much 

higher than those of purified algal cysteine 

synthase from other sources: from a blue-

green alga Synechococcus sp. (Diessener and 

Schmidt 1981) and a green alga 
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Fig. 1. Elution pattern of CSase from the 3rd 
Butyl-Toyopearl column. Experimental conditions 
were essentially the same as that of the 1st Butyl-
Toyopearl chromatography， except for the gradient 
concentration of 25-15% of ammonium sulfate 
Fractions of 2.7 ml were collected and the tubes in 
brackets， Nos. 66-78 and 88-96， were pooled as 
CSase-1 and CSase-2 purified preparations， respec-
tively. ・，CSase activity 

Chla吻 domonasreinhardtii (Leon et al. 1987)， ap-
prox. 1 and 41.2μmol L-cysteine formed per 

min per mg protein， resp巴ctively. When the 

purified enzymes were separately subjected 

to native PAGE， a single intensely stained 

protein band was observed (Fig. 2a). 

λ10lecularωeight 

The molecular weights of the purified 

CSase-1 and 2 were estimated by HPLC us-

ing TSK gel column G3000Svγ. In Fig. 3， 
the elution volume for the marker proteins are 

plotted against th巴 molecularweights. The 

elution volume for these CSase isoforms was 

equally 10.6 ml， corresponding to a molecular 

weight of 68，000. The molecular w巴ightsof 

highly purified plant CSases so far reported 
、.。、

(a) (b) 

_ 34，000 

CSase-J CSase-2 CSase-j CSase-2 

Fig. 2. Electrophoretogram of purified 
CSases on PAGE (a) and SDS-PAGE (b). Purified 
CSase preparations (30μg for PAGE， 6 and 3μg for 
SDS-PAGE) were subjected to electrophoresis on 
7% poly-acrylamide gel disc (a) or 15% SDS-
polyacrylamide gel slab (b). Protein bands were 
stained with Coomassie brilliant blue R-250 
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preparation gave a single protein band on 

SDS-PAGE gel (Fig. 2b). The再fvaluesfor 
both CSase-1 and 2 were equally 0.45， cor-
responding to a molecular weight of 34，000. 
So， it might be concluded that the purifi.ed 
hydrophobically distinct P. yezoensis CSases 
appear to be composed of two subunits with 
the same molecular weight. 
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"' Absoψtion spectrum 
The solution of CSase-1 and 2 separately 

gave an absorption spectrum as shown in Fig. 
4. In addition to the protein peak at 280 nm， 
the purifi.ed CSases exhibited absorption maxi-
mum at 412 nm. The ratios of the absor-

bance at 412 to 280 nm are 0.22 for CSase・1
and 0.13 for CSase・2，respectively. Since 
this absorption spectrum is similar to也at
reported by Masada et al. (1975) for rape leaf 

CSase (pyridoxal phosphate， PLP， containing 
enzyme)， it can be concluded也atrespective 

two CSases from P. yezoensis equally have 
PLP as a prosthetic group in the molecule. 
This fact suggests that CSases from higher 
pl組 tsand algal sources may have basically 

similar functional groups. 

10. 
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Molecular weight 

Fig. 3. Determination of the molecular 
weight of CSases by HPLC using TSK Gel 
G3000SW. The elution w踊 performedwith 
50 mMpot田 siumphosphate buffer， pH 7.0，∞ntain-
ing 200 mM sodium sulfate wi血aHow rate ofO.5 ml 
per min. The detection of the enzymes and marker 
proteins was carried out by monitoring the absor-
bance at 280 nm. 

耳'ffect01 pH and陶酔rcomposition on the CSase ac-
tzvz汐

are in the range of 56，000-70，000: by Masada 
et al. (1975) for rape leaves， by Tamura et al. 
(1976) for radish roots姐 dseveral other plant 

CSases reported previously. 

The subunit molecular weights of these 
en可meswere estimated by SDS-PAGE. Each 
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Fig. 4. Absorption spectra ofCSases. The purified preparations were dialyzed against buffer A containing 
100mM NaCI. τ'he spectra were measured at room temperature. 

Wavelength 
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Fig. 5. Effects ofpH on CSase activity. The assay procedures were described in the text. Tris-HCl buffer 
(ベ)-)and potassium phosphate buffer (-..) were used in the assay. 

The effect of pH on the CSase activity was 

studied under the same conditions as describ-

ed in the Materials and Methods section， ex-
cept that pH was varied as indicated (enzyme 

concentration， 0.2μg for CSase-1 and 0.3μg 
for CSase-2 per reaction mixture). As shown 

in Fig. 5， in which 100 mM  potassium 

phosphate buffer was used， the pH -activity 
curves obtained for CSase-1 and 2 were 

rather broad and showed an optimum pH 
around 8.0. And a similar observation has 

been repo此edfor the enz戸nefrom a number 

of higher plants (Masada et al. 1975， Hock N g 

and Anderson 1978， Murakoshi et al. 1985). 
On the other hand， in Tris-HCl buffer， the 
enzymatic activity of CSase-2 at pH 8.0 was 

about 0.35 times as low as that observable in 

phosphate buffer at the same pH， and this 
CSase-2 activity in Tris-HCl buffer became 

much decreased in alkaline region. This 

effect ofpH for CSase-2 reaction has not been 

repo口edin plant enzymes; however， it was 

analogous to the result of a bispecific enzyme 

in yeast (Yamagata et al. 1974) which function-

ed as O-acetyl-L-serine (OAS) and O-acetyl-L-

homoserine sulfhydrylase. 

Heat stabil砂
As for the heat stability of P. yezoensis 

CSases， they exhibited similar behavior: they 
were stable on the heat treatment at 450C for 

10 min， but 90-95% of the activities were 
decreased at 600C for 10 min (data not 

shown). It showed that P. yezoensis CSases 
were less stable on the heat treatment than 

other plant CSases repo口edpreviously. For 

instance， CSase from rape leaves (Masada et 
al. 1975) and radish roots (Tamura et al. 
1976) were stable at 700C for 3 min and 650C 

for 2 min， respectively. 

E.ffect 01 substrate concentration 
The effects of substrates concentration for 

the isoforms were also determined. From the 

double reciprocal plots for OAS and sodium 
sulfide， respective CSases showed the same 
range of Km values， 2.5 mM  for OAS and 

23μM for sodium sulfide. 

lmmunological comparison 01 CSases 
Behavior of two CSases towards the anti-

CSase-1 was studied by the inhibition of 

enzymatic activity and double immunodif-
fusion. Fig. 6 shows the immunotitration 
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Fig. 7. Ouchter1ony double immunodiffusion 
analysis of CSase-1 and 2. Six μ1 wells were cut in 
the agar plate (1.2%， dissolved in 20 mM potassium 
phosphate buffer， pH 7.2， containing 150 mM NaCl 
and 0.05% sodium azide)品lledwith purified CSases 
as shown: well 1， CSase-l; well 2， CSase-2. Each 
preparations contain CSase activity around 
10 units/ml. The center well contained 6μ1 of anti-
CSase-l serum 

40 

Fig. 6. lmmunotitration curves of CSases 
using anti-CSase-l serum. Each ofO.33 units/ml of 
CSase-l and 0.31 units/ml of CSase-2 was used for 
the experiment. ー・一，CSase-l;ベr，CSase-2 
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authors did not identify those twin bands as 

the two isozymes， but the presence of two 
CSases might be a common phenomenon in 

the behavior of algal CSase. 
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藤森泰*・中村勝人材・田村五郎*.紅藻スサピノリのシステイン合成酵素の精製とその性質

古来から食品として利用されている紅藻hψ伊aは，タンパク質に富み，また，含硫アミノ磁を豊富に含む食

品である。含硫アミノ酸システインの合成酵素 (CS副 e)については，高等植物では詳細な研究がなされているが，

藻類を対象とした研究は少ない。そこで，スサピノリ (Porp.伊'ayezoensis) の粗抽出液を硫安分画， DEAE-

Toyopearlカラムタロマト，ゲルろ過， Butyl-Toyopearl;カラム Pロマトで精製することにより電気泳動的に均一

な2種の CSase(1， 2)を確認した。比活性はそれぞれ408及び300，分子量は共に68，000であり， SDS-PAGEより

分子量34-，000の同一サプユユットから成るニ量体であることが示された。反応の至適pHはCSase-1，2共に8.0，

Tris・HCI緩衝液においてはアルカリ側で明らかな活性の差が認められた。また，抗 CSase-1血清を作製し免疫

学的比較も試みた。 (*271千葉県松戸市松戸64-8 千葉大学園芸学部生物化学研究室，柿505-11岐阜県岐阜市柳

戸1-1 岐阜大学教養部生物学教室)
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Leachiella pacifica Kugrens (Choreocolaca~eae， Rhodophyceae)， 
new toJapan 

Masaki Matsumoto* and Tadao Yoshida 

Dψ'ar，抑制 ofBotany， F1仰妙 ofS，白ience，Hokka油 UniversityjSattoro， 060 Jatan 

Matsumoto， M. and Yoshida， T. 1991. Leachiella 仰がcaKugrens (Chore四cola国 ceae，Rh吋ophyceae)，
new to Japan. Jpn. J. Phycol. 39: 15-20. 

Ap官邸iticred aJga was found gro川ngon the thaJJi of foly，ゆ'honiasp. and Pterosithonia bitinnata 
(Postels et Ruprecht) Fa1kenberg collected from Nemuro， e副総mHokkaido， Japan. We identified this red 
aJga踊 Leachiellatacifica Kugrens based on the results of morphologicaJ obsel'Vations. The thaJJus of出 s
aJga consisted of an extemaJ pustule and intemaJ penetrating filaments. The pustu1e was smaJJ， sphericaJ， 
and mi1k-white in color wi也.outpigmentation. IntemaJ filaments were uniseriate， frequendy branched， 
and penetrated into host tissue to form se∞nd釘 ypit-connections wi也 hostcells. Gametophytes組 d
tetr苗 porophytewere simi1ar in vegetative morphology. L.μcifica is s回目釘 toChorlOcolax toly.ゆhoniae
Reinsch， repo民edfrom the Adantic Ocean， in vegetative structure， host spec泊city血 dcarpogoniaJ branch 
system. But Leachiella dill'ers in the 柑 uctu問。fthe cystocarp， which is the most important feature to 
dis血伊ishgenera in恥 fami1yChoreocolacaceae. L. t，制i.fu;ahas gonimoblasts which radiate from centraJ 
large fusion cell and cut 011' terminaJJy carposporangia. On the 0也erhand， C. tolysithoniae is provided wi也
gonimoblasts that construct a conceptacle-like structure and cut 011' carposporangia inward1y. 

Key Index *匂rds: allota加 ite-ChorlOcolacaceae-Cho問。colaxpolysiphoniae-Cryttonemiales-
Leachiella pacificaー抑制。lψ-tarasiticred algae-Rho仰'hyceae.

A parasitic red alga， Leachiella paci.fica 
Kugrens is a common species on Pacific coasts 

of America. The alga was first repo此ed回

Choreocolax polysiPhoniae Reinsch because of the 

similarities of the vegetative morphology and 

the procarp structure (Kugrens組 dW側

1972， Goff and Coleman 1984). Kugrens 

and West (1972) studied the ultrastructure of 
也ispl血 t. Goff組 dColem姐 (1984)位 amined

nuclear events during carposporogenesis， 
spermatangium formation， post-知日ization

and tetrasporogenesis. Kugrens (1982) 
established the genus Leachiella emphasizing 

ltS cystocarp structure. 

On the Japanese coast， the 

Choreocolacaceae was represented by only 

Gelidioco伽 mammillata Fan et Papenfuss 

(Yoshida 1977). This is the second repo此 on

* Present address: Japan NUS Co.， Ltd. Nissou 
dai-12 Bldg. Shin-yokohama 3-6-12， Kouhoku-ku， 
Yokohama， 222Jap阻

the family Choreocolacaceae in J apan. 

Material and Method 

The plants were collected from Nemuro 

peninsula， east Hokkaido， J apan， from April， 

1987 to October 1988. The plants were grow-

ing exclusively on the thalli of PolysiPhonia sp. 

and PterosiPhonia bipinnata (Postels et 

Ruprecht) Falkenberg which were growing in 

the littoral zone or were drifting ashore. Col-

lected material was kept alive at a low 

temperature or was fixed with formalin sea 

water， and carried back to the laboratory. 
Preparations for microscopic observations 

were made by cutting the material with a 

razor blade or freezing microtome， or 
smashing tissue on the slide-glass after treat-

ment with 10% sodium hydroxide solution 
for 12-24 hours and following the wash wi也
distilled water for 12-24 hours， stained with 
aniline blue solution and mounted in glycerol 
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sea water. 1988 (Table 1). The fresh thalli were milk-

white in color without noticeable pigmenta-

Obsen叫 ion tion (Fig. 1A). Color of the thalli became 

brown with formalin sea water treatment. 

M ature plants of L.μcifica were collected The thalli consisted of external pustule and in-

in every season from April 1987 to October ternal filaments penetrating through the host 

C 
...~~ 

m 

2再m

Fig. 1. Leachiella pacifica Kugrens. A. Thallus growing on the Polysψhonia sp. B. Penetrating filaments (ar-
rows) secondary pit-connections (arrow heads) w凶 hostcells. C. Male gametophyte. D. Female gametophyte 
with mature carposporophyte. E. Tetrasporophyte. F. Spermatangia formed in cortical layer of male 
gametophyte. G. Mature carpogonial branch. H. Cystocarp. I. Tetrasporangia: ca， carpogonium; f， fusion 
cell; h， host cell; pa， paraphysis; s， spermatangia; sc， supporting cell; sm， spermatangial mother cell; st， stalk cell; 
sub， subsidiary cell; t， tetrasporangium; 1-3自rst，second and third cell of carpogonial branch 
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Table 1. Leachieluz炉供'aKugrens. The months when山 maturespecimens we民 collectedin 
Nemuro peninsula during study period， f旨om1987 to 1988. 

month 
Generation Jan. Feb. Mar. Apr. 

Male Gametophyte 

F倒 aleG創 隠tophyte + + 

Tetrasporophyte + + 

tissue. The pustules were spherical or 

hemispherical in shape (Fig. lA). They were 

usually smaller than 1 mm  in diameter and 

mature plants were sometimes up to 1.6 mm  

in diameter. Medullary cells of pustules 

were ellipsoidal or ψindrical， and were up to 
80μm long， 40μm broad. The cells became 

smaller outwardly. Cortical cells were 

spherical or obovoid in shape， measuring 8-
15μm long， 5-8μm broad. 
The penetrating filaments were uniseriate 

and frequently branched. Cells of the血a-

ment were cylindrical or ellipsoidal， 6-17μm 
broad， 1-4 times as long as breadth. They 
formed secondary pit-connections with host 

cells (Fig. lB). Vegetative structure of male 

A 

May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

and female gametophytes and 

tetrasporophyte were similar in morphology 

(Fig. lC-D). 

Mature male gametophytes were covered 

with particularly thick cuticle. They formed 

spermatangia on entire cortical layer of their 

pustules (Fig. lC). Co此icalcells transform-

ed into elongated spermatangial mother cell， 
which cut off the spermatangia by oblique 

walls. Several (usually 4 to 7) spermatangia 

were altemately arranged in chain (Fig. lF， 
Fig. 2A). They were an伊 l町 atfirst， and 
were 3-5μm in diameter. 

Numerous procarps were formed in cortical 

layer of a female gametophyte pustule. They 

were provided with a 4・celledcarpogonial 

c 

20l.lm 

Fig. 2. Leachieluz tacifica. A. Spermatangia. B. Carpogonial branch， connecting with supporting cell. C. 
Tetrasporangia fonned wi也 cruciatelydivided. ca， carpogonium; cf， connec也19filament; p， tetr描 por.佃 gial
primordium; pa， p釘 aphysis;s， spennatangium; sm， spermatangial mother cell; st， stalk cell; sub， subsidiary cells; 
t，旬開porangium;甘， trichogyne; 1-3 fir冨t，second刷出rdcell of carpogonial branch. 
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branch and a few groups of subsidially cells 
(Fig. 1G， Fig. 2B). An initia1 cell of a car-

pogonial branch was cut off from upper side 
of a supportirtg cel1 and deve，lops into a ca，r-
pogonial branch. A carpogonium was con-

ical， and extended a trichogyne to the sJ.，lrface 
of pustule. Two or three groups of subsidial・
ly cells were formed along a supporting cell. 
Number of subsidially cells in a group was in-
definite (Fig. 1G， Fig. 2B). After fe口iliza-

tion， the carpogonium extended a connecting 

filament to the supporting c~ll (Fig. 2B). 
The supporting cell fused with subsidially 
cells after connecting with a fertilized car-
pogonium. They developed into a large and 
irregular shaped fusion cell. The fusion cell 
wasupto 110μmlong，80μm broad. The fu-
sion cells gave rise to gonimoblasts radiating 
from them. Gonimoblasts cut off car-

posporangia terminally. Carposporangia 
were waterdrop-shaped and were about 
20μm long， 8μm broad. Spherical or 
hemispherical c町 posporophyteswere up to 

300μm in diameter， were surrounded by 
elongated vegetative cells of gametophyte for-
ming pericarp (Fig. 1H). An inconspicuous 
ostiole was present in the pericarp over the 
C町 posporophyte.

Mature tetrasporophytes produced 
tetrasporangia in the corticallayer of pustules 
(Fig. 1E). The co此icalcells elongated and 

divided into two cells. An upper cell ofthem 
became a tetrasporangial primordium. It 
divided cruciately and formed four 

tetraspores. Tetrasporan扉awere long-ellip-
soidal姐 d20-40μm long， 10-20μm broad. 
Another cells surrounding tetrasporangia con-
tinuously divided and formed p町 aphyses

which were laterally arranged along the 
tetrasporangia. (Fig. 1I， Fig. 2C). 

Discussion 

Sturch (1926) established the family 
Choreocolacaceae based on Choreocolax 
polysiPhoniae growing in Atlantic Ocean. 
Nemuro plants were in agreement with his 
descriptions of the Choreocolacaceae in the 
following points. The plant was 

holoparasitic without pigment~tion. It con-
sisted of small spherical or hemi~pherical 

external colorless pustule， and of filaments 
penetrating through the host tissue. Support-
ing cells were laterally provided with a car-
pogonial branch. Therefore this parasitic 
red alga belonged to the family Choreo-

colacaceae. 
In the Choreocol;:tcaceae， three genera are 

recognized froIll northern Hemisphere: 

Choreocolax Reinsch (Sturch 1926)， HarvりlellfJ.
Schmitz et Reinke (Sturch 1899， 1924， Goff 
and Cole 1975) and Leachiella Kugrens 
(Kugrens 1982， Goff and Colem如 1984勾).
They are provided with fiおour可 elled car-

P戸og伊o∞n凶1吋ia凶albranch， and are distin伊 ishedby 
difference of cystocarp structure (Sturch 
1926， Goff and Cole 1975). In Choreocolax， 
gonimoblasts elongate and form conceptacle圃

like cystocarps. They cut off carposporangia 
inwardly (Sturch 1926). Ha仰の，ella has 
diskshaped cystocarps consisting of 

gonimoblasts extending through the female 
gametophyte tissue and surrounded by 
elongated vegetative cells of gametophyte 
(Sturch 1924， Goff and Cole 1975). The 
structure of cystocarp of Nemuro plant was 
different from these two genera. In Nemuro 

plant， a large fusion cell gave rise radiated 
gonimoblasts around forming spherical or 
hemispherical carposporophytes. These 

were surrounded by a pericarp consisting of 
elongated vegetative cells of the 
gametophyte. An ostiole formed in the 

pericarp， over the carposporophyte. These 
features of cystocarp quite agreed with those 

of Leachiella pacがcaKugrens (1982). 
The genus Leachiella was represented by 

only one species L. paci長ca(Kugrens 1982). 
This species had been identified as Choreocolax 
polysiphoniae， because of its similarities of 
vegetative and procarp structures and host 

specificitYi L. pacifica and C. po砂'siphoniae
grew parasitic on Polys争honiaspp. (Sturch 
1924， Kugrens et West 1973， Goff and Cole-
man 1984). Kugrens (1982) distinguished 
L. pacifica from C. polys争honiaeby the follow-
ing features， six-celled carpogonial branch， 
C町 posporophyte structure and tetrahedral 
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tetraspore division. On the other hand， Goff 
and Coleman (1984) proved that carpogonial 
branch was four-celled， supporting cell func-
tioning as an auxiliary cell and ostioles pres-
ent. These featu問 swere different from 

descriptions of Kugrens (1982). They dicl 
not accept the genus Leachiella because of inデ

卸値ciencyof observations of C. polysiphoniae 

from Adantic Ocean (Goff and Coleman 
1984). Our observations agreed with the 

description of Goff and Coleman (1984). 

We accepted the genus Leachiella， and iden-
tified Nemuro parasitic red alga as L. 
pacがca，because cystoc町 pstructure was the 
most important features to distinguish genera 
in the family Choreocolacaceae， and there are 
clear differences between Leachiella and 
Choreocolax . 

We noticed certain differences between the 
plants growing at Pacific coast of America 
and Nemuro plants. American pl釦 ts釘 e
always smaller也an1 mm  in size， and have 
tetrasporangia divided tetrahedrally 
(Kugrens 1982， Goff and Coleman 1984). 
Nemuro p凶ltSwere sometimes larger than 
1 mm  in diameter， and tetrasporangia were 
divided cruciately. 

Our plants had one or two tetrasporangial 
paraphyses. And the alga formed four to 

seven spermatangia which were cut off by 
alternating oblique divisions， and were訂・

ranged in chain. These features were similar 
to Harv<り，ellamirahilis (Reinsch) Schmitz et 
Reinke growing in bo也 Pacificand Atlantic 
Oceans (Sturch 1899， 1924)， and were absent 
in C. polysiphoniae. Thus it seems that L. 

pacifica is nearer relative of H. mirahilis than 
of C. polysiphoniae. 

Taxonomic placement c;>f the family 

Choreocolacaceae has not been clear 
(Kugrens 1982， Goff and Cole 1975). Kylin 

(1956) placed the Choreocolacaceae in出e

Cryptonemiales based on the procarp struc-
ture anq post品 rtilization events of the 
Choreocolacaceae that were similar to those 
of the Kallymeniaceae， one of the families of 
Cryptonemiales (Kylin 1956). Thus we 
followed K ylin' s opinion and regarded 
Choreocolacaceae as a member of Cryp-

tonemiales. 
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松本正喜*・吉田忠生:日本新産寄生紅藻ハネグサヤドリ(新称)

Leachiella pacifica Kugrens (コレオコラヴクス科，カクレイ卜目)

北海道東部根室半島沿岸でイトグサ (Polysiphoniasp.)およびイトヤナギ (Ptero.ゆhoniabψinnata)の藻体上に寄生

している紅藻を採集した。この寄生藻は，枕状の外生部と宿主組織内に貫入する内生的な糸状体部分より成って

いた。外生部は，球形か半球形で乳白色を呈し，直径は最大1.6mmに達した。宿主体内に貫入する糸状体は単

列で，宿主細胞と二次的な原形質連絡を形成していた。雌雄の配偶体と四分胞子体は同じ形態をとり，イトグサ

型生活環を持つ。栄養体，造果枝の形態からコレオコラックス科に属し 4細胞性のプロカルプを備え，大型の

融合細胞から造胞糸を周囲に放射状に生じ球形の果胞子体を形成することから，アメリカ大陸太平洋岸より報

告されている Leachiellapιifica Kugrens (コレオコラックス科，カグレイト目)と同定した。和名はハネグサヤド

リとしたL、。 (060札幌市北区北10条西 8丁目 北海道大学理学部植物学教室*現所属 222横浜市港北区新横

浜3ーか12 日総第12ビルディング 日本エヌ・ユー・エス株式会社)
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Nuclear divisions in the tetrasporangia and tetraspore germlings 

of Gelidium amansii Lamouroux 

Hiroshi Yabu 

Ffl&ulty of Fishe河町:， Ho.胸 idoUniversity， Hakodate， 041 Japan 

Yabu， H. 1991. Nuclear divisions in the tetrasporangia and tetraspo四 gennlingsof Gelidium ama間 i
Lamouroux. Jpn. J. Phy.ω1. 39: 21-25. 

Some cytologicalω:pects in the tetrasporangia and in the tetraspore gennlings at an early developmental 
stage were reported for Gelidil抑制a叩 iiLamouroux (Gelidiaceae， Rhodophyta) collected from Hakodate， 
Hokkaido. The nuclei at diakinesis and met勾h蹴 1in the tetrasporangia釦 dat late proph錨 ein the 
single-celled te佐 田:poregennlings wi也 empty spore membrane were revealed to have n = 22-26 

chromosomes，合唱mwhich n = 25 is supposed to be the reliable number due to the its企equentappe訂 ance.

Key Index防'0油 chromosomenumber-eytology-Gelidium am血 sii.

The cytological studies hitherto being 

published for the species in the Gelidiaceae 

(Gelidiales，貼odophyta)were quite recently 

listed by Kapraun and Bailey (1989， p.203， 
Table 1) to show their chromosome 

numbers. The p問 sentcommunication gives 

some cytological data of Gelidium amansii 
Lamouroux collected at Tachimachi-misaki， 
Hakodate， Hokkaido. 

Collections were made at times during the 

months from September to November in the 

ye紅 s 1980-1984. On return to 出e

laboratory， maturing tetrasporophytes were 
selected. The tetrasporic areas were cut off 

from the plants to use either for fixing or 

culture. The liberated tetraspores had been 

cultured in Schreiber solution at 150C， 
20001ux and 12: 12 LD. The slides wi也

tetraspore germlings were immersed in fix-

ative at 2 to 3 days after spore liberation. 

Aceto-alcohol (1: 3) was employed as fix-

ative. Staining was done with aceto-iron-

haematoxylin-chloral hydrate solution recom-

mended by Wittmann (1965). 

Meiosis in the tetrasporangia (Figs. 1-9): 

It was repo目ed for prophase 1 in 也e

tetrasporangia that Gelidiella acerosa had di-

ffuse stage but no diakinesis (Rao 1974)， 
however on the contrary， Acanthopeltis japonica 
has no diffuse stage but diakinesis (Kaneko 

1968). 

The results of my observations for Gelidium 
amansii differed from those of the above two 

species， namely， prophase 1 in the 

tetrasporangia of G. amansii revealed to have 
diffuse stage prior to diakinesis. Definite 

diakinesis having clear bivalent chromosomes 

was shown for Acanthopeltis japonica by Kaneko 

Figs. 1-9. Nuclear divisions in the tetrasporangia of Gelidium amansii Lamouroux X 1，100. 1-5. Suc-
cessive nuclear movements in diakinesis. 6. Metaphase 1. 1 ~ー6'. Drawings of the nuclei shown in Figs. 1-6， 
問 spectively. 7. Metaphase 1. 8. Anaphase 1. 9. Late anaph副 el.

Figs. 10-17. Nuclear divisions in the tetraspo問 sand their germlings of Gelidium amansii Lamouroux 
X 1，100. 10. Tetr舗:porewi也 restingnucleus. 11. Early te町asporegermling wi也 prophase. 12. Early tetraspore 
germling wi也 metaphase. 13. Daughter nucleus (pointed by arrow) remaining within恥 sporeenvelope， after 
finishing the nuclear division in a tetraspore. 14. Single-celled tetraspo回 gennlingwith late prophase， showing 
small metaphase nucleus in也eside view (pointed by arrow) wi也inthe spore envelope. 15. Two-celled tetraspore 
germling， showing anaphase within the spore envelope. 16. Single-celled tetr酷 poregen叫ingwi也 lateprophase， 
showing numerous small nuclei within the spore envelope. 16'. Drawing of Fig. 16. 17. Two-celled tetr踊 pore
germling， sho'叫ngmany small nuclei which are vanishing wi也泊也espore envelope. 
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(1968， p. 169， Text-fig. 3・F)，but such 

bivalents could not be detected in any of my 

preparations for G. amansii. 

At the onset of diakinesis (Fig. 1)， 
chromosomes appear as weakly stained 

granules. Those chromosomes increase their 

size to some extent up to mid-diakinesis， but 
thereafter they gradually diminish a little 

(Figs. 3-6). With progress of the nuclear 

movement within diakinesis， the 

chromosomes come to be stained well. 

Similarly to the case of Acanthophora japonica 
(Kaneko 1968)， centrosome was absent at the 
pole (Fig. 7). Spindles were usually visible at 

anaphase between the groups of chromosomes 

(Fig. 8). In the first meiotic division， 
nucleole remains rarely even at metaphase or 
anaphase (Fig. 9). 

Mitosis in the tetraspore germination 

(Figs. 10-17): On the tetraspore germination 

of Gelidium latijolium， Boillot (1963) observed 
the presence of 6-8 small nuclei remaining 

within the envelope ofthe spore. Of Gelidium 
vagum， Kaneko (1968) detected the following 
two cases on nuclear divisions in the 

tetraspores: (1) The nucleus in the tetraspore 
divides twice prior to the formation of the 

germ tube and one of the four nuclei migrates 

into the tube. (2) The nucleus in the 

tetraspore does not divide up to the formation 

of the germ tube， so that only one nucleus re-
mains with in the spore envelope. 

My observations for Gelidium amansii in-
dicated to have sometimes such two cases. 
But ordinarily， mitosis in the liberated 

tetraspore occurs at the formation of germ 

tube when the cytoplasm was found to be con-

spicuously dense near the tip of the tube 

(Figs. 11 & 12). After finishing mitosis， one 
daughter nucleus migrates into the tube， and 
the other one being remained within the spore 

envelope soon begins to divide to produce 

small multi-nuclei which can be visible for a 

short while (Figs. 13-17). 
Chromosome number: Chromosome 

numbers obtained from diakinesis and 
metaphase 1 in more than 400 tetrasporangia， 

together with from late prophase in ca. 60 

single-celled tetraspore germlings with empty 

spore membrane， totalized for this study， 
were usually 22-26， in which 25 is supposed 
to be the reliable number due to their fre-

quent appearence. As shown by Kapraun 

and Bailey (1989)， the chromosome numbers 
in the Gelidiaceae have been reported to date 

for Acanthophora japonica (n= 15， 2n=30， 
Kaneko 1968)， Gelidiella acerosa (n=4， 2n=8， 
Rao 1974)， Gelidium latijolium (n=←5， 
2n=9-10， Dixon 1954; 2n=ca. 18， Boillot 1963)， 
G. latijolium var. luxurians (2n=25-30， Magne 
1964)， G. pusillum (n=10， 2n=20， Kapraun 
and Bailey 1989)， G. sesqu伊dale(n=4-5， 
2n=9-1O， Dixon 1954) and G. vagum (n=7-
10， Kaneko 1966). Those numbers range in 

n=ca. 5-15， most likely n=5， 10 and 15， in-
dicating the possibility of x=5. 

The chromosome number counted in this 

study at meiosis 1 in the tetrasporangia and 

mitosis in the tetraspore germlings of Gelidium 
amansii obtained from Hakodate， Hokkaido 
was n = 25 which is above the previous 
records in Gelidiaceae and also likely multiple 

ofx=5. 
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簸 燕:マクサの四分胞子嚢と四分胞子発芽体における核分裂

北海道函館市立待岬で採集した紅藻マタサの四分胞子嚢と四分胞子発芽体で核分裂を観察した。固定には酢酸

・アルコール(1 : 3)を用い，染色は酢酸・鉄・ヘマトキシリン・抱水Pロラール液で行った。その結果，四分

胞子褒内第 1核分裂前期にはディアキネシス期の前に拡散期が存在し，四分胞子発芽に際しては四分胞子が発芽

管を形成する時に通常四分胞子内で核分裂が行われ，核分裂終了後 1核は発芽管内に移行し，他の 1核は原胞子

内に留ってそこで分裂を始めて多数の小核が生じることを認めた。四分胞子嚢内第 1回核分裂のディアキネシス

期と中期，並びに細胞期四分胞子発芽体内の核分裂像から22-26の染色体数が得られたが，その出現頻度から本

種の染色体数は n=25と想定された。 (041函館市港町3丁目1-1 北海道大学水産学部水産植物講座)





Jpn. J. Phycol. (Sorui) 39: 27-30， March 10， 1991 

The observation of specimens of Cladophora sauteri from Toyama， japan 

Fusayuki Kanda 

Dψa伽 entrif Biology， Hok.知的 Universityrif Education， Kushiro， Hokkaido， 085 Japan 

Kanda， F. 1991. The observation of specimens of Cladophora sauteri from Toyama， J ap阻 .Jpn.J. Phycol. 
39: 27-30 

Some specimens of Clado，仲間sauteri from Toyama Prefecture inJapan were observed morphologically. 
The size distribution in both diameter and length of cells and the ratio of length to diameter of cells of the 
alga from Toyama agree wi也 thoseof Cladophora sauteri (Nees) Kutzing f. sauteri. Toyama specimens of 
Cladophora sauteri f. sauteri resemble f. kurilensis in the size distribution of cells， but the filament of cells of f. 
sauteri is harder than that of f. kurilensis. The filament of cells of the Toyama specimens was hard. Thus， the 
author concludes that the specimens from Toyama are Cladophora sa山内i(N ees) Kutzing f. sauteri 

Key lndex Words: Cladophora-Chloro.μryceae-fresh制御 algae-lakeball-Marimo. 

Cladophora sauteri has been reported in the 

seven lakes of Hokkaido， northem ]apan. 
However in the Honshu district， middle]apan， 
the alga has been repo口edonly in two lakes， 
Lakes Yamanaka and Kawaguchi which lie 

close to Mt. Fuji， and one marsh Sakyounuma 
Marsh (Hirose and Yamagishi 1977). 

A new found district where this alga grows 

in the Town Tateyama in Toyama Prefec-

ture was reported by Nagai (1988). Dr. 1. 

Yasuda (Toyama Prefectural College of 

Technology) and Mr. S. Nagai (Toyama 

Science Museum) separately gave the author 

some specimens for identifi.cation of the alga. 
The author identifi.ed the specimens accor-
ding to morphological observations of the 

alga， especially the size distribution of cells of 
the alga. 

Observations 

The alga grows on gravel and stones， or 
is free-floating on the bottom of a pond (Nagai 

1988， Fig. 1A and B). Individual fi.laments 
are 0.5-1.5 cm long， branched densely (Fig. 
1C). Adventitious rhizoids descend from any 

portion of fronds and are attached to stones 

(Fig. 1F). Branches are altemate， sometimes 
opposite， composed of cylindrical or 

sometimes slightly clavate cells (Fig. 1D and 

E). 
As shown in Figs. 2-4， the diameter of the 

cells ofbranches is 40-70μm (mean， 55.9μm) 
and the length of the cells is 200-600μm 

(mean， 419.8μm). The ratio of length to 

diameter of the cells of branches is 2-18 

(mean， 7.72). Branchlets are composed of 

cylindrical cells. The diameter of the cells of 

branchlets is 40-60μm (mean， 51. 7μm)and 
the length of the cells is 200-600μm (mean， 
406.9μm). The ratio oflength to diameter of 

the cells ofbranchlets is 4-12 (mean， 8.43). 

Discussion 

The results obtained were compared with 

the data on Cladophora sauteri previously 

reported from some lakes and marshes in 

]apan. Diameter， length and the ratio of 
length to diameter of cells of the alga from 

Toyama are similar to those of cells of 

Cladophora sauteri (Nees) Kutzing f. sauteri 

from Lake Akan (Sakai 1964). The size 

distribution of cells of the Toyama specimens 

agrees with that of C. sauteri f. sauteri from 

Lake Shirarutoro and Takkobu Marsh (Kan-

da 1979， 1980). 
Another forma， C. sauteri f. kurilensis S泊cal，

resembles C. sauteri f. sauteri in the size 

distribution of cells. The difference between 
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Fig. 1. A. Cladophora sauleri f. sauleri collected from the bottom of a pond of Toyama Prefecture， ]apan. 
B. The alga growing on a stone. C. Filaments. D. Middle portion of a filament. E. Cells of a branch and 
branchlets. F. Rhizoid. 

C. sauteri f. sauteri and f. kurilensis is in the hard司

ness of filaments， namely th巴負lamentof f. 

sauteri is harder than the filament of f. kurilen白

sis (Sakai 1964). On this point， the author 
compared the filament among the specimens 

of C. sauteri f. sauteri from Lake Shirarutoro， 

the specimens of C. sauteri f. kurilensis from 

Lake Yamanaka and the Toyama 

specimens. As a result， filaments of the 

Toyama specimens are clearly hard. Thus， 

the author concludes the Toyama specimen is 

Cladψhora sauteri (Nees) Kutzing f. sauteri. 
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Fig. 2. Distribution of the diameter of 
filaments of Cladophora sauteri f. sauteri 仕om
Toyama. A. Cel1s of branches. B. Cel1s of br佃-

chlets. 

However， there are some differences be-
tween the Toyama specimens and C. sauteri 

f. sau加ifrom other places. C. sauteri f. sauteri 

from Lake Akan， Lake Shirarutoro and Tak-
kobu Marsh is free soating algae on the bot-

tom of the lakes and the marsh， whereas， a 

pa口ofthealga from Toyama was attached to 

stones. In addition， the manner of branch-
ing of filament of the alga from Toyama is 

ra也eri町 egul訂 ascompared to the algae from 

other places. 
The pond in which the Toyama specimens 

grow was artificially made about 35 years ago 

(Nagai 1988). Thus， it seems that the alga 

wastr阻止rredfrom other places. There are 

some possibilities as regards transfer of the 
alga to也issmall pond. One is transference 

through the underground stream sowing into 

the pond. In this case， there may exist a lake 
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Fig. 3. Distribution of也elen併1of cel1s in 
Cladophora sauteri f. sauteri from Toyama. A. Cel1s of 
branches. B. Cel1s of branchlets. 

or a marsh in which the alga grows above the 

stream. Another possibility is transference 

by water-birds or animals (including human 
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Fig. 4. Distribution of the ratio of length 
to diameter of cel1s in Clodopho惜 sau/erif. sauteri 
from Toyama. A. Cel1s of branches. B. Cel1s of 
br叩 chlets.
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beings) from its original habitat. 

Since CladoPhora sauteri f. sauteri in this pond 

in the Toyama district seems to grow very 

well， the pond may have good environmental 

condition for growth of this alga as stated by 

Nagai (1988). This is interesting in view of 

the ecology for Clad(Jphora sauteri. 
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神田房行:富山で発見されたマリモの観察

1987年富山県の立山町でマリモ様藻が発見された(長井 1988)。その後，富山女子短期大学安田郁子助教授と

富山市科学文化センター長井真隆氏からそれぞれ生標本とホルマりン潰標本が送られて来て，同定を依頼された。

これらの標本に基づいて詳しい形態の観察を行った。富山で発見された標本を，これまでわが国の各地から採集

されているマリモ類と比較してみると，糸状体が堅くてしっかりしていることや細胞のサイズ分布が阿寒湖や釧

路湿原の湖沼から採集されたマリモ (Cladophorasauteri・(Ness)Kutzing f. sauten)の細胞のサイズ分布と非常によく

一致していた。富山のマリモ様藻は浮遊状のものの他に石に付着しているものがあることや，糸状体の分枝の仕

方が不規則な点で他の湖沼のマリモと異なるところもあるが，マリモ (Cladophorasauteri (N eeのKutzingf. sauten) 

であると結論された。

富山でマリモが発見されたのは，立山町の民家の池に於てであった(長井 1988)。この池は，今から約35年ほ

ど前に作られたもので(長井 1988)，マリモが自生していたものとは考えられない。この池には，地下水をたえ

ず流し込んでおり，その地下水によってもたらされた可能性が考えられる。その場合には地下水の水源か経路に

マりそが生育している可能性がある。他の可能性としては，水鳥などの生物(人間も含めて)によってもたらさ

れたことも考えられる。この池でのマりモの生育状態は非常によいようなので(長井， 1988)，マリモにとって

の生育環境条件が整っているように思われる。マリモの生態を探るうえで興味深い。 (085北海道釧路市城山

北海道教育大学郵n路分校生物学教室)
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The morphology of Bostrych白 piluliferaMontagne 

(Rhodomelaceae， Rhodophyta) 
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臨時， R.J.， Puttock， C， F.阻 dPaula， E.J. 1991. The morphology of Bostrychia piluゆraMontagne 
(貼odomelaceae，貼odophyta).Jpn. J. Phycol. 39: 31-36. 

The vegetative morphology and all reproductive stages of BostヮIChiapilulifera Montagne 
(貼odomelaceae，貼.odophyta)are described in detail from recent collections in Brazil. The relationship of 
B. pilulifera to other species in the genus is discussed. 

』むり/[，叫ICWords: Bostrychia pilulifera-Rhodomelaceae-Rhodophyta-syst加 tics一蹴'onomy.

In a worldwide taxonomic revision of the 
genusBostヮ'chiaMontagne， King and Puttock 
(1989) recognized 11 species， but noted that 
those species restricted to tropical and 

southem America， B. calliptera (Montagne) 
Montagne， B. montagnei Harvey and B. 

ρilulifera Montagne， were known from 
relatively few collections. In consequence on-
ly short diagnoses ofthese species were provid-
ed and reproductive stages were not described 

in detail. Collections of B. piluゆ 'afrom 
Brazil， including fertile material of all stages， 
have now become available (P加 laet al. in 
press). The present paper brings the descrip-

tion of Bo吻 chiapilul抑'ainto line wi也也ose
provided for other species in King and Put-
tock (1989)， and makes further comments on 
the relationships of B. pilulifer・'ato other 
species of Bostrychia. In spite of the limited 
material available to King and Puttock (1989) 

the diagnosis of the species remains essential-

ly unchanged and it can be identified without 
di伍cultyusing the keys in白紙 paper.

Materials and Methods 

Collections were fi.xed in formalin-
seawater. Specimens were stained in 
toluidine blue and mounted on microscope 
slides in karo solution. A representative col-

lection of microscope slides has been 
deposited in the J ohn T. Waterhouse Her-
barium (UNSW). Measurements quoted for 
cell dimensions include cell walls， as in most 
preparations some plasmolysis of the pro-

toplast occurred in processing. All drawings 
were made by C.F.P. with the aid of a camera 
lucida and light micrographs taken on an Or-
thoplan photomicroscope (Emst Leitz 
Wetzlar GmbH， FRG) using Kodak technical 
pan 2415 rated at 50 ASA. 

Taxonomy 

Bostり/Chiapilulifera was described from 
material originally confused by Montagne 

(1840) with Rhodomela .floccosa (Esper) C. 
Agardh. 

Bos句IchiapilulijもraMontagne 1842: 252. 
Syntypes: CayeQ，ne， French Guiana， 
Lψrieur 349 and Mon勾ne. Surinam， 
争litgerber1316/1317. 

Literature: Montagne 1850: 286. Kutzing 
1865: 7， pl. 18 fig. e-h. Post 1936: 20. 
King and Puttock 1989: 28. Paula et al. in 
press. 

Synoり 均1:Helico 
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Fig. 1. Paula， SPF 54449 ED，♂'i! respectively. a. Tetrasporangial stichidium， showing the five 
tetrasporangia around the axial cells. Scale: 100μm. b. Spermatangial branch wi出 apicalportion fertiJe and 
lower part now devoid of spermatia. Scale: 100μm. c. Gonimoblast filament exhibiting sympodial growth and 
with a terminal carposporangium. Scale: 50μm. d. Determinate (lateral) branching system arisi月 froman in 
determinate branch. The hapteral branch (lower) has a rhizoidal apex. Other branches show the typical single 
celled apex， and young tetrasporangial stichidia are visible in出eupper branches. Scale: 200μm 
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a b c 
Fig. 2. Paula， SPF 54449. Scale: 100μm. a. Vegetative apex; axial cells stippled. b. Hapteral apex. c 

Cortical development; cells derived from two pericentral cells only shown. Most proximal pericentral cells give 
rise directly to four cortical cells， and distal cells give rise to 0-3 cortical cells. 

tagne) Kutzing 1847: 3. 

Amthibia tilul俳ra (Montagne) 

Kuntze 1891: 881 

De，釘'scr吟tio仰n(Figs. 1-3) 

Thallus scrambling with sub-erect branches 
or more or less prostrate， robust， clump or 
turf-forming， purple to brown; main axes in-
determinate， 35-70 mm  long bearing deter-

minate lateral branches 2-3 mm  long， with 1-
2 (-3) orders of alternate branching (5-13 se-

cond order determinate branches); 2 tiers of 

pericentral cells per axial cell， with (6-) 7-8 
pericentral cells per tier around the main axes 

and primary lateral branches; (←) 5-6 pericen開

tral cells per tier in fertile branches; corticate 

throughout (except distal portion of male 

reproductive branches polysiphonous); attach-

ed to the substratum by cladohaptera. 

Indeterminate axes 120-600μm in diameter， 
axial cells 80-400μm long; co口ex well 
developed， 2-3 orders of cortical cells; 
superfi.cial cortical cells rectangular to ovoid 
15-25μm long， 8-12μm wide; branches aris-
ing alternately at intervals of 5 or more axial 
cells; determinate branches arising laterally at 

intervals (2-)←6 axial cells. Determinate bran-
ches of 1-2 (-3) orders， branching at intervals 
of 2-5 (-10) axial cells; ultimate branches 25-

45阻 ialcells long. Cladohattera 8-10拡 ial

cells long; branch borne from the fi.rst axial 

cell of primary lateral branches. 

Cladohaptera that do not become attached to 

the substratum have the appe訂叩ceof short 

unbranched laterals of determinate growth. 

Caψogonial branches borne within 5-7 subapical 
axial cells of lateral branches; fertile region 

usually 1-3 consecutive axial cells long with 1 

procarp per axial cell;砿 ialcells below the fer-

tile region have 5-7 pericentral cells per tier 

and procarpial砿 ialcells 5 pericentral cells 

per axial cell; the supporting cell produces a 

sterile group of 3 cells prior to fertilization 

and the adjacent sterile pericentral cell pro-

duces a group of 3-5 cells; the carpogonial 

branch is 3 cells long. Cystoωψs subapical， 
ovoid to globular， 500-600μm long， 450-
500μm in diameter， with a 50-80μm 

diameter ostiole; cystocarp walls have 8 

longitudinal pericarp fi.laments with two 2・

tiered pericarp pericentral cells per fi.lament 
cell and 1-2 orders of cortical cells; car-

posporangia 88-100μm long， 25-35μm ln 
diameter， 40-70 per cystocarp. 争ermatangial
branches 800-1500μm long， 85-110μm ln 
diameter， formed from 3-12 subapical axial 
cells (350-400μm) of ultimate lateral bran-

ches fertile， and older proximal sper-
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b 

a 

c 
Fig. 3. Paule， SPF 54449♀，♂， <D respectively. Scale: 100μm. a. Procarpial branch;位 ialcells and pro-

carp stippled. b. Spermatangial branch; all cells derived仕omthree pericentral cell rows only shown. c. 
Tetrasporangial stichidium; for four pericentral cell rows only. 

matogenous superficial cells spent; axial cells 

below the fertile region have (←) 5 pericentral 

cells per tier; spermatangial branches have 5 

pericentral cells around the axial cell， giving 
rise to 2 tiers ofpericentral cells; each pericen-

tral cell produces 1 (-2) orders of cortical cells， 
the superficial cells are potentially sper-

matogenous. Tetrasporangia borne in 

subapical stichidia on ultimate lateral bran-

ches; stichidia 700-1200μm and 7-10 axial 
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cells long， 195-250μm in diameter; branches 
bearing stichidia have 6 pericentral cells per 

tier; stichidia have 5-6 pericentral cells per砿・

ial cell， each of which gives rise to a 

tetrasporangium and 2 cover cells， each cover 
cell divides once and subsequently forms 0-1 

order of cortical cells; tetrasporangia 50-

65μm in diameter. 

Distribution and habitat 

Endemic to the northeast coast of South 

America: French Guiana， Surinam and 

Brazil; probably widespread in this region but 

as yet poorly collected. Bostヮchiapilul俳ra
grows epiphytically on mangroves in the up-

per eulittoral zone， in both the full sun and 
shade. Plants growing in full sun tend to be 

short and prostrate whereas shade plants are 

longer and erect， and in consequence fewer of 
the hapteral branches are attached to the 
substratum. 

争ecimensexamined 
SOUTH AMERICA: French Guiana: 

Cayenne， [1839-1843] Lψieur 349 and Mon-

tagne (syntype: MEL 672280， labelled 
‘Rhodomela floccosa? j開 IOrη.Surinam: [Nov. 

1837寸uly1838] Splitgerber 1316/1317 (syn-

type: MEL 672281); Surinam R.， N of 

Paramaribo， 26. vii. 1958， Vroman (BISH). 
Brazil: Ilha de Maraca [N of Amazon R. 

delta， c.20N 500W] 21. x. 1988， Paula (SPF 
54449 !j!，♂， 8:)， 54065); Baia de Mar司o，
Mosqueiro， [c.10S 480W]2. ii. 1988， Ugadim 
(SPF 51927， 52026， 52046). 

Etymology 

Montagne (1842) presumably named this 
species because of its “'globoso・subovatis"

cystocarps: from pilula (a globule) andJ加 (to

bear)， though this is typical of all species of 
Bostワchi・a.

Discussion 

The production of the hapteron is identical 

to that found in BostりIchiaradicans (Montagne) 
Montagne and B. moritziana (Sonder ex Kutz-
ing) J. Agardh: a vegetative branch dedicated 

to the development of a terrp.inal holdfast is 
propuced from the first axial cell of the deter-

minate lateral branch ~ystem (Fig. 1d). This 

branch is initiated in the direction of the 

substratum instead of more or less in the 

horizontal plane， as is typical of all other br却-

ching. Although this branch is directed 

towards the substratum it actually emerges 

between the second and fourth formed 

pericentral cell row because of the rotation of 

the formation of pericentral cells in lateral 

branches. The first formed pericentral cell 

row is in the upper ab砿 ialposition and the 

last formed is in the adaxial position. The 
branch arising from the first axial cell of deter-

minate branches of B. radicans， B. moritziana 
and B. tenella (Lamouroux) J. Agar品 1S

likewise in this position. Hapteral branches 

(Fig. 1d， 2b) can be distinguished from other 
branches by the cluster of extended pericen-

tral cells associated with the apex. 

In tetrasporangial plants of Bostヮchia
Pilulifera (Fig. 1a， 3c) the pattern of cover cell 
production is the same as that in B. radicans 
and B. moritziana， with two cover cells produc-
ed to the outside of the stalk cell. Each of 

these two cover cells cuts off one cell 

anteriorally. In B. pilul俳rathis is followed 

by the production of a further layer of cortical 

cells. In other species of Bostヮchiathree 

cover cells are produced. 

The morphology of the procarp (Fig. 3a)， 
cystocarp， and carpospore (Fig. 1c) of B. 

pilulij告raare the same as those of other 

species of Bostヮchia.
Male plants possess fertile lateral branches 

which produce spermatia over some length of 

time. Spermatogenous cells of the subapical 

region (350-400μm) are active in producing 

spermatia and for up to 1100μm behind this 

is a region that had produced spermatia in the 

past but is now inactive (Fig. 1b， 3b). The 
superficial ex-sperrr凶 ogenous(spent) cells 

provide no evidence of secondarγactivity. 

The same pattern is seen in Bostrychia radicans 

(see Fig. 10b in King and Puttock， 1989). 
No spent spermatogenous regions have been 

found in other species such as B. tenuissima， B. 
pinnata and B. moritziana (King and Puttock 
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1989; Fig. 8d， 9a， 13e) nor in the cultured 
plants of B. t伽enella(We側s杭tand Calu山叩1m叩p卯on時g 

1988). 

Cortical development of Bostヮchiapilulifer・a
differs in detail from that in other corticated 

species (Fig. 2c). The pericentral cells are 

formed in two tiers as is typical for the genus 

(King and Puttock 1989). The additional 

two or three layers of cortical cells cut off to 

the outside may also follow this same patt-

em. However， frequently the outermost 

layer of the cortex diverges from this pattem 

with the cells of the penultimate corticallayer 

producing four cortical cells directly (Fig. 2c; 

see also Fig. 4a in King and Puttock 1989). 

Unlike the cells of the outer cortical layer in 

other corticate species these cells do not form 

secondary pit connections with the cells of the 

same order from adjacent anterior and 

posterior cells. 

Conclusions: 

The availability of this additional material 

has provided confirmation of the details of the 

diagnosis for Bostヮchiapilulifera in King and 
Puttock (1989) including the presence of 

cladohaptera (Post 1936). The pattem of 

development shown by B. pilulifera is the same 
as that in B. radicans， but B. pilulifera is readily 
distinguished by the cortication of the main 

砿 esand the well developed indeterminate 

axis (35-70 mm  long c.f. 10-20 mm  in B. 

radicans). 
In addition， one of the underlying predic-

tions of the cladistic analysis in King and Put-

tock (1989) was that the cortication has arisen 

on several occasions. The superficial cortical 

layer in B. pilul抑ais developed in a different 

manner to that in other corticated species of 

Bostヮ'chia，which is consistent with the no-

tion that cortication has arisen on several occa-

sions， and is not homologous at least between 
B.戸luゆraand its species group (B. radicans) 

in the cladistic analysis"， and the other groups. 
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兵庫県内の池に発生したヒ力リモ(黄金藻)の観察
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Ohishi， H.， Yano， H.， Ito， H. and Nakahara， M. 1991. Observations on a chrysophyte“Hikarimo" in a 

pond in Hyogo Prefecture， Japan. Jpn. J. Phycol. 39: 37-42. 

An alga “Hikarimo" in J apan usually referred to as Chromulina rosano伍iwas collected from a pond in 

Miki City， Hyogo Prefecture， Japan. It was cu¥tured and examined with light and electron microscopes. 
Judging from a reduced sagellum observed on a motile cell， this alga was identified as Ochromonas 附加

not as Chromulina rosanoffii. Statospores (chrysophycean cysts) were found among the clumped cells at 

soating stage. Large cysts with the same structure as the statospore were found among the palmelloid cells. 

Key lndex Words: Chromulina rosanoffii-ChりIsophyceae-cyst-Ochromonasvischeri-palmelloid 

stage-reduced jlagellum. 

Hideaki Ohishi， Public Health Research lnstitute 0/ Kobeαty， Minatozima-nakamachi 4-6， Chuo-ku， Kobe， 

650japan; 

Hiroshi Yano， Hiroyuki lto and M，制 nobuNakahara， Wat，宵 QualityLaboratory， Kobe City陥 terworks

Bureau， Kusutani-cho 37-1， Hyogo-ku， Kobe， 652 japan 

ヒカリモは我国では1913年千葉県竹岡の黄金窟から

初めて報告されている(三好 1915)。その後， 1914 

年長野県下虎岩の横井戸(日比野 1915)， 1947年長

野県篠井山布施の横井戸(大田 1947)， 1947年熊本

県八代高等学校の池(西村 1948)より見い出されて

いる。これらの報告ではヒカリモを Chromulina

rosanojJii (Woronin) Butschliと同定してL、る。

著者らは兵庫県三木市の寺院の境内にある池の表面

がヒカリモによって黄金色に悔いているとの報告を得

て調査した。このヒカリモを光学顕微鏡及び電子顕微

鏡により観察した結果，本藻を Chromulina属に所属さ

せることは適当でないとの結論に達した。また，浮遊

する群体，及び大きさの異なった 2つのタイプのシス

トを観察したので報告する。

材料と方法

月16日に行った。その時の水質を Table1に示す。試

料はひしゃくを用い，池の表面水を 11のガラス瓶に

採取した。

2)培養

1986年2月26日の試料より本藻をピベット法(舘脇

1979)で分離し単種培養を行った。培養は Ur-l培

養液 (Kimuraand Ishida 1985)を 75ml入れた 100ml

マイヤーフラスコにて行った。培養条件は 100C，白

色蛍光灯 900Lux，光周期 8:16(明期:暗期)である。

3)観察

光学顕微鏡 (LM)観察は生きた試料と固定試料(ギ

ムザ染色)の両方を用いた。

透過型電子顕微鏡(TEM)観察試料作成法は以下の

とおりである。コロジオン・カーボン膜張りグりッド

に試料を滴下し，オスミュウム酸蒸気中で 1時間固定

した。次に自然乾燥した後，真空蒸着装置内で20度の

角度で白金パラジュウム合金を蒸着した。樹脂包埋は

1)調査場所及び調査方法 試料を 40Cにおいて， 2%グルタールアルデヒド・

池は兵庫県三木市志染町にある伽耶院の境内にあ カコジル酸緩衝液 (0.2M， pH 7.4)により30分間固定

り，雑木林のなだらかな斜面の下に位置し，寺の建造 し，同じ緩衝液で洗浄後，さらに 2%オスミュウム酸

物と木々に固まれている。池の大きさは 4X5m，水 ・カコジル酸緩衝液 (0.2M， pH 7.4)により 1時間固

深約 1mである。調査は池の表面にヒカリモが大増 定した。次に緩衝液で洗浄後50-100%エタノール・

殖し，黄金色を呈していた1986年2月26日， 1987年4 シリーズにより脱水し， Spurr (1969)の樹脂に包埋し
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Table 1. ChemicaJ quaJity of water of the pond. 

Water temperature 。C

pH 

Electric conductivity μS/cm 

COD (Mn) mg/l 

NH.-N mg/l 

N02-N mg/l 

N03-N mg/l 

Total-N mg/l 

Total-P mg/l 

Total hardness mg/l 

AlkaJinity (as CaC03) mg/l 

Chlorophyll a μg/l 

た。切片作成は Porter-BlumMT-2を用い，切片は酢

酸ウラニールと酢酸鉛 (Reynolds1963)による 2重染

色を施した。 TEM観察は]EM・1200EXにて行った。

走査型電子顕微鏡(SEM)による浮遊相の群体及び

シストの観察法は以下のとおりである。小さく切った

カパーグラスに試料を滴下し，自然乾燥をして水分が

無くなる頃にオスミュウム酸蒸気中で 1時間固定し，

乾燥後金蒸着を施した。遊泳細胞の観察は樹脂包埋試

料と同様に固定し，脱水した後，酢酸イソアミルに置

換して臨界点乾燥し，次に金蒸着を施した。 SEM観

察は]SM・35CFにて行った。

結果

天然試料及び培養試料から 3つの異なる細胞相が観

察された。

1 )浮遊相

光沢を発する天然試料をスライドグラスに滴下し，

カパーグラスを掛けないで観察を行うと，部分的に黄

褐色を帯びた大小の集塊が見られた。これらは 1~約

35個の浮遊細胞が疎水性の柄〔日比野 (1915)による

小管状体〕を持った袋状の構造に包まれて水面上に浮

遊しており，光を強く屈折するため気泡と同様に周縁

部が黒く見える。球形をした単細胞性のもので直径

5~7.5μm，多細胞性で不定形の群体は 30X90μm に

達する。柄は単細胞性のものでは 1本，不定形の群体

には最大20本その周辺部に存在する (Fig.1)。群体を

SEM 観察すると柄の長さは 0.8~ 1.8 f1m，先端部はラ

ッパ状に広がっている (Figs.2， 3)。ヵパーグラスを掛

けると，浮遊相群体は壊れ，鞭毛を持つ遊泳細胞が放

Feb. 26， 1986 Apr. 16， 1987 

6.4 9.2 

5.9 5.9 

64.1 60.0 

2.8 3.3 

0.00 0.10 

0.000 0.002 

0.02 0.14 

0.31 0.71 

0.18 0.074 

8.4 5.4 

3.0 2.4 

14.2 7.2 

出された。このことにより，浮遊相群体の中には鞭毛

を持った遊泳細胞が存在することがわかる。浮遊相群

体中にはシスト(スタトスポア)も観察された (Fig.

4)。シストは球形で，直径 5.1~6.2 f1m ， 表面は滑らか

であり，直径1.0~ 1.2μm，高さ 0.3μm の襟に固まれ

た直径 0.3μmの孔を持つ (Fig.5)。群体をカパーグラ

ス上で乾固させると，シストを最大14個含んだ群体が

観察された (Fig.6)。

2)遊泳相

遊泳細胞を LMにより観察すると細胞は球形もし

くは卵形をしており，長さ 3~7μm，幅 3~6μm であ

った。細胞内には 1個の黄褐色のカップ状ないし帯状

の色素体が存在する。限点は観察されなかった (Fig.

7)。

また，体長の 1~1.5倍の長さの長鞭毛だけが観察

されたが，ギムザ染色を施すと約 1μm長の短鞭毛が

観察された (Fig.8)0 TEM観察によると，長鞭毛は羽

状鞭毛で，マスティゴネマ (mastigonemes)は太い軸

部と先端部から成り，Chromulina placentulaと同様に先

端部は 1本ないし 2本に分かれている (Belcher and 

SwaJe 1967)。また，基部より 0.2μm付近で折れ曲が

ることが多く，このことはマスティゴネマが

Ochromonas や褐藻類の遊走細胞のそれと同様に基

部，シャフト，先端の細毛という 3つの部分からなっ

ていることを示唆している (Bouck1969， 1971)。短鞭

毛は中央部に膨潤部を持ち，長さは1.2~1.4μm で，

マスティゴネマなどの付属物はない (Fig.9)。切片観

察より短鞭毛の膨潤部の中に電子密度の高い領域がみ

られた (Fig.10)。また，この領域は蛍光顕微鏡によっ

ても蛍光を発するのが観察された。 Kawai(1988)によ
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Figs. 1-6 “Hikarimo" at ftoating stage. Fig. 1. Clumped cells (LM). Fig. 2. Clumped cells (SEM). Fig 
3. Detail of a projection (SEM). Fig. 4. A cyst (arrow) among the c1umped cells (SEM). Fig. 5. A cyst (SEM) 
Fig. 6. Smear preparation of 14 cysts among c1umped cells (LM). (Scale bars: 10μm for Figs. 1， 2， 4， 6; 1 pm for 
Figs. 3， 5) 

れば，この蛍光物質は黄金藻や褐藻類の限点を持つ遊 (Fig.l1)。

走細胞の短鞭毛に存在すると いわれている。本藻で 色素体はカードルラメラをもち，カップ状で，その

は，限点がなL、が11t光が見られ，この点で例外的な存 内部の窪みに核が配置している。そして核と築緑体は

在である。 SEM 観察によ っても，長線!毛が生じる部 核の外11英と葉緑体 ERによってつながっている。ピレ

分の横から短鞭毛が突き 出ているのが確認された ノイドは核に面して位置し，チラコイドの賞入がなく
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⑥ 

Figs. 7-13 “Hikarimo" at motiJe stage. Fig. 7. A motiJe ceJJ (LM). Fig. 8. A motiJe ceJJ stained w凶

Giemsa (LM). Fig. 9. Long flageJJum beari咋 typicaJmastigonemes in two rows， and short one Jacki咋 suchhair 
appendages (TEM). Fig. 10. Short日ageJJum(SF) with eJectron-dense substance. Fig. 11. Two motiJe ceJJs with 
short flageJJa (arrow heads) and Jong AageJJa (SEM). Fig. 12. Section ora ceJJ， s油howi日r可 m 司勾jorceJJu川u叶lJa剖rc∞omponent臼s 
(TEM). C， chJ凶o印r叩‘O叩pJ凶as叫t町;ER王， e叩n吋do叩pコJa邸sm川 i叩C 1陀etJc印u山Jt川u山叩1IT町Y
l1t川u比lcleu凶s只;P， py巧yreno凶 PR，Pμen刷pμJas叫tl凶da剖J1閃eg♂l旧on. Fig. 1は3.A vesicle containing mastigonemes (TEM). (ScaJe bars: 
10μm ror Figs. 7，8; 1μm lor Figs. 9-13) 



Observations on “Hikarimo" (Chrysophyceae) 41 

Figs. 14-17 “Hikarimo" at palmelloid stage. Fig. 14. Palmelloid cells in culture (LM). Fig. 15. Section of 
cells at palmelloid stage (TEM). Fig. 16. A cysl (arrow) and cells at palmelloid stage (LM). Fig. 17. A cyst 
(SEM). (Scale bars: 10μm for Figs. 14， 16; 1 f.lm for Figs. 15， 17) 

て，葉緑体膜が貫入してチュ ーブ;伏の窪みを作ってい 胞が球形の膜に包まれたノ勺レメロイドを形成 してお り

る。その中には電子密度の高L、所が観察される。ピレ (Figs. 14， 1 5)，大きさは直径 1O~48μm であ っ た。 こ

ノイドと核の間 (periplaslidalregion)の中に小胞が多 れらは水面に浮遊して黄金色を呈するが，柄がなく，

く観察される。コソレジ体は核の近くに位置し，数個の 光を強く屈折しない点で浮遊相と異なる。また，パノレ

ミトコソ ドリア断面が観察される (Fig.12)。また，マ メロイドより遊泳細胞が外の肢を破って泳ぎ出すのが

スティゴ不マを内在した小胞がみられる (Fig.13)。 観察された。 20日後には培養液の水面が一様に賞褐色

3)パノレメロイド相 を呈した。 LMにより観察するとパノレメロイドと共に

パノレメロイド相の細胞は熔養でl:l:l現し， 天然、では観 球形をした直径 8~10μm のシストが混在していた

察されなかった。 培養を始めて10日後にはヒカりそは (Fig. 16)。このシス トは，SEM観察によると表蘭は

増殖し培養液の水面が微かに黄色を塁した。 LMに 滑らかで，直径 1. 8~2.3μm ， 高 さ 0 .4~0.9μm の襟で

より観察すると 2， 4， 8， 16， 32'(図の鞭毛を持つ紺| 閤まれた直径 0.8μmの孔を持つ (Fig.1 i)。
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考 察

水面で黄金色に光る黄金藻は Chromulinarosano.ffiiと

Ochromonas uischeriが知られている。これらの藻類の分

類は混乱しており，次のような歴史を持っている。

Chromulina rosano.ffiiは Woronin(1880)が Chromゆ紗ton

即時間ffiiとして記載した藻を Butschli(1889)が本種に

組替えたものである (Huber-Pestalozzi1941による)。

一方 Ochromonas uischeri は， Vischer (1943) が

Chromothyton rosano.ffii W oroninの名で短鞭毛を持つと

記載した藻を Bourrelly(1957)が本種に組替えたもの

である。 Starmach(1985) も2種を別属として取り扱

っている。しかし従来 Chromulinarosano.ffiiの学名で呼

ばれてきた藻は，観察する過程で短鞭毛の存在が見落

とされてきた可能性がある。今回調査した伽耶院内の

池のヒカリモは細胞のサイズ，形態その他の点で

Chromulina rosano.ffiiと Ochromonasuischeriの双方の記載

によく一致しているが，短鞭毛の存在から Ochromonas

uischeriと同定するのが妥当である。

本邦の各地に産するヒカリモは，短鞭毛を欠く遊泳

細胞が報告されており ，Chromulina rosano.ffii (W oronin) 

Butschliの名が当てられている(日比野 1915，大田

1947，西村 1948)。ヒカリモに Chromulina削 ano.ffiiと
Ochromonas uischeri の2種が存在するのか，あるいは

LMでは観察が困難な短鞭毛の存在が見落とされてき

たのかを明らかにするために，タイプ種が記載された

地方を含む多くの地点、から採集を行い Chromulina

rosano.ffiiについての再調査を行う必要がある。

浮遊相群体中にみられるシスト，及び培養時にパノレ

メロイドと混在しているシストの 2種類が観察され

た。前者は直径 5.1~6.2μm に対し，後者は直径

8~10μm である。形は共に球形で，表面は滑らかで，

襟に固まれた孔があり黄金藻に典型的なスタト胞子で

ある。大きさの差が有性あるいは無性の生殖の違いに

よるものかどうかまだ分からないが，今後この点も研

究していきたL、。
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Taniguchi， K.， Isogami， K. and Kojima， H. 1991. Observations on the growth and maturation of 2-4 

year old plants of E出 niabicyclis (Laminariaceae， Phaeophyta). Jpn. J. Phycol. 39: 43-47. 

Growth and maturation of 2-4 year old plants of Eisenia bicyclis were investigated from June 1986 

through June 1989 at Iwaki on the Pacific coast of northeastern Honshu， Japan. During a year， lateral 

blades grew rapidly fromJanuary to August， but slowly from September to December. Lateral blades with 

sori were observed throughout the year in plants 3-4 years old. Lateral blades had wrinkles on their 

surface fromJan凶 rythrough August， when lateral blades w地 sorishowed a decrease目 Plantsof2， 3 and 4 

years old were found to produce 34， 44 and 42 lateral blades yearly， and to discard 30， 44 and 42 blades， 
respectively， in a year. From the wet weight of lateral blades and the number of lateral blades falling off a 

ye訂， it is estimated出at出eyearly loss of organic matter of 2， 3 and 4 year old plants is about 1.3， 2.5 and 

2.1 kg (wet weight)， respectively. 
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marine forest. 
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褐藻アラメ Eisenia bicyclis (Kjellman) Setchellは，三 れるため，年齢別の生長と成熟の季節的周期を観察す

陸南部 (111嶋1954)から九州南端までの太平洋沿岸， ることに基づいて明らかにする必要がある。本調査で

瀬戸内海および九州西岸から日本海西部沿岸まで広く は，吉田(1970)の方法にならい，萌出年が確定でき

分布し(新崎1953)，低潮線付近から漸深帯にかけて る個体に標識を付け，満 2~4 歳に相当する 3 年間，

の岩礁域に海中林と呼ばれる優占群落を形成する。本 側葉更新経過を観察するとともに，標識個体と同一年

種は，寿命が満年齢で5歳(小島1979)または 6歳(谷 齢の個体を採集して生長と成熟の季節的局期および群

口・加藤1984)と推定され，萌出から茎の上部で 2叉 落の純生産量を推定する基礎としての側葉脱落量を検

し:枝を形成するまでの生長および形態形成の過程につ 討した。

いては明らかにされているが (Yendo1902，新崎1953，

林田1963. 1966)，その後の生長と成熟の季節的な周期 方 法

は明らかにされていない。また，吉田 (1970)は萌出

後“ 3年またはそれ以上経過した個体"に標識して側 福島県いわき市の永崎漁港前(北緯36057'，東経

葉の更新経過等を観察し，側棄の脱落量を個体あたり 140056') の水深 4~6m の地点に生育する 1984年に萌

1年間に約 2kgと算定し，それに基づいて群落の純生 出したアラメ(佐藤ほか1985)を対象に. 1986年6月

産量を 20kg/m21年と推定した。しかし側薬の脱落 から1989年6月まで 1ないし 2ヵ月に 1回の間隔で調

量は年齢によっても，季節的にも異なるものと考えら 査を行った。まず. 10個体の仮根部近くに番号付のプ

ラスチック板を結んだ釘を打ち込んで標識し，各個体

*東北区水産研究所業績第 468号 の枝毎に側葉を計数後，それぞれ最も若い側葉(長さ
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約 10cm)の基部から 5cmのところに直径O目5cmの穴 に極小となり，葉状部の季節変化と完全に一致した。

をあけ，期間内の側葉の新生数と脱落数を求め，同時 また，倶~葉の長さおよび重量は 2~3 歳にかけて大き

に禄長と最も長い側葉の位置等を記録した。標識した さを増し 4歳では減じてL、く傾向も一致した。最も

個体の周辺から1O~15個体を採集し，校長，茎長，茎 若い側葉から数えたこれら最も大きい側葉の順位は 2

径(仮板部直上)を測定後，側葉を枝毎に切り離し ~6 月には側葉新生側に， 12月には脱落側に位置する

それぞれ 1枚毎に長さ，重量，葉面積 (DELTA-T ことから， 2~6 月には側葉の生長が速く，その大き

DEVICE製， L1T AREA METER使用)，副側葉の数を さが8月に極大となり，以後12月にむかつて生長がお

測定し，側葉表面の簸紋と手襲班の有無を記録した。 くれて12~ 2月に極小となることを示している。

なお，葉面積は1986年 6月かiら1987年 6月の測定で， 側葉の大きさと生長速度は成熟期と密接に関係する

側葉重量と一定の関係が見出されたので， 1987年8月 と考えられるので，枝当り総側業数と子褒班および鍛

以後は側葉重量から換算して求めた。 紋をもっ側葉の位置の季節変化を求めた (Fig.3)。総

側葉数はL、ずれの年齢においても 2月から 6月にか

結果と考察 けて増加し 9月から12月にかけて減少した。また，

調査場所のアラメは， 198t年萌出群なので， 1986年

6 月 ~1987年 6 月は満 2 歳， 1987年 6 月 ~1988年 6 月

は3歳， 1988年 6 月 ~1989年 6 月は 4 歳に相当する。

Fig. 1に示すように，いずれの年齢となっても葉状部

は重量，葉面積ともに 8月に極大， 12~ 2月に極小を

示した。そして， 2 ~3 歳にかけては大きさを増して，

4歳では減じてL、く傾向がみられた。茎状部は年齢に

ともなって生長を続け，茎長は 4歳で，茎径は 3歳で

ほぼ最大に達するのに対し，校長は 4歳でも生長を続

けた。 Fig.2にみられるように，側棄の長さ，重量，

副側葉数はどの年齢においでも 8月に極大， 12~ 2月

側棄に子嚢班が見られた期聞は 2 歳では 9~4 月，

3 歳では 8~4 月 4 歳では 6~6 月と年齢とともに

長期化したが，子褒班をもっ側葉数は 9~12月に最も

多かった。一方，鍛紋をもっ側葉は子嚢班形成が少な

い時期に多く，織紋をもたない側葉は子嚢班形成の多

い時期に多かった。つまり，子褒班形成および餓紋の

消失は，側葉数が減少し側葉の生長が低下する時期に

起っている。このような側葉表面の簸紋の有無と予重量

班形成との相関は相模湾産のアラメにおいても観察さ

れている(寺脇，私信)0Fig. 2のデータに基づいて，

12月から翌年6月の鍛紋のある最も重い側葉の平均重

量(生重)を計算すると 2歳では46.45:t5.14，3 

Fig. 1. Changes in leaf area and blade weight (upper)， stipe length and diameter (middle)， and stipe weight 
and arm length (Iow吋 ofEiscnia bi，り，clis. Averages and standard deviations. 
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Fig. 2. Changes of the length (upper) and weight (middle) of lateral blades， and the number of bladelets per 
lateral blade (Iower) of E日e7，川 blcyclis(solid circles). Open ci叶 esrepresent positions of the lateral blade with a 
maximum value. Averages and standard deviations 

歳では59.73:t8.36，4歳では 53.41:t2.15 g であつ られる。一方，子護班の形成期間は年齢にともなって

た。これに対し， 8 ~ 12月 の鍛紋をもたない側葉の平 長期化し 3歳から 4歳にかけては見かけ上連続する

均重量は 2歳 では38.10:t2.31， 3歳 で は が，子嚢班をもっ側繋が最も多くなるのは禁状部の大

51. 78土7.18，4歳では 48.18土8.04gで，鍬紋をもっ き さが減少する 9~ 1 2月である (Fig. 3)。したがって，

側葉の方が大きく，また，いずれの側業でも 3歳のも 満 2 ~ 4 歳のアラメにおいては 1 年を 1 ~ 8 月の生長

のが最も大きかった。 期と9~ 1 2月の成熟期に大別することができる。

以上の結果，禁状部には， 1 ~ 8 月に側紫の生長が 成熟期の側楽は鍬紋をもたず (Fig.3)，生長期の鍛紋

速くなるとともに側業数が増加して， 8月に極大にな のある側業より小型である。このことは，個体として

り， 9 ~ 1 2月 には側葉の生長が低下し側業数も減少し 子童話班の形成への物質とエネノレギーの分配の結果もた

て12月に極小になる (Figs. 1 ~3) と L 、う 周期性が認め らされたと考えることができる。なお，年齢の増加に
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Fig. 3. Changes in the number oflateral brades on one ofthe two arms ofplant (open ciri:les) and the posi-
tions of lateral blades with sori (dark areas) and with wrincles (dottecl areas) in Eisenia bicyclis 
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Fig. 4. Changes in the rates of the lateral blades forrnation (solid line) and decay (br百kenline) obtained by 
the leaf marking method in Eisenia bゆ lis. Averages for ten plants. 

ともなう子嚢班形成期間の長期化は，アラメの萌出期

が10月から翌年8月までの長期にわたること(谷口・

鬼頭1988)を裏づける。

葉状部の生長と成熟の周期と側棄の更新過程との関

係を明らかにするため，標識個体を用いて校当りの側

葉の新生と脱落の速度を求めた (Fig.4)。新生速度は

8~10月に最低， 12~ 2月に最高となっており，脱落

速度は新生速度が最低となる 8~10月と新生速度が最

高となる 12~ 2 月あるいはその直後の 2~4 月の 2 回

高くなり，それらの聞の10~12月と 4~6 月の 2 回低

くなるという季節変化を示した。すなわち，生長期に

は新生速度が脱落速度を上回り，成熟期には下回るこ
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Fig. 5. Schematic representation of the lateral blade longevity on one of the two arrns of Eisen阻 bicyclis.
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Table 1. Seasonal changes of the loss of 
organic matter (g wet weight) oflateral blades in 2-4 
year old plants of Eisenia bicyclis 

Age 
Duration 

2 3 4 

June-Aug. 185.8 358.4 320.5 

Aug.ーOct. 371.6 597.3 534.1 

Oct.-Dec. 92.9 238.9 213.6 

Dec.-Feb. 185.8 477.8 502.4 

Feb.-Apr. 245.3 517.8 385.4 

Apr.-June 228.6 326.6 192.7 

Total 1，310.0 2，516.8 2，149.0 

とによって側薬数の変化 (Fig.3)をもたらしている。

また， Fig.3とFig.4から，側葉脱落速度の冬~春季

の山は簸紋のない側葉が主に，秋季の山は鍛紋をもっ

側葉が主に脱落していることを示している。

次に， Fig. 4に示す期間別の側葉新生および脱落速

度にもとづいて標識個体の側葉更新過程を求め，さら

に Fig.3の子嚢班，鍛紋の有無による形態別の側葉の

位置から，標識個体上におけるそれら側棄の位置を計

葉脱落速度の季節変化 (Fig.4)に対応して 8~10月と

12~ 4月に高く，両期聞を比較すると，鍛紋をもっ側

葉が主に脱落する 8~1O月の方が高かった。年間の脱

落量は 2，3，4歳の個体でそれぞれ約 1.3，2.5， 

2.1 kg (生重)と計算された (Table1)。本研究で得ら

れた 2~4歳の個体の年間脱落量の平均値約 2kg は，

吉田 (1970)が 3年またはそれ以上の個体について推

定した値と一致する。また，年齢別の年間脱落量を比

較すると 3歳の個体で最も高かったので，年齢にとも

なう生長速度の増加は 3歳まで続き， 4歳以上になる

と生長速度が低くなっていくと考えられる。
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算して図示したのが Fig.5である。側葉は新生から脱 文 献

務まで 4~8 ヵ月，平均5.69 j: 1.31ヵ月の問，個体上

に存続しているので，満 2~4歳個体においては平均

的にみるとほぼ半年毎にすべて更新することになる。

その結果，個体当りの 1年間に新生した側業数は 2歳

で34枚 3歳で44枚 4歳で42枚で，脱落した側葉数

は 2歳で30枚 3歳で44枚， 4歳で42枚と計算され

た。側葉は最も大きくなった時点から末枯れし，やが

て脱落していくので，ある期間の側葉の脱落量は鍛紋

をもっ側葉の平均重量と簸紋をもたない側葉の平均重

量にそれぞれの脱落枚数を掛け算することによって求

めることができる。例えば 2歳の 2月から 4月まで

の期間には，校当りでは鍛紋をもっ側葉が 1枚，鍛紋

をもたない側葉が 2枚脱落しており，平均重量は前者

では 46.45g，後者では 38.10gであるから個体当りで

は次のように計算される。

{46.45 x 1 + 38.10 x 2} x 2=245.30 g 

このようにして求めた年齢別，期間別の側業脱落量

は Table1のようになる。季節的な倶u葉脱落量は，側
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防 lvoxglobatorの性誘起物質と生理活性特性

高知 滋

埼玉県立狭山清陵高等学校 (350-13埼玉県狭山市上奥富34)

Kochi， S. 1991. A sex-inducing substance in 防lvoxglobatoT and its physiological prope目ies. Jpn. J. 

Phycol. 39: 49-54. 

A sex-inducing substance (SIS) w副 extractedwith water after homogenization of colonies in the sexual 

reproduction phase of Volvox globatoT， a monoecious species. The substance exhibited an intense 

physiological activity， a remarkable sex-inducing effect not oniy on V. globatoT itself but also on other species 
ofEuvolvox including V. merrilli. It is remarkably stable against heat and organic solvents， and seems to be 
a relatively low-molecu1ar weight protein that is deactivated by acid or base and by proteolytic en勾mepro-

nase. 

Key [，叫"JI内池 cultuTe-physiol，伊 'fllPToperty-sex-indl凶 ingsubstance-Volvox globator. 
Sig，削 Kochi，制 'tamaPrifectuTe S，明脚Seiryo晶 lioTHigh School， Kamiokutomi 34， Sayama， 350-13 Japan 

防lvox の性誘起に関する研究は防lvoxaur.加 で

Darden (1966)が， 医師鳩町・でStarrandJaenicke (1974) 

と Tschochneret al. (1987)が，V. Tousseletiiで Mc-

Cracken and St町 (1970)が，いずれも雌雄異体の種を

用いて，その雄性群体を誘起する MIS(male inducing 

subst組 ce)について報告している。

本研究では，雌雄同体の種防lvoxglobatoTの有性生

殖期の群体を破砕し，水によって抽出した物質を用い

て，その生理活性と特性を調べた。

材料および方法

1.材料

実験に用いた材料は VolvoxglobatoT (1974年神奈川県

立教育センターの橋元守氏が神奈川県「子供の国」で

採取したものを1984年 8月に入手)， V. merri・lli(1987 

年5月26日;埼玉県立戸田高校の小川なみ氏が戸田市新

曾の水田で採取したものを入手)， Volvox sp. 1 (1986年

10月12日狭山湖で採取)， Volvox sp. 2 (1987年 7月2日

狭山市下奥富の水田で採取)の Euvolvox節に属する

雌雄同体の 4種と V.au閉 山 (1986年10月10日;埼玉県長

瀞で採取)， V. ca地問・♂(1986年 7月14日一宮市立荻原

中学校の小笠原義和民が愛知県一宮市浅井の水田で採

取したものを入手)である。

なお， Euvolvox節の 2種を sp. としたのは Smith

(1944)の分類に合致しなかったためである。

2. V. globatoTの生殖

(1)無性生殖

玖globatoTの無性生殖群体は球状に近い楕円体形で，

群体を構成する細胞は太い連絡糸で互いに連結し，各

細胞は個体輸をもち，およそ8，000-17，000個の小型

の栄養細胞の他に 5-12個の大型の生殖細胞が散在す

る。生殖細胞 (gonidium)は細胞分裂をくり返しなが

ら群体の中心部へ落ち込み，反転 (inversion) し，娘

群体が完成する。娘群体は母群体内でゆるやかに回転

しているが，その後遊出し，次代の群体となる。

遊出した若い群体が成長し，次代の群体を遊出する

までの過程を 5つの stageに区分し， Table 1とFigs.

1-5に示す。

(2)有性生殖

院 globatoTはホモタリック，雌雄肉体で，同一群体

内に卵と精子束を形成する。卵は通常30-40個，精子

束は 3-7個形成し，卵は受精後，丸みを帯びた三角

形の突起を有する接合子となる。成熟し，燈褐色にな

Table 1. Developmental stages of vegetative 
colonies of 防lvoxglobatoT. 

Time(hr) 
after release 

Developmental stage 
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Stage 1: Gonidia undivided-←ceIIed embryos 

2: 8- - 32-ceIIed embryos 

3: 6←-256-ceIIed embryos 

4: -pre-inversion embryos 

5: Inversion-daughter colonies 
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Figs. 1-5. Developmental stages ofvegetative colonies of Volvoxglobator. 1. Stage 1 (gon凶 aundivided~4-

celled embryos). 2. Stage 2 (8-~32-cell ed embryos). 3. Stage 3 (64-~256・ce lled embryos). 4. Stage 4 (pre-inver-
sion embryos). 5. Stage 5 (in vers ion~daughter colonies). Scale bar， 100μm 

った接合子を乾燥，保存し， 1 ~ 2か月後に水を加え 陥lvoxglobatorの有性生殖群体から次のようにして性

ると発芽し，細胞分裂をくり返し，その後反転して新 誘起物質を抽出した。

しい群体 が誕生する。(1)有性生殖群休(受精卵を形成しはじめた|時期のも

Figs. 6~12 ~こ V. globatorの有性群体と他のEuvolvox の)およそ1，000群体を水 10ml とともに密絵 したノミ

節 3種の接合子を示す。 イアノレビン中に 650C で241時間保ち，その上清を 2

3 培養条件 40Cに保存する。

培養は， VT培地 (市村1972)のう ち Glycylglycine (2)娘群体遊出寸前の無性生殖群体を培地 25mlを加

を HEPESに変えた培地を用い， 6，0001uxの照度で16 えた径 18mmのネジ口試験管50本に l群体ずつ入れ

時間明・ 81時間暗， 230C 恒温(市村1975)で行なった。 7日間培養すると 1;本中の群体数は600となり， 50本

また，培地，ガラス器具類はすべて滅菌して用いた。 の総数は 3万に達する。

培地の組成は次の通りである。 (3)この無性生殖群休をナイロンメッシュ (150 MS) 

Ca(N03)，.4H，O 11.8mg， MgSO，.7H，O 4.0mg， KCI 上に集め，培地でビーカーに洗い込む。

5.0 mg， C3H，Na，06P.5HO (Sodium-s-glycero- (4)培地 11を加えた容器10本に (1)の上清を 1mlず

phosphate) 5.0 mg， Thiamine HCI 1.0μg， Vitamin BI2 つ加え，これに (3)の無性生殖群体を均等に加えて 6

0.01μg， Biotin 0.01μg， HEPES 50 mg， P IV metals 0.3 日間さらに培養を続けると，無性生殖群体は次代にお

ml， H，O 99.7 ml (lN NaOHで pH7.5とした)。 いてほとんどすべて有性化し，群体内に受精卵を形成

また， P IV metalsの処方は次の通りである。 する(群体総数およそ20万)。

FeCI3・6H，O 97 mg， MnCI，・4H，O 41 mg， ZnCI， 5 mg， (5)この有性生殖群休をナイロンメッシュ上に集め，

CoCI，.6H，O 2 mg， Na，MoO， 4 mg， Na，EDTA 750 mg， 300 mlの水と ともにビーカーに洗い込む。

H，O 500 mlo (6) これを家庭用 ミキサーに移し，細胞を破砕してジ

4.性誘起物質の抽出 ユースとし，200ml容のビーカーに 50mlずつ分注し，
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8. Egg and 
Scale bar， 

Figs. 6-12. Sexual colony and zygotes of Volvox. 6. Sexual colony. 7. Egg and sperm packet 
sperms (v. globator). 9-12. Zygotes (9， V. globator; 10， V. merrilli; 11， Volvox sp. 1; 12， Volvox sp. 2) 
100μm in Fig. 6， 10μm in Figs. 7-12 

有性化率は母群体から遊出した群体総数のうち有性化

した割合で示 した。

1. SISの生理活性

(1)無性生殖群体の stageの違いと有性化率

V. globatorの無性生殖群体を Table1とFigs.1~5 に

示す 5の stageに区分し，SIS濃度 10-3gllの培地に

各区 1容器あたり l群体入れて 15回実験した結果を

Table 2に示す。 Stage1と2の群体は100%に近い有

性化率を示し，その後， stage が進むにつれて有性化

率の低下が見られた。

結果と考察

Table 2. E汀ect of SIS on developmental 
stages of Volvox globator 

No.of 
colonies 

1，045 

1，284 

1，328 

1.301 

1，149 

1，232 

Sexual colonv 
(%) 

99.5 

98.5 

91.3 

74.1 

27.5 

。

Stage 

4

1

q
'h

q
3
A
T

弓》

Medium 

Conditioned 

medium 

(SIS 10-3 gl。
日olvoxmedium 

(Control) 

650C に保った定温器中でゆるやかに水を蒸発させつ

つ，細胞中に含まれる性誘起物質を水に抽出 し，乾因

物とする。

(7)この乾固物に水 50mlを加えて懸濁液とし，これ

を遠心分離 (5，000rpm， 10分)して得た上清をビーカー

に移して再び 650Cで乾固する。さらに水 10mlを加

えて溶解，遠心， 乾固する。この操作を再びくり返し

て得た帯黄色透明な上清をパイアノレビソ中で乾固，秤

量し，低温で保存した。

この乾因物質を本研究では性誘起物質 (sex-indu口ng

substance， SIS)とした。 10万の有性生殖群体から上記

の方法で抽出し得る SIS 量は1O~20mg であ っ た。

以下に述べる実験並びに以後の SIS抽出のための有

性生殖群体の形成は SIS1 mgを Imlの水に溶解して

原液としこれを培地で希釈して用いた。

5 実験方法

実験は培地 10mlを加えた径 18mmのネ ジロ試験

管を各区10本ずつ用いて行なった。また 1容器に加え

た群体数と SIS量は実験ごとに後述の通りである。

有性化の有無と群体数は，供試群体の次代すなわち

母群体から遊出した娘群体が24時間経過した時点で 1

容器中の群体を培養液とともに径 90mm の時計皿に

移し，ノレーベ (X2)を用いて調べた。この時期の有性

生殖群体 (Fig.6)は群体内に多数の卵が点状に見え，

無性生殖群体と容易に見分けることができた。なお，
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Fig. 13. Relationship betw田 nsexual induc-
tion and exposure time to SIS in 防lvoxglobator. 

この結果は若い群体ほど SISに対する感受性が強

いか，あるいは性誘起をうながすためには一定時間以

上SISの作用が必要なことを示唆していると考えら

れる。

(2) SISの作用時間と有性化率

ごく若い群体 (stage1で生殖細胞が未分化の群体)

をSIS濃度 10-3g/lの培地で培養し，設定した時間

(12， 24， 48， 72時間)後，群体を SISを含まない培

地で数回洗った後， SISを含まない培地に移して培養

し，その有性化率を調べた。なお SISで96時間培養

した区は，その時点ですでに有性化の有無を判別でき

る状態に達していたので， SISを洗い流すことなく，

そのまま判定した。

実験は各区 1容器あたり 3群体入れたもので回，

5群体入れたもので2回実施した。その結果を Fig.13

に示す。この図から， SISの作用が48時間までの有性

化率は極端に低く， 10%以下で推移し， 72時間後では

96%と急激に上昇し， 96時間後ではほぼ100%有性化

したことが分る。

したがって性誘起をうながすためには，かなり長い

時間 SISの作用を必要とし，ほとんどの群体が有性

化するには72時間以上SISの作用が必要なことが分
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Fig. 14. Effect ofSIS concentration on sexual 
induction in non-sexual colonies of 防lvoxglobator. 
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Fig. 15. Effect of SIS concentr叫 ononsexual
induction in four species of Euvolvox.一一，防lvox
globator;ーー，防lvoxm即rilli;…，防lvoxsp. 1;ーー，
防lvoxsp. 2. 

かった。

(3) SIS猿度と有性化率

SISを 10-3g/lから10倍ずつ希釈した濃度で含む培

地に stage1の無性生殖群体を各区 I容器あたり 1群

体入れて， 25回実験した結果を Fig.14に示す。 SIS

濃度 10-3g/lで99%，10→g/lで94%と高い有性化率

を示し， 10-5 g/l以下では漸次低下がみられたが，

10-7 gllにおいてもなお生理活性が認められた。

しかし，医師teri(Starr and Jaenicke 1974)のMIS

が 10-10g/lで100%の有性化率を示したのと比較する

と格段に低く，この段階の SISは不純物を多く含む

ものと推定される。

(4) Euvolvox節の他種に対する SISの効果

V. globatorのSISが他種の有性化に及ぼす影響につ

いて， Euvolvox節に属する 3種(防lvoxmerrilli，附抑X

sp. 1，防lvoxsp. 2)を用い容器に 1群体入れて 6回

実験した結果を Fig.15に示す。 SISは V.globatorばか

りでなく，これら 3種に対しても同様の効果を示すこ

とが明らかとなった。しかし， Euvolvox節以外の v.
aureusおよび V.cartenにはまったく効果を示さなかっ

た。

Table 3. Effect of heating (30 min.) on SIS. 

Medium T(e。mCp). Sexua(9l 6c) olony No.of 
colonies 

99.2 733 

60 100 704 

SIS (10-3 g/l) 80 99.4 723 

100 100 689 

120 64.6 527 

防lvoxmedium 
。 891 

(Control) 
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Table 4. Effect of organic solvents on S1S 

Experiment 
Sexual colony NO.of 

(%) colonies 

S1S (10-3 glり 99.9 780 

S1S treated with chloroform 98.6 766 

S1S treated with ethanol 97.7 795 

Volvox medium 。 879 

2. S1Sの特性

(1) S1Sに対する加熱の影響

S1Sを 10-3gll含む培地を 60，80，100， 1200Cでそれ

ぞれ30分加熱した後，各区 l容器に5群体入れて 2回

実験した結果を Table3に示す。 1000Cまでは有性化

率に変化が見られず，加熱の影響は認められなかった。

また， 1200Cの加熱により ，有性化率は65%に低下し

たものの，なお高い生理活性が認められた。この結果

と 1200Cで完全に失活した V.au町山の M1S(Darden 

1966)を比較すると，玖 globatorの S1Sは極めて熱に安

定な物質であるといえる。

(2) S1S に対する有機溶媒の影響

S1Sの原液 1mlにエタノーノレまたはクロロプォノレ

ムを 9mlずつ加え，振渥混和した後，密栓して 650C

で2時間放置し，その後乾回した。これを培地で希釈

し(S1S濃度 10-3glf)， 1容器に 5群体入れて 2回実験

した結果を Table4に示す。 S1SはエタノーノレやPロ

ロフォノレムなどの有機溶媒に対し極めて安定であった。

(3) S1Sに対する酸・塩基の影響

S1Sの原液 1mlに 1NHClまたは 1NNaOHを9ml

ずつ加え，密栓して 650Cに2時開放置 し， その後，

栓をとり，そのまま乾固し， 1N NaOH または 1N

HClを加えて pH7.0に調整し，培地で SIS濃度が

10-3 gllになるように希釈して， 1容器に 5群体入れ

て実験した結果を Table5に示す (培地中には pH調

整により生成した NaClが含まれたままであるが，脱

塩せず，そのまま実験した)0 SISの酸または塩基に

よる失活が認められた。

Table 5. Effect of acid and base on SIS 

Experiment Sexua! colon y No.of 
(%) colonies 

S1S (10-3 gl。 99.4 361 

S1S treated with HCl 。 358 

S1S treated with NaOH 。 342 

Volvox medium 。 329 

Table 6. E町ectof proteolytic enzymes on S1S 

Experiment 
e 10(0m。 )Sexual N f llT】~.J colonv 1'10.0 

at C(9-6) Y 

SIS 30 98.6 1，449 

SIS treated with pronase 30 0.8 1，456 

SIS treated with trypsin 30 82.0 1，620 

S1S treated with chymotrypsin 30 95.4 1，504 

Volvox medium 。 。 1，575 

(4) SIS に対するタンパク分解酵素の影響

SIS 1 mgを含む培地 10mlにプロナーゼ， トリプシ

ン，あるいはキモ トリプシンを 10ml ずつ加え，

230Cで24時間処理した後，櫨過滅菌器 (Corning社製，

45μm)を通し， -20oCで保存した。

実験は上記酵素処理液を S1S濃度が 10-3gllになる

よう培地に希釈し，酵素を失活させるため 1000C で

30分間加熱した後 1!容器に 5群体入れて 2回実施し

た。その結果を Table6に示す。 SISはプ ロナーゼの

作用を強く受け失活した。これは Darden(1966)およ

び Tschochneret al. (1987)の結果と一致する。ただし，

本実験では操作の過程で酵素を洗い出していない。

(5)ケソレ電気泳動による S1Sの分子量の推定

SDS処理した S1Sを MWMarker (オリエンタノレ酵

母社)とともにポリアタリノレアミドケツレ (ATTO社，

5 -20%濃度勾配ゲノレ)で泳動し，クマッ γ ーブリリ

アントブノレ-R 250で染色した結果を Fig.16に示す。

SISのバンドは MWマーカーの分子量12，400(チトク

M.W 

73800ーラ

49600 -， 

37200-， 
24800一 三

12400ー

A B 

Fig. 16. SDS polyacrylamide gel electro-
phoresis of S1S. A， Mol wt standard (Cytochrome 
c monomer~hexamer) ; B， S1S. Stained with Com-
assie brilliant blue 
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ロム C モノマー)より下に現われ，かなり低分子の 謝 辞

タンパク質であることをうかがわせる。

なお， M1Sの分子量は V. aUTeusでは200，000以上

(Darden 1966)，玖 ca出 riでは27，OOO~30 ，OOO (Starr and 

Jaenicke 1974)，院 Tousseletiiでは10，000(McCracken and 

Starr 1970)との報告がある。本研究の S1Sは V.aUTeus 

および V.caTteri・の有性化にまったく効果を示さなかっ

たことと，分子量の違いから，両者の M1Sとは異な

る物質であると考えられる。また，V. globatoTと同じ

Euvolvox節の V.Tousseletii (雌雄異体)の M1Sと分子

量は近いと恩われるが，V. Tousseletiiに対する S1Sの

効果はまだ調べていない。

摘要

雌雄同体の種防lvoxglobatoTの有性生殖群体を破砕

し，水で抽出し，乾閉した物質、1S.は強い生理活性

を示し，V. globatoTをはじめ，V. merrilliなど Euvolvox

節の種の性誘起に箸しい効果を示した。また， S1Sは

熱や有機溶媒に極めて安定で，酸または塩基やタンパ

グ分解酵素プロナーゼで失活する比較的低分子のタン

パク質であると推定される。

この実験に関し，終始懇篤なご指導を賜り，論文校

関の労をとられた楠元 守博士に深く感謝いたします。
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Hirotoshi Yamamoto: Life history of Gracilaria salicorn白 (c.Ag.) 

Dawson (Gracilariaceae， Rhodophyta) in vitro 

Key lndex Wo油 Gracilaria-ゆ history-Rhodophyto.
Hirotoshi Yamamoto， Usujiri Fisheries Laboratoてp，Hokkaido Universi，仇Minami-kayabe，Ho紙aido，on-16
Japan 

The life history of the Gracilaria species has 
been reported to be the Polysiphonia type 

(Ogata et al. 1972， Bird et al. 1977， 
McLachlan組 dEdelstein 1977， Yamamoto 
and Sasaki 1987， 1988). However， there are 
cases in which only a few or no gametophytes 
exist in the natural populations of some 
species， i.e. G. chorda in Hokkaido， one of the 
ecological forms of G. salicornia and G. 
eucheumoi，伽 Thisfact makes one imagine 
也atthe life history of these species might be 
of the tetrasporophyte-tetrasporophyte type 
or some other types. 

G. salicornia has two forms which can be 

divided morphologically and ecologically. 
One is the type in which the nodes of 
segments are markedly articulated and the 

fronds grow solitarily， and three reproductive 
phases are common. The other is the type 
forming a mat which consists almost only of 
entangled and less constricted tetrasporangial 
or sterile fronds (Trono et al. 1983， 
Yamamoto 1989). 

The writer carried out culture studies to 
reveal the life history and the morphological 
modifi.cations of this mat type. 

Fe此iletetrasporophytes of the mat type 
were collected in Cebu Island， Philippines 
and carried toJapan by Dr. M. Ohno， Kochi 
University， in July 1988. 

Released spores were transferred by pipette 
to 50 ml glass tubes for unialgal culture. 
Tetraspore-derived sporelings cultured to ap-
proximately 5 mm  in length were detached 
from the substratum and 10 of them were 
transferred into a 1000 ml flask for free-living 
culture. The culture was carried out under 
the conditions of 23-240C， 3000-4000 lux of a 
white fluorescent lamp， a photoperiod of 14 

(light)-10 (dark) and aeration after detaching 
the sporelings from the substratum. PES 
medium without vitamins was changed once 
a week throughout the culture. Spores from 
mature fronds in culture were incubated in a 

similar manner. 
A spore germinated to form a disc from 

which an erect frond sprouted. The erect 

fronds developed into club-or spindle-shaped 
segments of about 5 mm  in length after 40-50 
days. Afterwards 1-2 (-3) branches appe訂 ed
on the tip of the segment and gave rise to new 
segments. Accordingly， the fronds became 
conspicuously or sometImes moderately ar-
ticulated. After about 70 days， sper-
matangial pits of the verrucosa type 
(Yamamoto 1975) appeared and cystoc仰 S

followed on different fronds. 
Carpospore-derived sporelings developed 

into tetrasporophytes which were mor-

phologically the same as gametophytes and 
released normal tetraspores after about 60 

days. 
Although the tetrasporophytes of the mat 

type were employed as an initiator for this 
culture， the resulting life historγwas of the 
Polysiphonia type and the morphology of 
fronds in culture was similar to that of the 
solitary type rather than of the mat type. 
This fact demonstrates that the mat habit is 

not a determinant for this species and is 
changeable according to environmental fac-
tors. This type is found in a habitat under 
moderate-strong waves (Trono et al. 1983). 

The results of由isexperiment do not explain 
why tetrasporangial or sterile fronds are 
almost the only component of a mat. Further 

observation is necess町 y.
Xia (1986) proposed articulated G. sali-
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cornia and， related species which are less con-

stricted as G. salicornia for the reason that the 

degree of constriction is not diagnostic. 

Although experimental crosses among those 
species are necessary for a final conclusion， 
the morphological modification in this culture 

supports her proposal to some degree. 

The writer sincerely thanks Dr. I.A. 
Abbott， University of Hawaii， for her critical 
reading the manuscript. The writer also 

expresses his cordial thanks to Dr. M. Ohno， 
Kochi University， for providing the 

materials. 
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山本弘敏:紅藻トキダフシクレノリ (Gracila巾 salicomia)の生活史

トキダフシクレノりの生活型の一つで，ほとんど四分胞子体，あるいは栄養体のみから成るマット型 (mat

type) の繁殖方法を明らかにする一端として，四分胞子体から胞子をとり培養した。その結果，この生活型を説

明しうる四分胞子体一四分胞子体型のような生活史は見られず，同型の四分胞子体ー配偶体型の生活史を示した。

(041-16北海道南茅部町字臼尻152 北海道大学水産学部臼尻水産実験所)
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Tsuda， R.T. and Kamura， S. 1991. Floristics and geographic distribution of Halimeda (Chlorophyceae) in 
the Ryukyu Islands. Jpn. J. Phycol. 39: 57-76. 

Eleven species of Halimeda occur in the Ryukyu Islands， based on the reexamination of出em司jorityof 
specimens previously reported in the literature， examination of unreported specimens， and the acceptance 
ofone p目 viousspecies record. The species are H. incraJsata， H. simulans， H. macroloba， H. otuntia， H. distor-
ta， H. velasquezii， H. renschii， H. tuna， H. dis印 idea，H. micronesica and H.fragilis (not substantiated). Halimeds 

renschii and H. distorta， previously repo口edas H. otuntia f. renschii and H. otuntia v. hederacea， respectively， 
are substantiated from the island chain. Halimeda cuneata is not among the specimens examined; specimens 
previously identified as H. cuneata from the R yukyu Islands， mainland J apan and the Bonin Islands were 
identified as either H. discoidea or H. tuna. A general attenuation ofspecies is evident as one moves from the 
southwest to the northeast along the island chain-Sakishima Is.， includes Yaeyama Is. and Miyako Is. (10 
species)， Okinawa Is. (10 species)， Amami Is. (5 species)， Os叩u町叩r町叩I
s叩pe伐悶ci民es吟). Although H. macroloba is p 問 sent at Kume 1.， its absence from Okinawa 1. is a mystery. Fifteen 
new island records for species of Hali脚 'daare cited. 

Key lndex Wor，ゐ coralreψ-geograthic distribution一Halimeda-Jatanese South回 目ternlslands-

marine benthic algaeー Ryukyulslands. 

The Ryukyu Islands (Fig. 1)， i.e. those sub-
tropical islands from Tanegashima 1. (Osumi 

Islands) to Y onaguni 1. (Yaeyama Islands) 

which lie in a northeast-southwest orientation 

between the southern coast ofKyushu and the 

northeastern coast of Taiwan， are 
phytogeographically interesting because the 

island chain serves as a filtering region for 

those marine benthic algae deemed tropical in 

habit. One such alga is the conspicuous 

Halimeda (Caulerpales， Halimedaceae) 

which is usually associated with coral reefs 

and which abounds in tropical waters， e.g. 20 
species reported from the Philippines (see 

species listing and references in Silva et al. 

1987) and 21 species reported from a司jacent
Micronesia (see species listing and references 

in Tsuda and Wray 1977， Hillis-Colinvaux 
1980). 

The original concept of the study was to ex-

amine the geographic distribution of the 

species of Halimeda along the Ryukyu Islands 

based on records in past literature and sup-

plemented through the examination of 

Halimeda specimens deposited in the Her-

barium of the U niversity of the R yukyus and 

other specimens in the personal possession of 

the second co-author. Eleven species， in-
cluding four varieties and eight forms， have 
been previously reported in the literature 

(Table 1) from 17 islands within the island 

chain-Heydrich (1894)， Okamura (1915， 
1932， 1936)， Yamada (1934)， Yamada and 

Tanaka (1938)， Tanaka (1950， 1956， 1957， 

1960)， Hillis (1959)， Segawa and Kamura 
(1960)， Kida (1964)， Moul (1964)， Kamura 

(1966， 1977)， Tanaka and Itono (1968， 1972)， 

Akatsuka (1973)， Itono (1973)， Yamazato et 
al. (1976)， Kamura and Iida (1981)， and 
Ohba and Aruga (1982). Three species of 
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Fig. 1. Map of the Ryukyu Islands. 

Halimeda， i.e. H. cuneata Hering (Okamura 

1930， 1936， Segawa 1935， Chihara 1956， 
Ichiki 1956， Yagi 1962， Iida 1979)， H. tuna 
(Ellis and Solander) Lamouroux (Okamura 

1936) and H. discoidea Decaisne (Chihara and 
Yoshizaki 1970， Yamamoto 1988)， have been 
reported from the J apanese mainland and its 
vlclmty. 

Initially， the approach seemed quite 

satisfactory since previous J apanese authors 
had been quite detailed in attributing names 

at the infraspecific ranks to such species as H. 

opuntia (L.) Lamouroux and H. incrassata 

(Ellis) Lamouroux. Th巴 taskof applying the 

current applicable specific names to the 

varieties and forms would be relatively 

routine， e.g. H. velasquezii W.R. Taylor for 
H. opuntia f. intermedia Yamada. It soon 

became apparent that any discussion of the 

geographic distribution of the species of 

Halimeda within the Ryukyu Islands must be 

more solidly based on the reexamination of 

specimens on which the initial identifications 

were made by previous authors. This matter 

was especially important in terms of earlier 

authors since many changes relative to species 

concept have occurred since their studies were 

published. Prior to the monographic revi-

sion of the genus Halimeda by Hillis (1959)， 
phycologists were following the taxonomy of 

the initial monograph of Barton (1901) who 

recognized seven species; H. discoidea was 

then considered a synonym of H. tuna. Hillis 

(1959) recognized 21 species and since her 

revision， nine additional species have been at-
tributed to the genus Halimeda (see Hillis-Col-

invaux， 1980). Twenty-five of the 30 species 

recognized worldwide can be found in the In-



Floristics and geographic distribution of Halimeda 59 

Table 1. Past references of species of Halimeda reported from islands within the Ryukyu Islands. 

8ection RHIP8ALI8 

H. incrassata (Ellis) Lamouroux. Y AEYAMA 18.: Yonaguni Iー Tanakaand Itono (1972)， as f. lamo問問iJ. 
Agardh; Iriomote 1.-Ohba and Aruga (1982); Taketomi 1.-Ohba and Aruga (1982). MIYAKO 18.: 

Miyako 1.-Kamura (1977). OKINAWA 18.: Okinawa 1.-Yamada (1934)， as f.仰印刷f.ovata J 
Agardh; Moul (1964); Kamura (1966); Yamazato et al. (1976)， as f. ovata; Kume 1.-Kamura and lida 

(1981)， as v. lamourouxii. AMAMI 18.: Yoron 1.-Tanaka (1960)， as f. ~沙問; Tanaka and Itono (1968)， as 

f. lamourouxii; Amamioshima 1.ーTanaka(1956)， as f. tytica. RYUKYU 18.: Okamura (1915)， as f. 

lamourouxii; HiIIis (1959). 

H. cylindracea Decaisne. RYUKYU 18.: HiIIis (1959)， specimen is labeled Okinawa 1. 
H. macroloba Decaisne. YAEYAMA 18.: Yonaguni 1.-Yamada阻 dTanaka (1938); Iriomote 1.-Akatsuka 

(1973); Ohba and Aruga (1982); Taketomi 1.ーOhbaand Aruga (1982); Ishigaki IーOkamura(1915， 

1936); Akatsuka (1973). MIYAKO 18.: Miyako 1.-Kam町 a(1977). AMAMI 18.: Yoron 1.-Tanaka 

(1957， 1960); Kakeroma 1.-Kida (1964); Amamioshima 1.-Kida (1964); RYUKYU 18.: Hillis (1959). 

H. simulans Howe. OKINAWA 18.: Okinawa 1.-Moul (1964). 

8ection OPUNTIA 

H. otuntia (L.) Lamouroux. YAEYAMA 18.: Yonaguni 1.-Yamada and Tanaka (1938)， as f.伸山 andf. in-

termedia Yamada; Taketomi 1.-Ohba and Aruga (1982)， as v. otuntia and v. hederacea (Barton) Hillis; 

Isl均aki1.ーOkamura(1915， 1936)， as f. cordata (J. Agardh) Barton; 8egawa and Kamura (1960)， as f. 
tytica; Akatsuka (1973)， as f. tytica and f. cordata; Ohba and Aruga (1982)， as v. otuntia. MIYAKO 18. 

Miyako 1.-Heydrich (1894); Kamura (1966)， as f.伸 ica;Kamura (1977); Ikema 1.-Kamura (1977). 

OKINAWA 18.: Okinawa 1.-Yamada (1934)， as f. ty，戸icaand f. intermed，回 (f.nov.); Moul (1964)， as v. otun-

tia and v. hederacea; Kamura (1966)， as f. intermedia. AMAMI 18.: Yoron 1.-Tanaka (1960)， as f. cordata; 

Amamioshima 1.-Tan北a(1956)， as f. cordata; Kida (1964). 08UMI 18.: Mageshima 1.-Tanaka 

(1950)， as f. cordata and f. renschii (Hauck) Barton. RYUKYU 18.: Okamura (1915)， as f. renschii; 

Okamura (1936)， as f.砂'fJicaand f. renschii; Hillis (1959) 

H. velasqueziiW.R. Taylor. YAEYAMA 18.: Kuro 1.ーOhbaand Aruga (1982); Ishigaki 1.ーOhbaand Aruga 

(1982). 

8ection HALIMEDA 

f王tuna(Ellis and 8olander) Lamouroux. Y AEY AMA 18目:Isl司法i1.-Akatsuka (1973)， as f. tytica. RYUKYU 

18.: Okamura (1932， 1936)， asι tytica. 

f王discoideaDecaisne. YAEY AMA 18.: Taketomi 1.ーOhbaand Aruga (1982). MIYAKO 18.: Miyako 1.ー

Kamura (1977). OKINAWA 18.: Okinawa 1.-Moul (1964); Kume 1.-Kamura and lida (1981). 

H. cuneata Hering. OKINAWA 18.: Okinawa 1.ーYamada(1934); Yamazato et al. (1976). AMAMI 18.: Yoron 

1.-Tanaka (1960); Amamioshima 1.ーOkamura(1915， 1936); Tanaka (1956); Kida (1964). 08UMI18.: 

Tanegashima IーOkam町 a(1915， 1936); Mageshima 1.ーTanaka(1950). 

8ection MICRONE81CAE 

H. micronesica Yamada. YAEYAMA 18.: Hateruma 1.ーItono(1973); Taketomi r.ーOhbaand Aruga (1982). 

H.fragilis W.R. Taylor. YAEYAMA 18.: Hateruma Iー Itono(1973) 

do-Pacific region. 

Materials and Methods 

The floristic section of this study is based 

on the examination or reexamination of 

specimens from the Herbaria of the following 

institutions and the private collections of the 

following individuals. 

(1) Herbarium of the U niversity of the 

R yukyus and collections in the personal 

possession of the second co-author， based on 

past reports (Segawa and Kamura 1960， 
Kamura 1966， 1977， Yamazato et al. 1976， 
Kamura and Iida 1981， Kamura et al. 1982) 

and other unreported specimens; 

(2) Personal collections of Dr. Washiro 

Kida， Faculty of Fisheries， U niversity of Mie， 
based on Kida (1964); 

(3) Herbarium of the Tokyo University of 

Fisheries and personal collections of Dr 

Hideo Ohba and Dr. Yusho Aruga， based on 
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Ohba and Aruga (1982); 

(4) Herbarium (SAP) of the Department of 

Botany， Faculty of Science， Hokkaido 
University， Sapporo， based on past reports 
(Okamura 1932， Yamada 1934， Yamada and 
Tanaka 1938)， Dr. Kintaro Okamura's collec-
tions， and other unreported specimens. 

(5) Herbarium of the Faculty of Fisheries， 
K yushu U niversity ， based on past reports 
(Ichiki 1956， Segawa 1956， 1958， Segawa and 
Kamura 1960)， and other unrepo此ed

specimens of Dr. Yoshikazu Okada， Dr. 
Sokichi Segawa， Dr. Takeo Okuda and the se-
cond co-author. 

(6) Herbarium of Marine Botany， Faculty 
of Fisheries， Kagoshima University， and per司

sonal collections of Dr. Tadahide Noro. 

(7) Herbarium (MICH) of the University 

of Michigan (Hillis， 1959). 
Unfortunately， the specimens ofDr. Takesi 

Tanaka and the late Dr. Hiroshi 1tono (i.e. 

Tanaka 1950， 1956， 1957， 1960， Tanaka and 
Itono 1968， 1972， 1tono 1973) were not 

curated and， thus， could not be loaned in 
their present state. Other collections and the 

detai!ed description provided by Itono (1973)， 
however， substantiate most of the island 

records. 1n addition， Halimeda specimens col-
lected by the first co-author during his three-

month research visit to Okinawa during 

] anuary to March 1990 are inco中oratedin 

this study. 

Since the Herbarium ofHokkaido Universi-

ty， Sapporo， is the only]apanese institution 
listed above that has an official Herbarium 

designation， i.e. SAP， the following designa-
tions were used for the other institutions as a 

guide to where the specimens are located-

University of the Ryukyus (RYUK)， 
University of Mie (M1E)， Tokyo University 
of Fisheries (TUF) ， Kyushu University 

(KYU) and Kagoshima University (KAG). 
Locality data for the specimens examined 

are cited with the applicable island groups 

and specific islands in order of their location 

from southwest to northeast within the 

Ryukyu Islands， i.e. Yaeyama 1s.， Miyako 
1s.， Okinawa 1s.， Amami 1s. and Osumi 1s. 
Those specimens examined from the] apanese 

mainland and the Bonin 1slands are also 

cited. Although the Senkaku Islands are not 

o伍cially part of the Ryukyu 1slands， 
specimens (Kamura et al. 1982) were reex-

amined and incorporated in the listing. 

Specimens which have not been designated an 

acquisition or field number are cited with the 

designation “s.n." (sirle num.) a丘町 the 

name(s) of the collector(s) or the Herbarium. 

Materials from herbarium specimens for 

microscopic examination were obtained by 

sectioning a thin rectangular strip， ca. 1-

2 mm  wide and 4-6 mm  long， from mature 
nodal regions that included portions of the up-

per and lower segments located mid-way be-

tween the basal and apical segments. 1n those 

cases where the nodal regions were extremely 

narrow， adjacent mature segments with 

nodes were taken from the herbarium 

specimens. The strips or segments were 

decalcified in 10% HCI， placed in an 

aqueous solution of detergent for 5-10 

minutes， sectioned and other parts teased 

under the dissecti時 microscope(35 X)， and 
examined under the compound microscope 

(100 X and 400 X ). The above technique dif-

fers slightly from that recommended by 

Hillis-Colinvaux (1980) who decalcified her 

sections after the sections were made. 

Macroscopic observations and 

measurements， i.e. thallus height and seg-

ment size， were obtained from dried 

specimens， unless otherwise stated. All 

anatomical measurements were made under 

high power (400 X ). 

Since the range of surface diameters of 

peripheral utricles of a particular specimen 

played an important role in differentiating 

species which appeared morphologically 

similar， range ofmeans， based on a minimum 
of 10 measurements per segment or per 
thallus (Hillis-Colinvaux 1980)， was used in 
this study instead of the extreme range to dif-

ferentiate species， especially those in the Sec-
tion Rhipsalis. Past experiences by the co・

authors have shown that if one looks long 

enough， extreme range can be found in any 
specimen which negates the usefulness of the 

measurements of surface diameters. The 
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range of means provided the co-authors with 

a useful tool to separate species of Halimeda. 
The information on the geographic distribu-

tion of Halimeda in the Ryukyu 1slands is 

primarily based on specimens actually ex-
amined by the co-authors. Only in a few 
cases， when specimens were not available for 
our reexamination， did the co-authors rely on 
the past reports. 

Results 

The 11 species of Halimeda which we 

recognize in the R yukyu lslands are discussed 
individually under their respective 8ections， 
as defined by Hillis-Colinvaux (1980: 85). 
Therefore， the degree offusion， if any， ofthe 
medull町 yfilaments at the nodal regions is 
not discussed in detail， since the nodal 

characteristic of the species is defined by the 
8ection. 

8ection RH1P8ALI8 

Halimeda incrassata (Ellis) Lamouroux; 
Okamura 1915: 213， pl. 150 (figs. 1-7); 
Yamada 1934: 81， fig. 52; Hillis 1959: 365， 
pl. 4 (figs. 1， 2)， pl. 5 (fig. 21)， pl. 6 (figs. 
21-24)， pl. 12; Hillis-Colinvaux 1980: 93， 
fig. 22. 

Plate 1， Figs. 1-5 
Japanese name: Mitsude-sabotengusa. 
8pecimens examined. M1YAKO 18.: 

Miyako 1.-Kamura 2967 (RYUK)， 
Oonogoshi， X-11-73 (Kamura 1977). 
OK1NAWA 18.: Okinawa 1.-MICH s.n. 

(M1CH)， V-5-28， leg. M. Higashi (Hillis 
1959， as H. cylindracea); TUF s.n. (TUF)， V-

5-28， collector not cited; S.宅gawas. n. (KYU) ， 
V-5-28， leg. T. Tamayose (8egawa 1956， 
No. 93); SAP 14376 (8AP) ， V-32 ， leg. Y. 

Yamada (Yamada 1934， as f. typica); S.唱gawa

s.n. (KYU) ， Naminoue， V-56; Kamura 78 
(RYUK)， fertile， Itoman， VII-7-56， leg. K. 
Hanashiro; Kamura 80 (R YUK) ， fertile， 
1toman， V-7-56; Segaωa s. n. (KYU)， fertile， 
1toman， V-7-56; Kamura 117 (RYUK) ， Hen-
za 1.， 2 m deep (MLLW)， sand-rubble 
substratum， X-l1-77; Kamura 255 

(RYUKlKYU)， Itoman， 1V-26-57; Kamura 

941 (RYUKlKYU)， 000由民 II1-26-59; 
Kamura 942 (RYUKlKYU)， Yonashiro， 1II-
13-59; Kamura 943 (RYUK)， Henoko， II1-
27-59; Kamura 944 (RYUK)， Hiyakuna， 1II-
29-59; Kamura 1240 (RYUK)， 1toman， V1-
27-61; Kamura 1325 (RYUK)， Itoman， V1II-
12-59; Kamura 1726 (RYUK)， 1toman， V-5-
57; Kamura 1941 (RYUK)， Itoman， V1-4-62; 
Kamura 1974 (RYUK)， 1toman， V1-18-68; 
Kamura 1995 (RYUK)， fertile， 1toman， V1-
30-62; Kamura 2554 (RYUK)， N必cagusuku

(Kitahama)， II1-16-72; Tsuda 90-68 

(RYUK)， Henoko， sandy seagrass bed， 1 m 
deep (MLLW)， II1-9-90. RYUKYU 18.: 
SAP 10078 (8AP) ， 1II-31 ， leg. 8. 1noh 
(Yamada 1934， as f. typica). 

The specimens， up to 18 cm tall， possess 
fan-shaped basal regions， up to 2 cm broad， 
which are formed by the fusion of subcylin-
drical or barrel-shaped segments. The subse-

quent segments usually grow in one plane and 
V訂 y in shape from cylindrical， i.e. 
characteristic of H. cylindracea， to subcuneate 
and reniform， i.e. typical of H. incrassata. 
The cortex consists of up to five layers of 

utricles. The peripheral utricles are 42-
67μm in surface diameter (i.e. range of 
means of 10 measurements each from 18 dif-

ferent thalli) with an overall mean of 48μm， 
which is lower th組 themean of 73μm cited 
for H. incrassata by Hillis-Colinvaux (1980). 
The peripheral utricles of fresh specimens are 
錦町57μmin surface diameter (i.e. range of 
means of 10 measurements each from 5 thalli) 
with an overall mean of 53μm. The 
peripheral utricles are 50-125μm long and re-
main laterally attached after decalcification. 

8econdary utricles are globose， subglobose or 
elongated， 25-50μm broad and 60-88μm 
long. 

1nitially， we had attributed certain 
specimens， i.e. Kamura 11え 255，941， 944， 
and 2554 to Halimeda cylindracea Decaisne; 
however， the large diameter of the peripheral 
utricles and the fact that the surface diameters 
of the peripheral utricles did not differ from 
the typical H. incrassata convinced us to in-
clude all specimens under H. incrassata. 1n-
terestingly， three specimens which we had 
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sp巴cimens，i.e. TUF sπ. and Sega[ω s.n. (two 

specimens)， are labeled “Halimeda incrassata 
Lam. f. typica Barton". The specimens are 

morphological identical to the MICH s. n 
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rec巴ivedon loan were collected on the iden-

tical date， i.e. 5 May 1928， as the specimen 

collected by Dr. Michitaro Higashi which 

Hillis (1959) attributes to H ヮlindracea. The 
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specimen cited by Hillis (1959) as H. cylin-
dracea and to some of our specimens recently 
collected in March 1990. The anatomical 

characteristics ofthe specimens collected on 5 
May 1928 are typical of H. incrassata， i.e. 
peripheral utricles are 50-67μm in surface 
diameter and 112-125μm long， and the secon-
daηutricles are globose， subglobose or 

oblong， 35-62μm broad and 42-150μm long. 

Halimeda simulans Howe 1907: 503， pl. 29; 

Hillis 1959: 368， pl. 3 (fig. 4)， pl. 5 (fig. 
27)， pl. 6 (fig. 15)， pl. 11; Hillis-Colinvaux 
1980: 103， fig. 26. 
Halimeda incrassata (Ellis) Lamourouxι 

lamourouxii]. Ag.; Barton 1901: 27， fig. 
41. 

Plate 2， Figs. 1， 2 

]apanese name: Fusa-sabotengusa (nov.) 

[ = Ramorou-sabotengusa]. 
Specimens examined. YAEYAMA IS.: 

Iriomote I.-Ohba and An伊 B-65(TUF) ， 
juvenile， 3 cm tall， Yuba 1.， VI-21-75 (Ohba 

and Aruga 1982， as H. incr，ωata); Taketomi 

lー Ohbaand Aruga B-64 (TUF)， west side， 1-
29-75 (Ohba and Aruga 1982， as H. in-

cr，ωata). MIYAKO IS.: Miyako 1.-
Kamura 1312 (RYUK)， VIII-25-60; Kamura 
2888 (RYUK)， Ooura， 111-18-68; Kamura s.n. 
(RYUK)， Yonaha Bay， X-9-73; Kamura s.n. 
(RYUK)， Turiba， X-10-73; Kamura s.n. 

(RYUK)， Oonogoshi， X-11-73. 
OKINAWA IS.: Okinawa I.-Kamura 75 
(RYUK)， V-26-56; Kamura 76 (RYUK)， V-
30-56; Kamura 1327 (RYUK)， fertile， 
Itoman， VIII-12-59; Kamura 1371 (RYUK)， 
Tina， 1-20-58; Kamura 1430 (RYUK)， 
Itoman， VI-30-57; Kamura 14刀 (RYUK)，
Tina， 1-20-58; Kamura 1472 (RYUK)， 
Itoman， 1-2←58; Kamura s.n. (RYUK)， 
Itoman， VI-28-61; Kamura s.n. (RYUK)， 
Sesoko 1. (Anchibama， north side) ， VIII-2-
77; Tsuda 90-19 (RYUK)， Motobu (Ohama)， 
sandy substratum， 0.2 m deep (MLLW)， 1-
12-90; Tsuda 90-40 (RYUK)， Shinzato， adja-
cent to seagrass bed， sandy substratum， at 
MLLW， 1-26-90; Tsuda 90-61b (RYUK)， 
Motobu (Ohama)， sandy substratum， 0.2-
0.5 m deep (MLLW)， 11-7-90， leg. S. 

Kamura， S. Nakamura and R.T. Tsuda; 

Tsuda 90-65 (RYUK)， Henoko， sandy 
substratum (seagrass bed)， near MLLW， 111-
9-90; Kume I.-Kamura and Iida s.n. 

(RYUK)， Ohara， 111-12-74， leg. Y. Iida 
(Kamu町1

f必amo仰uro叫 Z;的.乃'z); Izena 1.一Kallηmura 1123 

(RYUK)， Nakada丸， 1II-1口7一6副1. RYUKYU 1 

IS.: SAP s. n. (SAP)， fertile， VII-20， leg. 
Yagi. 

The thalli are erect， compact and bushy， up 
to 8.5 cm tall (excluding holdfasts which may 
be up 1 to 3 cm long)， and are heavily calcifi-
ed. A stalk region is usually evident and is 
formed by the fusion of cuneate segments or 
consists of a single reniform segment which 

supports several subcuneate segments which 

may appear in an imbricated (i.e. overlapp-
ing) arrangement. The segments at the up-

per half are usually subcuneate and reniform， 
up to 9 mm long and 13 mm  broad; however， 
smaller segments， variously shaped， may be 
present. The cortex consists of two to four 

layers of utricles. The peripheral utricles are 
31-50μm in surface diameter (i.e. range of 
means of 10 measurements each from 17 dif-

ferent thalli) with an overall mean of 38μm， 
and are 37-75μm long. The secondary 

utricles are 20-45μm broad and 52-135μm 

long. 
The compact habit， imbricated arrange-

ment of basal segments of branches， and the 
multi-plane growth (i.e. fresh and air dried 
specimens appear round when viewed from 

the top) of H. simulans distinguishes it mor-
phologically from H. incrassata. H. simulans is 
quite common in the Ryukyu Islands; the her-
barium specimens are often labeled as H. in-
crassata or H. incrassata f. lamourouxii. 

Okamura's (1915: 213， pl. 149， figs. 9， 10) 
description and illustration of H. incrassata f. 
lamourouxii Barton appear very similar to 
our H. simulans. 

Halimeda macroloba Decaisne; Okamura 1915: 
211， pl. 149 (figs. 1-8); Yamada 1941: 108， 
figs. 1 and 2; Hillis 1959: 375， pl. 3 (fig. 3)， 
pl. 5 (figs. 19， 20)， pl. 6 (fig. 17)， pl. 12; 
Hillis-Colinvaux 1980: 108， fig. 28. 
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PJate 2 

Fig. 1. I-lalimeda s口111llans;Tsuda 90-65， III-9-90， Henoko， Okinawa 1 
Fig. 2. I-lalimeda simulans; Kamura s.n.， X-l1-73， Oonogoshi， Miy法 o1 
Fig. 3. I-lalimeda macroloba; Kamura 2966， X-11-73， Oonogoshi， Miyako 1 
Fig. 4. I-lalimeda otuntia; Kamura 82， VIII-9-56， Kabira， Ishigaki 1 

Plate 2， Fig. 3 

J apanese name: H汀 oha-sabotengusa.

Specimens examined. YAEYAMA IS.: 

Segawa s冗 (KYU)，VIII-57， leg. J. Isa 

(specific island not specified); Yonaguni 1.-

SAP 21140 (SAP)， IV-15-35， leg. T. Tanaka 

(Yamada and Tanaka 1938); SAP 21141 

(SAP)， IV-15-35， leg. T. Tanaka (Yamada 
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and Tanaka 1938); Kamura 940 (RYUK)， X-
28-59， leg. S. Shinohara; Kamura 2398 

(RYUK)， Higawa， III-26-72; Kamura 2589 
(RYUK)， Higawa， patch reef， 111-26-72; 
lriomote 1.-Kamura 804 (RYUK)， Sonai， 
VI-27-60， leg. S. Nishijima; Ohba andArugaA-
38 (TUF) ， Yuba1.， V-5-73 (OhbaandAruga 
1982); Taketomi 1.-Ohba and Aruga A-39 
(TUF)， north side， V-3-73 (Ohba and Aruga 
1982); Ohba and Aruga B-66 (TUF) ， north 
side， VI-16-75 (Ohba and Aruga 1982); Ohba 
and Aruga B-67/B-68 (TUF)， west side， 1-29-
75 (Ohba and Ar時 a1982); Ohba and Aruga B-
69 (TUF)， west side， 1-28-75 (Ohba and 
Aruga 1982). MIYAKO IS.: Miyako 1.-
Kamura 1230 (RYUK)， Turiba， VIII-23-60 
(Kamura 1977); Kamura 1337 (RYUK)， 
Hisamatsu， VIII-25-60 (Kamura 1977); 
Kamura 1508 (RYUK)， Nogawazaki， VIII-
25-60 (Kamura 1977); Ka7加 ra 1臼4

(RYUK)， Turiba， VIII-22-60， leg. K. 
Sunagawa (Kamura 1977); Kamura 2091 

(RYUK)， Turiba， VIII-18-63 (Kamura 

1977); Kamura 2966 (RYUK)， Oonogoshi， X-
11-73 (Kamura 1977). OKINAWA IS.: 

Kume 1.-Kamura and Iida s.n. (RYUK)， 
Nakadomari， 1II-11-74， leg. Y. lida. 

AMAMI IS.: Amamioshima 1.-Kamura 
1268 (RYUK)， Koniya， VI-28-61， leg. T. 

Yoshida; Kida s.n. (MIE)， Sokari Bay， VII-
11-63 (Kida 1964); Kamura 2752 (RYUK)， 
Koniya， VI-28-72; Kakeroma 1.-Kida s.n. 
(MIE)， Eniya-banare， VII-7-63 (Kida 1964). 

Halimeda macroloba is morphologically the 
most distinctive of the species within the Sec-

tion Rhipsalis. The heavily calcified thallus， 
up to 13 cm tall， possesses a massive holdfast 
and large fl.at thick segments， up to 22 mm 
long， 37 mm broad and about 1 mm thick. A 
few segments， which arise from the fl.at 

segments， may be much smaller， even cylin-
drical (i.e. 6 mm  long and 2.5 mm in 
diameter); however， the m宍jority of the 
segments are commonly subcuneate， sub-
discoidal， or subreniform. The cortex con-
sists of usually three to four layers of utricles. 
The peripheral utricles are 27-37μm ln sur-
face diameter， appear round in surface view， 
and separate with ease after decalcification. 

This species grows intertidally or subtidally 
in sand-mud areas near MLL W level. 
Hillis-Colinvaux (1980) described its vertical 
distribution from above low-tide level to 12 m 

deep. Neither ofus have seen this species in-
habiting waters deeper than 2 meters 
(MLLW) in either the Ryukyu Islands or 

Micronesia. 

Section OPUNTIA 
Halimeda opuntia (L.) Lamouroux; Yamada 

1941: 113， figs. 1，7，8; Hillis 1959: 359， pl. 
2 (figs. 7， 8)， pl. 5 (figs. 3， 4)， pl. 6 (fig. 6)， 
pl. 7 (fig. 3)， pl. 10; Hillis-Colinvaux 1980: 
110， figs. 19， 51， 92. 
Halimeda opuntia (L.) Lamouroux v. opuntia. 

Halimeda opuntia (L.) Lamouroux f. typica 

Barton 1901: 20， pl. 2 (fig. 19). 
Halim沼daopuntia (L.) Lamouroux f. cordata 

(J. Agardh) Barton 1901: 20， pl. 2 (fig. 

21). 
Plate 2， Fig. 4 

J apanese name: Sabote時 usa.
Specimens examined. YAEYAMA IS.: 

Yonaguni 1.-Kamura 2382 (RYUK)， 1II-26-
72， leg. K. Yamazato; Iriomote 1.-Kamura 
800 (R YUK)， VII-2-60; Kamura 803 

(RYUK)， V-27-60; Kamura 832 (RYUK)， 
Akabanare， VII-7-60， leg. N. 
Nishishimamoto; Taketomi 1.-Ohba and 

Aruga B-61 (TUF)， west side， 1-29-75 (Ohba 
and Aruga 1982); Ishigaki 1.-Kamura 82 
(RYUK/KYU)， Kabira， VIII-9-56， leg. 
S. Segawa (Segawa and Kamura 1960， as H. 
opuntia f. typica); Ohba and Aruga A-33 (TUF)， 
Ohhama， VI-30-73 (Ohba and Aruga 1982); 
Kamura 3499 (RYUK)， Kabira Bay， 1-17-77; 
Kamura 3501 (RYUK)， Kabira Bay， 1-18-
77. MIYAKO IS.: Miyako 1.-Kamura 1229 
(RYUK)， Turiba， VIII-23-60 (Kamura 

1977); Kamura 1311 (RYUK)， His釦凶su，
VIII-25-60 (Kamura 1977); Kamura 2877 
(RYUK)， Tomori， 1II-17-68 (Kamura 1977); 
Kamura 2878 (RYUK)， small segments， 
Tomori， 1II-17-68 (Kamura 1977); Kamura 
3403 (RYUK)， Yanaha Bay， X-9-73; Kamura 
3435 (RYUK)， Turiba， X-10-73 (Kamura 
1977); Ikema 1.-Kamura 1555 (RYUK) ， 
VIII-26-60 (Kamura 1977). OKINAWA 
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18.: Okinawa 1.-Kamura s.n. (RYUK)， 
8esoko 1.， V1II-2-73; Kume 1.-Kamura and 

Iida s.n. (RYUK)， Madomari， 1II-23-74， leg. 

Y. Iida; 1zena 1.-Kamura 2797 (RYUK)， 
VIII-5-67. 

Halimeda opuntia forms compact prostrate 
clumps on hard substratum and/or sprawls 

horizontally over sandy substratum and pro-
duces rhizoids in several areas where it con-

tacts the hard substratum. The shapes of the 
segments are variable; however， the most 
common segments are flat， reniform and 
usually with ribs， up to 6 mm  long and 10 mm 
broad. The cortex consists of up to five 
layers of dichotomous branches， i.e. not 

utriculifor凪 Theperipheral utricles (i.e. 
the outer tier) are 18-31μm in surface 
diameter (i.e. range of means of 10 
measurements each from 7 different thalli) 

and fall within the 15-59μm length， as 
described by Hillis-Colinvaux (1980). 

Halimeda opuntia is most commonly found 

on the shallow reef flats， especially in calmer 
waters such as inner bays， in water less than 
0.5 m deep (MLLW); however， it can be 
found in water 90 m deep (Hi1lis-Colinvaux 
1980). 

Halimeda distorta (Yamada) Hillis-Colinvaux; 
Colinvaux 1968: 33， figs. 4， 6 (2); Hi1lis-
Colinvaux 1980: 120， fig. 34. 
Halimeda incrassata (Ellis) Lamouroux f. 

distorta Yamada 1941: 119， fig. 14; 

Yamada 1944: 28， pl. 4. 
Halimeda opuntia (L.) Lamouroux v. 

hederacea (Ba目on)Hillis 1959: 360. 
Plate 3， Fig. 1 

J apanese name: 8oriha-sabotengusa. 
8pecimens examined. YAEYAMA 18.: 

Taketomi 1.ーOhba and Aruga A-34/A-35 
(TUF)， north side， V-3-73 (Ohba and Aruga 
1982， as H. opuntia v. hederacea). OK1NAWA 
18.: Okinawa 1.-Kamura 2616 (RYUK)， 
8esoko 1.， 2 m deep (MLLW)， VII-8-72; 

Kamura s.n. (RYUK)， 8esoko 1.， V1II-1-73; 
Tsuda 90-64 (RYUK)， 8esoko 1.， over reef 
margin， 2 m deep (MLLW)， II-7-90， leg. 8. 

Nakamura. 
The straggly thalli， up to 23 cm long， ap-

pear very similar to H. distorta， as described 
and i1lustrated by Yamada (1941， 1944， as H. 
incrassata f. distorta) and Colinvaux (1968). 
The segments are heavily calcified， brittle， 
glossy white or pale green on drying， and up 
to 10 mm long and 14 mm  broad. The 
peripheral utricles are 35-45μm in surface 
diameter (i.e. range of means of 10 

measurements each from 6 different thalli) 
and are 40-50μm long. 

8ince H. distorta may have several rhizoidal 
areas， it appears very much like straggly H. 
opuntia， but with larger segments. The 
mean surface diameter of the peripheral 
utricles seem to be consistently larger， i.e. 35-
45μm， in H. distorta than in H. opuntia which 
has a mean range of 18-25μm. The presence 
of short fusion of medullary filaments in twos 

and threes at the nodal region eliminates the 
possibility of these specimens being H. gracilis 
Harvey， which morphologically resembles H. 
distorta. 

Halimeda velasquezii W.R. Taylor 1962: 176， 
figs. 8-14; Hillis-Colinvaux 1980: 117， fig. 
32. 
Halimeda opuntia (L.) Lamouroux f. 仇-

termedia Yamada， 1934: 81， figs. 50， 51. 
Plate 3， Figs. 2， 3 

Japanese name: Hira-sabotengusa. 
8pecimens examined. YAEYAMA 18.: 

Yonaguni 1.-SAP 21149 (8AP)， 1V-35， leg. 
T. Tanaka (Yamada and Tanaka 1938， as H. 
opuntia五intermedia);Kamura 2457 (RYUK)， 
III-30-72; Kamura 2658 (RYUK)， III-29-72; 
Kuro 1.ーOhbaand Aruga B-63 (TUF)， VI-75 
(Ohba and Aruga 1982); Ishigaki 1.ーOhba
and Aruga A-36 (TUF) ， Ohhama， V-1-73 
(Ohba and Aruga 1982). M1YAKO 18.: 

Fig. 1. Halimeda distorta; Kamura 2616， VII-8-72， Sesoko， Okinawa 1. 
Fig. 2. Halimeda vel，田 quezii;Kamu阻止n.，IV-23-67， Komesu， Okinawa 1. 
Fig. 3. Halimeda vel，出 quezii;Kamura 1227， fertile， VII-2←61， Gushichan， Okinawa 1. 
Fig. 4. Halimeda re町 chii;Kamura 937; 1959， Okinawa 1. 
Fig. 5. Hali:脚 datuna; Tsuda 90-29， 1-18-90， Sesoko， Okinawa 1 
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Miyako I.-Kamura 28万 (RYUK)，Tomori， 
II1-17-68 (Kamura 1977， as H. opuntia); 

Kamura 2947 (RYUK)， Bora， III-16-68 
(Kamura 1977， as H. opuntia). 8ENKAKU 
18.: Uotsuri I.-Kamura 3583 (RYUK)， V1-
16-81 (Kamura et al. 1982， as H. opuntia). 
OK1NAWA 18.: Okinawa I.-SAP 11100 
(8AP)， V-31， leg. T. Teramati (Yamada 
1934， as H. opuntia f. intermedia); 8，司gawas.n. 

(KYU) ， Naha， V-39; Segawa s.n. (KYU) ， 
Tina， V-2-56; Segawa s.n. (KYU) ， 
Naminoue， V1-56; Segawa s.n. (KYU) ， 
Ninatogawa， V1-24-56; Kamura 253 

(RYUK)， Komesu， V-2-57; Kamura 254 

(RYUK)， Kamiyama， V-1-57; Kamura 1135 
(RYUK)， V1-27-61; Kamura 1227 (RYUK)， 
10 of 11 specimens fertile， Gushichan， sides of 
deep pool near reef edge， VII-24自 61(Kamura 
1966， as H. opuntia f. intermedia); Kamura 

1969 (RYUK)， all 19 specimens fertile， 
Gushichan， sides of deep pool near reef edge， 
V1-17-62 (Kamura 1966， as H. opuntia f. in-

termedia); Kamura s.n. (RYUK)， Komesu， 
1V-23-67; Tsuda 90-88 (RYUK)， 8hinzato， 
channel wall， 0.5 m deep (MLLW)， 1II-11-
90， leg. 8. Kamura; Kume I.-Kamura and 
Iida s.n. (RYUK)， Ohara， III-26-74， leg. Y. 
Iida; 1zena I.-Kamura 1020 (RYUK)， III-
18-61; Kamura 2016 (RYUK)， V-19-61; 
Kamura 2745 (RYUK)， VIII-5-67. 
RYUKYU 18.: SAP 10416 (8AP) ， III-31 ， leg. 
8. 1noh (Yamada 1934， as H. opuntia f. 

intermedia) . 

The thalli are up to 9 cm tall and are usual-

ly attached to the substratum by a single 
holdfast. The segments are firmly calcified. 

The lower segments are small， usually 
subterete; the upper segments are transverse-

ly oval to reniform， up to 5 mm long and 
9 mm  broad. The peripheral utricles are 10-
20μm in surface diameter， with a mean sur-
face diameter of 13μm，20-37μm long， and 
are supported by lateral non-utriculiform 
branches arising from the medullary 

filaments. 1n the m司jorityof specimens， the 
peripheral utricles separated quite easily after 
decalcification; however， the peripheral 
utricles did not separate easily in three sets of 
specimens (i.e. Kamura， 1135， 1227 and 

1969). 
Halimeda velasquezii appears morphological-

ly veηmuch like H. renschii. The segments 

of H. velasquezii are slightly larger and the 
branches seem to arise in one plane whereas 
H. renschii is more erect and bushier. The 

mean surface diameter of the peripheral 
utricles are consistently smaller in H. velas-
quezii than in H. renschii. 8ix of the fertile 

specimens (Kamura 196乃 ofH. velasquezii 

have matted rhizoids at the base， which is 
characteristic of H. renschii. 

Halimeda velasquezii inhabits the perpen-

dicular walls of surge channels and open 
tidepools exposed to strong water motion. 
The holotype was collected in Okinawa in 
similar habitat (Yamada 1934， as H. opuntia f. 
intermedia) . 

Halimeda renschii Hauck; Hillis-Colinvaux 

1975: 93， fig. 1; Hillis-Colinvaux 1980: 

115， fig. 31. 
Halimeda opuntia (L.) Lamouroux f. renschii 

(Hauck) Barton; Okamura 1915: 208， 
pl. 148 (figs. 8-12); Yamada 1941: 115， 
fig. 9. 

Halimeda batanensis W.R. Taylor 1973: 34， 
figs. 1， 2. 

Plate 3， Fig. 4 

Japanese name: Hime-sabotengusa. 
8pecimens examined. 8ENKAKU 18.: 

Minarr此 ojimaI.-Kam仰 2542(RYUK)， 
1II-31-71， leg. K. Nagahama and Y. 
Nakasone. OK1NAWA 18.: Okinawa 1.-
Kamura 937 (RYUK/KYU)， 1959. AMAM1 
18.: Amamioshima I.-Kida s.n. (MIE) ， 
Ushuku， VII-5-63 (Kida 1964， as H. opunt-
ia). 08UM1 18.: Yaku I.-KAG s.n. 

(KAG) ， Anbou， 1X-13-83， leg. N. Higo. 
BON1N 18.: Chichijima 1.-8，宅gawa s.n. 

(KYU) ， V-38 (8egawa 1956， No. 90， as H. 
opuntia). 

The specimens which we examined do not 
appear as robust as depicted by Taylor (1973: 
Fig. 1， as H. batanensis) from the Philippines 
and by Hillis-Colinvaux (1975: Fig. 1) from 
Kenya; however， the specimens are quite 
similar to the illustrations of Yamada (1941) 
of H. opuntia f. renschii from Micronesia. The 



Floristics and geographic distribution of Halimeda 69 

thalli， up to 7 cm tall， have matted rhizoidal 
bases and segments which are oval or 
spathulate. The largest segments are 4 mm 
long and 5 mm  broad， and are consistently 
smaller than the segments of H. velasquezii. 
The peripheral utricles are 15-23μm in sur-
face diameter; the secondary utricles are not 
particul町 Iy utriculiform， 17.，.20 flm 血

diameter， but do expand toward the apex as 
described by Taylor (1973). 

Section HALIMEDA 
Halimeda tuna (Ellis and 801ant;leの
Lamouroux; Okamura 1932: 70， pl. 285; 
Taylor 1950: 84， pl. 43 (fig. 2); Hillis 1959: 
342， pl. 1 (figs. 4， 5)， pl. 5 (fig. 9)， pl. 6 (fig. 
7)， pl. 9; Hillis-Colinvaux 1980: 122， fig. 
35. 

Plate 3， Fig. 5 
] apanese name: Tsuna-sabotengusa. 
Specimens examined. OKINAWA 18.: 

Okinawa I.-Kamura 3521 (RYUK)， Motobu 
(8esoko Channel)， 10 m deep (MLLW)， 111-
28-76， leg. M. Nishihira; Kamura 3530 

(RYUK)， Motobu (8esoko Channel)， 7 m 
deep (MLLW)， 111-26-76， leg. M. Nishihira; 
Tsuぬ 9似品 (RYUK)，Motobu (Ohama)， in 
crevise on side of dead coral mound， 0.2 m 
deep (MLLW)， 1-12-90; Tsuda 90-29 
(RYUK) ， 8esoko 1. (southeast side) ， in 
crevise on side of dead coral mound， 0.4 m 
deep (MLLW)， 1-18-90. RYUKYU 18.: 
SAP s. n. (SAP)， VII-20， leg. Yagi (Okamura， 
1932: 70， pl. 285， fig. 1). HONSHU: 8，唱gawa

s.n.(KYU)， 8usaki， VIII-28-34; Segawa s.n. 
(KYU) ， Tago， VI-19-35; Okada s.n. (KYU) ， 
8usaki， 111-37; 8，略gawas. n. (KYU) ， fertile， 
8usaki， VII-30-50， leg. 8. 8egawa and T. 
8egi. BONIN 18.: 勾awa s. n. (KYU) ， 
Hachijo 1.， VII-11-29; Segaωa s.n. (KYU) ， 
Hahajima 1.， VI-38; Segawa s. n. (KYU) ， 
Hachijo 1.， V-29-52. 
The specimens， up to 7 cm tall， are lightly 

calcified and consist of subcuneate and 
reniform segments， up to 10 mm long and 
13 mm broad. The peripheral utricles， 
angular in surface view， are 98-133μm in sur-
face diameter (i.e. range of means of 10 
measurements each from 11 thalli)， 125-

320μm long， anci are firmly attached after 
deca.lcification. Secondary utricles are 60-
100μm broad and 142-170μm long. 
Although the dimensions of the fused 
peripheral Utricles exceed the normal qmges 
described by Hillis-Colinvaux (1980)， i.e. 
(25-) 3←100←125)μm in surface diameter and 
(46-) 60-130←230)μm long for unfused 
peripheral utricles， the specimens do fall 
within the overall taxonomic circumscription 
fo:r H. tuna. 

One specimen (Kamura 353のwasinitially 
identified as Halimeda g留ωW.R.Taylor. 
The thallus is lightly calcified and consists of 
two large thin segments， 17-22 mm  long and 
26 mm broad， and about 14 smaller 
segments， up to 10 mm  long and 12 mm  
broad. The peripheral utricles are 129-
150 flm in su由 cediameter (i.e. range of 
means of 10 measurements from one large seg-
ment and one small segment); the smaller seg-
ment had the higher mean value. It seems， 
however， that the overall appear組 ceand也e
surface diameter of the peripheral utricles are 
similar to other specimens of H. tuna. 

Halimeda discoidea Decaisne; Taylor 1950: 85， 
pl. 45 (fig. 1); Hillis 1959: 352， pl. 2 (fig. 
5)， pl. 5 (fig. 11)， pl. 6 (fig. 11)， pl. 7 (figs. 
9， 10)， pl. 8 (figs. 5-8)， pl. 11; H辺lis-Colin-
vaux， 1980: 136， fig. 41. 

Plate 4， Fig. 1 
]apanese name: Uc也ωhiwa-喝噛s姐abo叫，ten時叩g伊u凶s路a
8pecimens examined. YAEYAMA IS.: 

Taketomi 1.-0hba and Aruga B-60 (TUF) ， 
west side， 1-29-75 (Ohba組 dAruga 1982). 
MIYAKO 18.: Miyako I.-Kamura 2781 
(RYUK)， 111-18-68 (Kamura 1977). 
OKINAWA 18.: Okinawa 1.ーOkadas.n. 

(KYU) ， 111-30-29， leg. T. Tamayose;‘SAP 
14349 (8AP)， N油 a，V-33 ， leg. Y. Yamada 
(Yamada 1934， as H. cuneata); Okada s.n. 

(KYU) ， IV-I-37， leg. T. Tamayose; Segawa 
s.n. (KYU)， Naha， 111-39 (Segawa 1956， as 
H. macroloba， No. 92); S，宅gawas. n. (KYU) ， 
Tina， V-2-56; Segawa s.n. (KYU)， Tina， V-
8-56; Segawa s.n. (KYU) ， Naminoue， V-26-
56; Segaωa s.n. (KYU) ， Naminoue， V-56; 
Kamura s.n. (RYUK)， Ooyama， 111-17-57; 
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Plate 4 
Fig. 1. Halimeda discoidea; Tsuda 90-87， 1II-11-90， Shinzato， Okinawa I 
Fig. 2. Halimeda micronesica; SAP 14342， V-33， Itoman， Okinawa I 
Fig. 3. Halimeda micronesica; SAP 14343， V-33， Itoman， Okinawa I 

Kamura s.n. (RYUK)， Naminoue， 1V-6-57; 
Kamura s.n. (RYUK)， Naminoue， 1V-15-57; 
Kamura s.n. (RYUK)， Kamiyama， V-1-57; 
Kamura s.n. (RYUK)， Gushichan， 1-7-58; 

Kamura s.n. (KYU)， Gushichan， 1-19-58; 
Kamura Sπ(KYU)， Minatoga， II-4-58; 
Kamura s.n. (KYU) ， Aja， II1-9-59; Kamura 
iπ(RYUK)， V-16-61; Kamura s.n. 

(RYUK)， V-29-61; Kamura s.n. (RYUK)， 

V1-14-61; Kamura s.n. (RYUK)， 1V-23-67; 
Tsuda 90-61a (RYUK)， Motobu (Ohama)， 

reefplatform， 0.2-0.5 m deep (MLLW)， II-7-
90， leg. S. Kamura， S. Nakamura and R.T 
Tsuda; Tsuda 90-67 (R YUK)， Henoko， east 
of Cape Henoko， dead coral reef， 0.5 m deep 

(MLLW)， II1-9-90， leg. T. Yoshida; Tsuda 

90-86 (RYUK)， Minna 1.， southeast side， 

rd:f pav巴ment，at MLLW， II1-10-90; Tsuda 
90-87 (RYUK)， Shinzato， pool on reef 

margin， 0.2 m deep (MLLW)， III-11-90， 1巴g

S. Kamura; 1zena I.-Kamura s.n. (RYUK)， 

II1 -18-61. AMAM1 1S.: Amamioshima 1.-
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SAP 20735 (SAP)， Shimama， VII1-14-23， 
leg. K. Hamana; Kida s.n. (M1E)， Ushuku， 
VII-5-63; Kida s.n. (M1E)， Surikozaki， VII-
3-63 (阻da1964， as H. cuneata);脳 Gs.n. 

(KAG) ， Kasari， V1-15-88; Kakeroma I.-
SAP 45305 (SAP)， Ankyaba， V1-25-61， leg. 
T. Yoshida. OSUM1 1S.: Yaku I.ー瓦AG
s.n. (KAG)， Anbou， 1X-13-83， leg. N. Higo; 
Tanegashima I.-KAG s.n. (KAG) ， off 
Shimama Harbor， V1-22-83， leg. N. Higo; 
KAG s.n. (KAG) ， beachdrift， Maenohama， 
Minamitane， V1-23-83， leg. T. Noro; 
RYUKYU 1S.: SAP 10079 (SAP)， III-31 ， leg. 
S. 1noh (Yamada 1934， as H. cuneata); SAP 
10445 (SAP)， 111-31， leg. S. 1noh (Yamada 
1934， as H. cuneata); SAP 11101 (SAP)， V-31， 
leg. T. Teramati (Yamada 1934， as H. 
cuneata). KYUSHU: SAP s.n. (SAP)， 
Nagasaki (Takahama)， ca. 26 m (14 fathoms) 

with gill net， VII-03， leg. K. Okamura; Ichiki 
s.n. (KYU) ， Nagasaki (Meshima)， 1V-15 to 
V-12-54 (1chiki 1956， as H. cuneata); Segawa 
s.n. (KYU)， Nomo， VIII-6-56， leg. T. 
Yoshida (Segawa 1958， No. 20， as H 

cuneata); SAP 23897 (SAP)， Katura I.' Goto 
1s.， Nagasaki， VII-28-42， leg. Y. Yamada 
and T. Tanaka; SAP 24251 (SAP)， 
Nomozaki， Nagasaki， 1V-15-33， leg. T. 

Tanal叫 SAP 35099 (SAP)， Hirado， 
Nagasaki， VII-19-77， leg. T. Yotsui; SAP 
35422 (SAP)， Nomozaki， Nagasaki， VII1-6-
56， leg. T. Yoshida; SAP 43625 (SAP)， 
Hirado， Nagasaki， 16 m deep at Mozone 
Bank in Shijiki Bay， V-25-83， leg. T. 

Yoshida; SAP 49263 (SAP)， Nomozaki， 
Nagasaki， 1V-25-32， leg. T. Tanaka. 

SH1KOKU: SAP 42138 (SAP)， Tojima I.， 
Ehime， leg. S. Ouchi. HONSHU: SAP s.n. 

(SAP)， Ham弓jirr叫 X-18-1O， leg. K. 
Okamura; Segawa s.n. (KYU) ， Susaki， V1II-
28-34; Okada s. n. (KYU)， Hamashima， V1II-
3-36; SAP 9643 (SAP) ， Hamajima， Shima， 
Mie， VII1-31， leg. K. 1nagaki; SAP 28290 
(SAP)， Tanabe， Wakayama， 1X目 9-53，leg. 

K. Mihashi; SAP 34587 (SAP)， Mishima I.， 
Yamaguchi， 16 m deep， V1II-11-69， leg. N. 
Kadota; SAP 35370 (SAP)， Tanabe， 
Wakayama， 1X-14-54， leg. K. Mihashi; SAP 
38787 (SAP)， 1waizaki， Shima， Mie， X-26-

81， leg. T. Yoshida; SAP 46780 (SAP)， 
Tuzuno (Hidaka-gun)， Wakayama， V-11-64， 
leg. T. Yamamoto. 

The specimens， up to 9 cm tall， arise from 
distinct holdfasts which may be up to 1 cm in 
length. The discoidal and reniform segments 
are of various size; one specimen (Tsuda 90-

67) from Okinawa I. has one se伊 entwhich 
measures 21 mm  long and 32 mm  broad. 
The inflated secondary utricles are 

characteristic of this species; however， the size 
of the secondary utricles can va町， i.e. (70-) 

95-155 (ー260)μm broad and 100-350 (-
435)μm long， as described by Hillis-Colin-
vaux (1980). The peripheral utricles in the 
specimens we examined are 31-44μm ln sur-
face diameter (i.e. range of means of 10 

measurements each from 19 thalli)， which are 
narrower， more like H. cuneata， than the nor-
mal range of (30-) 40-90μm cited by Hillis-

Colinvaux (1980). Measurements ofthe sur-
face diameter of peripheral utricles from fresh 
thalli also fall between the above range; the in-
flated secondary utricles are much more con-
spicuous in fresh materials. 

Section M1CRONES1CAE 
Halimeda micronesica Yamada 1941: 121， fig. 

15; Yamada 1944: 29， pl. 5; Taylor 1950: 

89， pl. 46 (fig. 2)， pl. 47; Hillis， 1959: 364， 
pl. 3 (fig. 1)， pl. 5 (figs. 13， 14)， pl. 6 (fig. 
2)， pl. 9; Itono， 1973: 160， fig. 21; Hillis幽

Colinvaux， 1980: 149， fig. 46. 
Plate 4， Figs. 2-3 

J apanese name: Ko-sabotengusa 
(=Kobano幽 sabotengusa). 

Specimens examined. Y AEY AMA 1S.: 

Taketomi I.ーOhbaand Aruga B-62 (TUF)， 
west side， V1-17-75 (Ohba and Aruga 

1982). OK1NAWA 1S.: Okinawa I.-SAP 

14342 (SAP)， two specimens， 1toman， V-33， 
leg. Y. Yamada (Yamada 1934， as H. in-

crassata f.。ωtaBarton); SAP 14343 (SAP)， 
1toman， V-33， leg. Y. Yamada (Yamada 
1934， as H. incrassata f. ovata). 

All four specimens lack the most distinctive 

character of this species， i.e. the enlarged 
basal segment， which Hillis-Colinvaux (1980) 
cites as being large or less distinctive; 
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however， all other macroscopic ano 

microscopic characters 尋問 applicable to H. 
micronesica. The dried spedmens， up to 
15 cm tall， are white or steel grey in color. 
All branches seem to radiate from the small 
cuneate basal segment， up to 7 mm lo:qg imd 
10 mm  broad; long fibrous rhizoids can be 

seen at the base ofthe basal segments. All of 
Yamada's spedmens have strands of 

medullary filaments， up to 17 mm  long， aris-
ing from a few nodal regions. The segments 

are trilobed at the basal area， and rl'.¥Ilge from 
subcuneate， discoidal and reniform， occa-
sionally lobed， up to 7 mm  long and 10 mm 
broad， throughout most of the thalli. 

The medullary filaments at the nodal 
region remain free and are few in number， 
i.e. 8-10， based on the examination of nine 
nodal regions. The peripheral utricles are 

33-38 fJm in surface diameter (i.e. range of 
means of 10 measurements of 9 segments 
from four thalli)， 25-32μm long， and 
separate with ease after decalcification. The 

secondary utricles， which are not pa口icularly
utriculiform， are about 20μm broad. In-
terestingly， the Okinawa (Itom組)specimens 
are those which Yamada (1934: 83) examined 

and referred to when he stated，“The 
filaments of the central strand do not usually 
fuse in the node..." 

Only two other species， H. j示agilisW.R. 
Taylor and H. melanesica Valet， are included 
in the Section Micronesicae， which is 
characterized by the free (i.e. unfused) 

medullary filaments at the nodal region. 
N either of these species resembles the 
specimens we examined. One other record 

of H. micronesica from Hateruma I. (Itono 
1973) exists. A1though we have not had the 
oppo此unityto examine Itono's specimen， his 
photograph depicts the characteristic enlarg-
ed basal segment with long fibrous rhizoids. 

Halimedafragilis W.R. Taylor 1950: 88， pl. 48 

(fig. 2); Hillis 1959: 363， pl. 3 (fig. 2)， pl. 5 
(fig. 10)， pl. 6 (fig. 1)， pl. 7 (fig. 1)， pl. 8 
(fig. 1)， pl. 9; Itono 1973: 161， fig. 22; 
Hillis心olinvaux1980: 151， fig. 47. 
]apanese na町広 Moro-sabotengusa(nov.). 

The only record of H. fragilis from the 
R yukyu Islands is也atof Itono (1973) from 
Hateruma I. He provided a detailed descrip-

tion， emphasizing the unfused meduUary 

filaments， and a photograph of his specimen， 
which leaves absolutely no doubt in our 
minds也atH. fragilis is a component of the 

marine fl.ora of the Ryukyu Islands. 

Discussion 

Our examination of over 180 specimens of 

Halimeda and the acceptance of the past 
record of H. fragilis (Itono 1973) indicate that 
11 species of Halimeda， within four of the five 
Sections， occur in the Ryukyu Islands. The 
species within their respeGtive Sections are as 
follows-Section Rhipsalis: H. incrassata， H. 
simulans and H. macroloba; Section Opuntia: 
H. opuntia， H. disωrta， H. velasquezii and H. 
renschii; Section Halimeda: H. tuna and H. 
discoidea; and Section Micronesicae: H. 
micronesica and H. fragilis. 

The presence of H. renschii， previously 
reported by Okamura (1936) and Tanaka 
(1950) as H. opuntia f. renschii， is substantiated 
for the island chain. Halimeda distorta， 
previously reported by Ohba 姐 d Aruga 

(1982) as H. opuntia v. he伽 acea，is now at-
tributed to the Ryukyu Islands， instead of H. 
copiosa Goreau and Graham (1967) which 
was also part of the H. opuntia v. he，伽 'aceaand， 
later， H. he伽 'aceacomplex. We feel that the 
specimen (MICH s. n.) attributed to H. cylin-
dracea by Hillis (1959) is best considered 
under H. incrassata. 
Although H. cuneata had been reported by 

various authors from the Ryukyu Islands， we 
could not attribute any of the specimens we位-

amined to this species. Gilbert (1947)， 
Papenfuss and Egerod (1957) and Hillis 
(1959) have previously commented on the 
situation in which past authors have reported 
specimens of H. discoidea as H. cuneata， based 
on the descriptions and illustrations of Barton 

(1901). Based on the species listing of 
]apanese marine benthic algae， Yoshida et al. 
(1985) seem to have accepted the suggestion 
by Hillis (1959)血atH. cuneata probably does 
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Table 2. Species records of Halime，吻仕omi直landswithin the Ryukyu Island国， based 011 specimens examined 
by∞-au出ors(X) and問∞rdsfrom past児島rences(R). New island records are underlined. Key ωspecies of 
Hali附'00:Hi=H. in町田~ata ， Hs=H. simula~， Hma=H. m邸叩loba，Ho=H.ψuntia; Hdt=H. dis伽'Ul， Hv=H. velas-
伊ezii，Hr=H.伽 'chi・i，Ht=H. tuna， Hdi=H. discoi伽 ，Hmi=H. micronesica， Hf=H.斤司gilis.

Species of HalimeOO 

Hdt Hv Hr 
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H。

R 

Hf Hmi 

x 

x 

Hdi 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

Ht 

x 

R 

R 

x 

x 

x 

X

一X
一X

x 

x 

x 

x 

X 

x 

R 

R 

R 

x 

x 
x 

x
x
x
 

Hma 

X

X

R

 

x 

R

X

X

 

x 

Hs 

x 
x 

x 

x 
x 

Hi 
Islands (N Lat) 

OSUMIIS. 

Mage (30045') 

T組 eg，剖h加 a(30035') 

Yaku (30021') 

AMAMIIS. 

Amamioshima (28020') R 

Kakeroma (28005') 

Yoron (27002') 

OKINAWAIS. 

Izena (26056') 

Kume (26020') 

Okinawa (26012') 

SAKISHlMA IS. 

MIYAKO IS. 

Ikema (24056') 

Miyako (24047') 

YAEYAMAIS. 

Ishi伊ki(24030') 

Taketomi (24020') 

lriomote (24020") 

Kuro (24014') 

Hateruma (24003') 

Yonaguni (24027') 

x 

x 

R R 

x 

are cited. The difference in the number of 

species from any one island within an island 

group， e.g. Yaeyama Islands， is， no doubt， 

based on the collection effort undertaken in 

the various islands. The few number of 

species， i.e. six species， from Miyako Islands 

x 

not occur in J apanese waters. All specimens 

labeled H. cuneata， which we examined， were 
identified as either H. discoidea or H. tuna. 

Table 2 presents the species of Halimeda 
which occur on individual islands within the 

Ryukyu Islands; fifteen new island records 

x R 

Table 3. Geographic distribution of species of HalimeOO in the m吋orisland groups wi也in也eRyuk刊
Islands. Species reported from Taiwan and species substantiated from mainland Japan are included for com-
parative purposes. See Table 1 for key to abbreviations of species of HalimeOO. 

Species of HalimeOO 

Hr Hdi Ho Hdt Ht Hs Hma Hi Hv Hmi Hf 
Island Groups 

x 
x 

x 

x 
x 

x 
x 

x
x
x
x
 

x
x
x
x
x
 

x
x
x
x
x
x
 

x
x
x
 

x
x
x
x
 

x
x
x
 

x 
x 

Jpn. Mainland 

Osumi Is. 

Amami Is. 

Okinawa Is. 

Sakishima Is. * 
Taiwan 

x 
x 

* Includes both Miyako Is. and Yaeyama Is. 
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Table 4. Monthly means and monthly ranges of surface seawater 
temperatures in degree centigrade during winter (January to March) and summer 
(July to September) for Ishigaki 1.， Miyako 1.， Okinawa 1. (Naha) and Amami-
oshima 1. (Naze)， based on seven-ye訂 period，1978-84 (Japan Meteorological 
Agency). 

Islands 
Monthly Means (Monthly Range) 

Winter Summer 

Amamioshima 1. (Naze) 

Okinawa 1. (Nal叫

Miyako 1. 

Ishig紘il.

18.7 (17.7-19.7) 

20.6 (19.←21.7) 

20.5 (19.4-22.4) 

21.4 (20.1-23.0) 

27.7 (26.6-29.1) 

28.1 (27.3-29.5) 

29.2 (28.2-30勾

28.8 (27.7-30.2 

in comparison to the 10 species in the 

Yaeyama Islands and the 10 species in the 

Okinawa Islands is most likely again based on 

collection efforts. We feel that the species of 

Halimeda present in the Yaeyama Islands 

and Okinawa Islands will be eventually found 

in the Miyako Islands， which should make 
these island groups homogeneous in terms of 

species of Halimeda. 

The absence of the conspicuous H. 

macroloba from Okinawa 1.， where collection 

effort has been the greatest， remains a 

mystery， especially since it is found on Kume 
1.， locatedjust 80 km east ofNaha. Halimeda 
macroloba is present in the Yaeyama and 

Miyako Islands to the south， and the Amami 
Islands to the north of Okinawa 1. 

When the species present within island 

groups are consolidated (Table 3)， a general 

attenuation of species is evident from the 

southwest to the northeast， i.e. from the 

Sakishima Islands (indudes the adjacent 

Yaeyama Islands and the Miyako Islands) to 

the ]apanese mainland-Sakishima Is. (10 

species)， Okinawa Is. (10 species)， Amami 
Islands (5 species)， Os山 niIs. (3 species) and 

the ]apanese mainland (2 species). The six 

species of Halimeda reported from Taiwan (see 
references in Lewis and Norris 1987) are in-

cluded in Table 3 for comparative pu叩ose.

The absence of H. renschii from the Sakishima 

Islands is interesting since this species is 

found in the southern tropical waters of the 

Philippines (see references in Silva et al. 1987) 
and the cooler waters of the ] apanese Bonin 

Islands. We feel that the presence of only 

five species and three species of Halimeda in 

the Amami Islands and the Osumi Islands， 
respectively， is not an artifact， but represents 
a good portrayal of the geographic distribu-

tion of Halimeda in the Ryukyu Islands. No 

record seems to exist of any collections of 

Halimeda from the Tokara Islands， located 
between the Amami Islands and the Osumi 

Islands. 

We can only speculate that the causal factor 

for the attenuation of species of Halimeda from 
the Okinawa Islands to the Amami Islands in 

the north is most likely related to the surface 

seawater temperature， i.e. survival of the 

species based on winter temperature and the 

fruiting capability ofthe species based on sum-

mer temperature. Kamura (1966) found 

fruiting thalli of three species， i.e. H. in-

crassata， H. opuntia and H. velasquezii， in 
Okinawa 1. only during the late spring and 

early summer， i.e. ]une to August. In addi-

tion， fruiting specimens of H. simulans col-
lected in August were among the specimens 

which we examined. As shown in Table 4， 
the surface seawater temperatures during 
winter varies the greatest between Okinawa 1. 

and Amamioshima 1. 

Further collection efforts from the Miyako 

Islands and collections from the Tokara 
Islands should provide further answers to the 
distribution of species of Halimeda in the 

Ryukyu Islands. 
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R. T. Tsuda* .香村真徳**.琉球列島における緑藻サボテンゲサ属の種類相と地理的分布

琉球列島からこれまでに報告されたサボテングサ属 (Halimeda)海藻の標本及び未発表標本(北大・九州大・東

水大・三重大・琉球大等)を調べ，同列島産のサボテングサ属を次の11種に整理した。ミツデサボテングサ H.

inc14邸 sata，フササボテングサ H.simulans，ヒロハサボテングサ H.ma&Toloba，サボテングサ H.opuntia，ソリハサボテ

ングサH.distorta，ヒラサボテ γグサH.velasquezii，ヒメサボテングサH.renschii，ツナサボテングサH.tuna，ウチワ

サボテングサH.disco地'a，コサボテングサH.micronesica，モロサボテングサ H.fragilis (標本を実見できなかった)

である。 H.renschiiとH.distortaは，それぞれ H.opuntiaの品種及び変種として取り扱われていた種である。 H.

柑 nea胞に同定されていた本邦産の標本の中には，本種に該当するものは認められず，H. discoideaか H.tunaのい

ずれかであった。サボテングサ属の種数は本邦南西域から九州・本州中南部域にかけ，先烏諸島10，沖縄諸島10，

奄美諸島5，大隅諸島3，日本本土2と減少する。 (*MarineLaboratory， University of Guam， UOG， Station， 

Mangilao， Guam 96923， USA: **905-02沖縄県本部町字瀬底3422 琉球大学熱帯海洋科学センター)
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川井浩史:ランドルフ・テイラー先生を悼む

Hiroshi Kawai: To the memory of the lat巴 ProfessorW. R Taylor 

ウィリアム・ランドノレフ ・テイラー (William Ran-

dolph Taylor) 先生が1990年11月11日に合衆国ミシガ

ン州アンア ーパーの御自宅で亡くなられた。享年94才

であった。テイラー先生は米国を代表する藻類学者の

一人であり， 1972年の札幌での第 7回国際海藻学会議

の折りには来日しておられる。

テイラー先生は1895年12月21日合衆国フィラテソレフ

ィアのお生まれで，ベンシノレハニア大学で学ばれ，

1920年に植物学で Ph.Dを得られた。その後1927年か

ら1930年まで同大学で教鞭をとられた後，1930年から

ミシガン州立大学の植物学科の教授となられ，同大学

標本室の藻類部門のキュレー ターも兼任された。 1966

年に退官され名誉教授となられたが，その後も亡くな

られる数年前まで精力的な研究も続けられた。先生の

御研究は1920年代にはおもにプリティッ γ ュコロンビ

アの山岳地帯やメキシコ湾のトノレトゥガ島の乾燥地帯

の植物相に関するものであった。ついて司アラン ・ハン

コック (AllanHancock)をスポンサーとするカリブ海，

メキシコ太平洋岸，中南米，ガラパコ・スへの遠征調査

に参加され，海藻類の分類に関する研究をおこなわれ

た。また1946年からはビキニ環礁を含む南太平洋マー

シャノレ諸島の生物相に関する調査にも参加された。

1966年に名誉教授となられてからもカリプ海地方を中

心に多くの調査旅行を行い活発な研究活動をおこ なわ

れた。先生は夏は60年以上にわたり，御夫人とともに

マサチューセッツ州のウッズホーノレの別在で過ごさ

れ，近くにある コッド仰の臨海実験所で海藻類の研究

をされるとともに海産植物に関する夏期講座で教えら

れた。 先生はその海藻類の分類学及び植物地理学にお

ける貢献から米国科学アカデミ ーの藻類学部門の

G.M. Smith Gold Medal，スウェーデン王立自然、地理

学会の RetziusMedal，アメリカ植物学会の Merit

Award などを受賞しておられる。また，アメリカ藻

類学会の創立に携わられるとともに，1947年から 2代

目の会長をつとめられ，また1956年にはアメリカ植物

学会の副会長をつとめられた。先生の研究業績は140

編の論文と Plantsof Bikini (1950)， Marine Algae of the 

Northern Coast of North America (1937， 1957)， Marine 

Algae of the Eastern Tropical and Subtropical Coasts of 

the Americas (1960)などを含む数冊の大冊の著作があ

る。

筆者は1981年冬に故黒木宗尚先生のお供をして，デ

トロイト郊外のアンアーパーを訪れテイラ ー先生とそ

の後任者であるウィン (MichaeIJ.Wynne)教授にお会

いした。先生はもうすでに80才をだいぶん越える御高

齢ではあったが，非常にお元気で大学の御自分の研究

室にもしばしばおいでになって研究を続けておられ

た。先生の研究室の机の上には何十年と使ってこられ

た顕微鏡があり， 前の壁には「大洋」と L、う 色紙が飾っ

てあった。先生の御考案でしかも自作されたという，

さく葉標本を立てる V 字型の台は非常に便利で，い

つかまねて作らせていただこうと思って写真に収めて

きたがまだ実現できないでいる。われわれがアンア ー

バーの前にウッズホーノレを訪ねてきたことをお知りに

なると非fß.~こ喜ばれ，先生の夏の別荘や付近の海藻の

話しをして くださった。この地域で最近ミノレが大量に

打ち上げられて問題になっている話をされ，翌日には

その記事の載った新聞を探し出してきてわれわれに見

せてくださ った。テイラー先生は旧知の黒木先生の訪

問を本当に喜んでおられたようで，ご自宅にも招いて

くださり ，自 らマテ ィーニを作ってご馳走してくださ

った。この訪問のことは黒木先生にとっても非常に楽
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しい思い出であったようで，ことにこのマティーニの うで.90才の御誕生日のお祝いに差し上げた便りにも

ことはその後何度もなつかしそうに話しておられた。 ご自分でタイプされた御返事をいただいた。しかしそ

その後ついにもう一度お目にかかることはできなかっ の後やはり御高齢には勝てずベッドで過ごされること

たが，こちらから差し上げたお便りの返事を何度か頂 が多かったと関心そして先日ウィン教授からこの悲

戴し，そのなかでテイラー先生は最近の環境破壊の閑 しい知らせをいただいた。ランドルフ・テイラー先生

題を憂えておられた。先生は数年前から持病の心臓病 のご冥福を心からお祈りします。(写真はウィン教授

が悪化され. 1987年にはベースメーカーを入れる手術 の撮影) (060札幌市北区北10条西8丁目 北大理学

をされた。その結果だいぶん回復されたよ 部植物学教室)
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薮 熊 :時田明先生の御逝去を悼む

Hiroshi Yabu: Jun Tokida (1903-1990) in memoriam 

北海道大学名誉教授時間 iVl¥ 先生は平成 2年11月

29日午後 7時12分心不全のため，鎌倉市において逝去

されました。享年87才でした。 11月30日午後 611寺から

前夜式が， 12月 1日午後 2時から告別式が，鎌倉市御

成町にあるカドキホーノレに於いて取り行われ，次いで

午後 5時からは場所を移して御遺族の計らいで，時国

先生と生前親しかった方達が集まられて先生を偲ぶ会

が催されました。

先生は明治36年 8月17日神奈川県横浜市でお生まれ

になり，神奈川県立横浜第一中学校， 北海道帝国大学

議科を経て，昭和 2年 3月北海道帝国大学農学部段業

生物学科を卒業されました。

昭和 3年 4月には北海道帝国大学付属水産専門部講

師，同 4年11月間専門部の教授，昭和10年 4月函館高

等水産学校教授，昭和15年 5月北海道帝国大学助教授

となられ昭和20年 6月教授に昇進，昭和28年12月から

昭和30年12月にかけて北大水産学部長を勤められ，そ

の他，北海道大学評議員， 北海道大学水産学部学生部

分室長等の要職につかれるなど大学運営の枢機に参画

されました。そして，昭和42年定年退官，同年北海道

大学名誉教授の称号を授与されました。

先生の恩師は札幌農学校第 2期生文化勲章受賞者の

宮部金吾先生で，農学部の 3年生のときには『南樺太

の海藻』を卒業論文として纏められ，その後継続して

南樺太の海藻の分類，分布，生態について鋭意研究さ

れ，昭和20年にはそれらの成果を取り纏めIrThe

Marine Algae of Southern Saghalien~ と L 、う題名で学

位論文を完成し農学博士の学位を授与されました。

昭和17年から20年にかけては北海道沿岸域における

繊維資源海藻の分類，生態，並びに利用に関する研究

に従事されました。その後，北海道産コンフ不十植物に

ついて幅広い調査研究を行い，重要な基礎的資料を提

供されました。更に，磯焼け現象の原因となる無節石

灰藻類の分類学的，生態学的研究を精力的に行われ水

産に多大の貢献をされております。そして，それらの

成果は後に続く藻類研究者に多大の影響を与えられま

しTょ。

先生は日本藻類学会では設立に際して発起人の一人

として琵力され，評議員等として学会の発展に貢献さ

れ，昭和41年からの年にかけて会長を勤められ，その

功績によって， 昭和51年，名誉会員に推薦されました。

その他，先生の学会に関する活躍としては，植物学

会，日本水産学会，国際藻類学会等の学会に参加され，

日本水産学会では評議員或いは北海道支部長として運

営に協力され，昭和55年，名誉会員になられておりま

す。

先生は温厚かつ真撃な態度で私共に接しられ，又，

優れた指導力と常にたゆまぬ情熱と懇切な教育法をも

って教檀に立たれ，多くの子弟の育成に当たられまし

t.:..o 

先生はクラ -tl博士，内村綾三， 宮部金吾，新戸部

稲造等諸先生の流れを汲む札幌独立教会々員で，昭和

21年から58年にかけての37年間， 同教会主管者， 58年

より現在に至るまで同名誉主管者となられております。

これら永年に亘る大学の運営，学問上への業績並び

に社会への貢献により昭和50年 4月勲二等旭日重光賞

を授与されました。

最後にH寺田先生の主要な業績を記 し，心から御冥福

をお祈り致します。
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(041函館市港町3-1-1 北海道大学水産学部水産植物

学教室)

主要業績目録

著 書

臨海実習法・海藻(生物学実験法講座).中山書庖

(1955). 

訳書

On the Laminariaceae of Hokkaido by K. Miyabe， 

1902. 

Eng. ed. Jour. Sapporo Agr. Coll.， 1: 1-50 (1956) 

編集

Advance ofPhycology inJapan. Gustav Fischer， Jena. 

(with H. Hirose) (1966). 

研究

1. On two species ofSphacelariales new toJapan. Trans-

act. Sapporo Nat. Hist. Soc. 11: 215-220 (1931). 

2. The marine algae from Robben Island (Kaihyo・to)，

Saghalien Bull. Sci. Fish.， Hokkaido. Imp. Univ. 2: 

1-34 (1932). 

3. On two new species of Antithamnion from Japan. 

Transact. Sapporo Nat. Hist. Soc. 12: 105-113 

(1932). 

4. Rhodophyllis capillaris sp. nov. and some other red 

algae on an Athecate Hydroid. Jour. Fish. 35: 12-

15 (1932). 

5.札幌市内魚市場にて見い出せるこ.三紅藻.水産

学雑誌 35:16-18 (1932) 

6.南樺太産海藻調査報告.博物館教育(樺太庁博物

館)2: 20-59 (1933). 

7. Phycological observations 1. Transact. Sapporo Nat. 

Hist. Soc. 13: 196-202 (1934). 

8. The marine algae仕omRobben Island， Saghalien. 

(A suppl. rept.). Bull. Sci. Fish.， Hokkaido. Imp. 

Univ. 4: 16-26 (1934) 

9. Phycological observations II. Transact. Sapporo 

Nat. Hist. Soc. 14: 111-114 (1935). 

10.樺太産海藻の分類並に植物地理学的研究.服部報

公会研究抄録 2・248-252(1936). 

11. Phycological observations III. Transact. Sapporo 

Nat. Hist. Soc. 15: 60-66 (1937). 

12.有珠湾のあまのり養殖に就て.北海之水産 91:

11-20 (1937). 

13. 銀杏草の学名に就て.北海之水産 101: 2-7 

(1938) 

14. Phycological observations IV. Transact. Sapporo 

Nat. Hist. Soc. 15: 212-222 (1938) 

15.二三海藻に関する知見，殊に邦産コケモドキ属に

就て.植物及動物 7:522-530 (1939). 

16.海藻培養液.Erdschreiberlosung"に就て.植物及

動物 7:777 (1939). 

17. ミクロネシア産海藻目録.科学南洋 2: 16-26 

(1939). 

18.緑藻アオサ科植物の生活史に関する研究.植物及

動物 7:1247-1256 (1939). 

19.台湾アミ族食用海藻.植物及動物 7: 1547-1552 

(1939). 

20.北海道釧路沖に Nereocystis漂流す.植物及動物 7:

1920-1921 (1939). 

21.二三海藻に関する知見 (2).植物及動物 9:49-56 

(1941). 

22.英国産「あまのり」の生活史.北海之水産 139:

30-33 (1941). 

23.樺太遠淵湖産海藻目録.植物及動物 9・427-432.

近江彦栄と共著 (1941). 

24. Phycological observations V. Transact. Sappor。
Nat. Hist. Soc. 17: 82-95 (1942). 

25.藻類のピタミンに就て.植物及動物 11・140-146

(1943). 

26. On the so-called Dilsea edulis of Japan. Bot. Mag. 

Tokyo 57: 93-97 (1943). 

27.後志支庁管内加里並臭素資源海藻調査報告(18年

度).北水試月報 1: 152-156. 山田幸男と共著

(1944) . 

28. カシワバコノハノりに告示せるカシワパコノハモ

ドキ(新称)に就て.日本水産学会誌 12: 212-

215 (1944). 

29.軍需繊維資源海藻の種類生態並に利用(其のー). 

北水試月報 2:48-56 (1945). 

30.軍需繊維資源海藻の種類生態並に利用(其の二). 

北水試月報 2:68-84 (1945) 

31.スガモ，アマモの荒廃に関する考察.北水試月報

3: 32-37 (1946). 

32.藻色の色素.生物 1:233-241 (1946). 

33.加里臭素資源海藻調査.水産調査報告 45: 1-32. 

木下虎一郎外と共著 (1947). 
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34.初山別村地先浅海底調査報告.北水試月報 3:

195-197.今井晴ーと共著(1947). 

35. Notes on some new or little known marine algae (1). 

Jour. Jap. Bot. 21: 127-130 (1947). 

36. Notes on some new or little known marine algae (2). 

Jour. Jap. Bot. 22: 37-40 (1948). 

37.糊料紅葉アカパ緑斑病と病原緑藻.北水試月報

5: 14-17.正置富太郎と共著 (1948). 

38. Notes on some new or little known marine algae (3). 

Jour. Jap. Bot. 22: 100-106 (1948)・

39. フタロノリの黒星病(予報).北水試月報 5:8-10 

(1948) 

批 Swollen-headdise蹴 of争加lariaand swollen-foot 

disease ofめlIngomoψha.Bot. Mag. Tokyo 61: 113-

116 (1948). 

41. Black-dot disease of Gloipeltisfurcata Post. et. Rupr. 

caused by a new Ascomycetous fun酔 s.Bot. Mag. 

Tokyo 61: 116-118. (wi血 K.Miyabe) (1948). 

42. Notes on some new or little known marine algae (4). 

Jour. Jap. Bot. 23: 69-71 (1949). 

43. Contributions to the knowledge of the Pacific species 

of Antithamnion and四:latedalgae. Pac. Sci. 4: 118-

134. (wi血 T.Inaba) (1950). 

44.海藻と妖度.水産の科学 4:1-6 (1950). 

45. Notes on some new or little known marine algae (5). 

Jour. Jap. Bot. 25: 149-152 (1950). 

46. Notes on some new or little known marine algae (6). 

Jour. Jap. Bot. 26: 167-172 (1951). 

47.τ'he La Perouse Strait as a boundary of the distribu-

tion of marine algae. 7th Pac. Sci. Congr. 5: 1-4 

(1953). 

48.イワズタとサボテングサの遊走細胞.藻類 1:28-

29 (1953). 

49.褐藻エゾヤハズの根様糸に就いて.北海道大学水

産学部研究い報 4:149-156.正置富太郎・薮熊と

共著(1953). 

50.τ'he marine algae of southern Saghalien. Mem. Fac. 

Fish.， Hokkaido Univ. 2: 1-264 (1954). 

51.コ γプの珍しい奇形.採集と飼育 18:118-119.近

江彦栄と共著(1956). 

52. Studies on the reproductive organs of red algae 11. 

On Frythrophyllumgmelini (Grun.) Yendo. Bull. Fac. 

Fish.， Hokkaido Univ.， 7: 63-71. (wi也 T.Masaki) 

(1956). 

53.業が螺旋状にねじれた奇形コンプ.北水試月報

13: 26-29.近江彦栄・正置富太郎と共著(1956). 

54. 日本海北部から報告された褐藻の一新属.藻類

4: 60-61 (1956). 

55. チガイソウの茎に密生したコンプ.北水試月報

14: 41-42.大岩保明と共著 (1957). 

56.紅藻エゾナメシの雌性器官.藻類 5:5-7.正置富

太郎と共著(1957). 

57. Some observations on Laminari・agametophytes and 

sporophytes. Abstr. 9th Pac. Sci. Congr.， p. 53. 

(wi出 H.Yabu) (1958). 

58. A Chimaera of Ataria and Lamil閲巾foundin nature. 

Nature 181: 923-924. (wi由 H.Ohmi組 dM. Ima-

shima) (1958). 

59.海藻の癌腫.藻類 6:93-99 (1958). 

60. Studies on也eMelobesioideae ofJapan 1. Bull. Fac. 

Fish.， Hokkaido Univ. 10: 83-86. (wi也 T.Masaki) 

(1959). 

61. Studiess on the reproductive organs ofred algae 111. 

On the structures and development of female organs 

in Schizyn閥均 duhyi，匂開nogongrusjlabelliformis，組 d

Rhodymenia pert凶 a.Bull. Fac. Fish.， Hokkaido Univ. 

10: 87-96. (wi出 T.Masaki) (1959). 

62. A list of marine algae collected in也evicinity of 

Oshoro Marine Biological Station， at Oshoro. Hok-

kaido， Japan. Bull. Fac. Fish.， Hokkaido Univ. 

10: 173-195. (wi血 T.M国 aki)(1959). 

63. Studies on也eMelobsioideas ofJapan 11. Bull. Fac. 

Fish.， Hokkaido Univ. 10: 285-290. (wi也 T.

Masaki) (1960). 

64. コンプ類に着生する動植物について(1).藻類

8: 15-21.山俊一と共著 (1960).

65. Nuclear and cell division in zoospore formation of 

Ulva pert山 a.Bot. Mag. Tokyo 73: 182-185. (wi也

H. Yabu) (1960). 

66. コンプ類に着生する動植物について (II).藻類

8: 47-53.山俊一と共著 (1960). 

67. コンブ類の種類鑑別に役立つ呈色反応について.

藻類 8:7←75 (1960). 

68. Further studies on Cirrucaゆ凶 gmlini(Grunow) 

Tokida et Masaki. Bull. Fac. Fish.， Hokkaido Univ. 

11: 29-36. (wi出 R.E. Norris組 dT. M踊 aki)

(1960). 

69. Studies on也eMelobesioideae of Japan 111. Bull. 

Fac. Fish.， Hokkaido Univ. 11: 37-42. (with T. 

Masaki) (1960). 
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70. Marine algae epiphytic on Laminariales plants. 

Bull. Fac. Fish.， Hokkaido Univ. 11: 73-105 

(1960). 

71. On the occurrence in J apan of a crustaceous cor-

alline， Polyporolithon. Bot. Mag. Tokyo 73: 497. 

(wi也 T.Mas汰i)(1960). 

72. Studies on出eMelobesioideae of Japan IV. Bull. 

Fac. Fish.， Hokkaido Univ. 11: 188-189. (wi也 T.

Masaki) (1961). 

73. コンクリート・ノリ礁の管理について.水産増殖

9: 79-86.正置富太郎・坪川慎二と共著(1961). 

74. コンブ延縄式養殖法について.新潮 147: 12-13 

(1961). 

75. Studies on the Melobesioideae of Japan V. Bull. 

Fac. Fish.， Hokkaido Univ. 12: 161-165. (with T. 

Masaki) (1961). 

76.大形海藻標本の作り方.藻類 10:27-29 (1962). 

77. フツレウキモの漂着.藻類 10:92-95 (1962). 

78.東南アジアの寒天原藻.若葉類 11:2←30金子孝と

共著(1963). 

79. Studies on出eMelobesioideae of J apan VI. Bull 

Fac. Fish.， Hokkaido Univ. 14: 1-6. (with T. 

Masaki) (1963). 

80. コンブ類に着生する動植物について (ill).藻類

11: 92-97.近江彦栄と共著 (1963).

81. On the nuclear division in the sporangium of Ar-

throthamnus bがd山 (Gmel.)J. Ag. Bull. Fac. Fish.， 

Hokkaido Univ. 14: 37-39. (wi也 H.Yabu) (1963). 

82. Mitosis in P07帥ryra.Bull. Fac. Fish.， Hokkaido 

Univ. 14: 131-136. (wi出 H.Yabu) (1963). 

83. Syntagmatic germination of te此rasporesin P.邸宅)1-

meniopsis yendoi. Phycologia 5: 15-21. (with H. 

Yamonoto) (1963). 

84. Durvilleaナンカイコンブ属(新称).藻類 13:17-

21 (1963). 

85. Application of aceto-iron-haematoxylin-chloral hy-

drate method to chromosome staining in marine 

algae. Bot. Mag. Tokyo 79: 381. (with H. Yabu) 

(1966). 
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言ト 報

本会会員 大内三郎氏は去る 1989年9月逝去されました。謹んで衰悼の意を表します。 日本藻類学会

退 会

山田秀秋(宮城県)，橋爪真(長野県)，小林和博(新潟県)，伊藤政夫(愛知県)，奥野勝久(大阪府)，柿国

俊英(広島県)，藤村太一郎(愛媛県)，猪文博(大分県)

正誤表 Errata

(第38巻第3号，第4号 Vol.38 No. 3 & 4) 

誤 For 正Read

p. 299 left， L. 18 from bottom WOLLANSTON WOLLASTON 

p. 328 left， L. 4 from bottom 200C 200 

p. 391 L. 2 Caulerpa Cauleψa 

p. 391 right， L. 4 イワヅタ ヘライワヅタ

p. 392 Table 1， L. 5 C.okamura C. okamurae 

p. 392 Table 1， L. 8 (Mond.) (Mont.) 

p. 393 Plate， No. of Figs. 11 13 

12 11 

13 12 

p. 393 Figure caption， L. 3 okamura okamurae 

Hyogo， Pref. Hyogo Pref. 
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(1 9 9 1) 

学会会長 有賀祐勝

大 会 会 長 香村真徳

会期 1991年 3月27日(水)'"" 3月28日(木)

会 場 琉球大学教養部
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日本藻類学会第 15回大会プログラム

第 1日目 (3月27日)

8: 50 大会会長挨拶 香村真徳

講 演(午前の部)

9:00 (1) 永井政次博士の幻の著.Laminariaceae of J apan 
川嶋昭二(函館市)

9 : 15 (2) びわ湖で発見された球状集団を形成する藻類について

0秋山優*・神田房行紳・川村元嘉*紳・船越真樹材料(*島根大・教育，帥北海道教

育大*榊滋賀県立長浜商工高，材料信州大・理)

9 : 30 (3) 体組織再生によるシマチスジノ V.オキチモズタの増殖

右田清治(長崎大・水産)

9 : 45 (4) 浮遊性珪藻 Chaetocerosの祖先型化石

小村精一(ジオサイエンス側)

10 : 00 (5) 沖縄県のミクロキスティス属藍藻の種組成

0加藤辰巳*・渡辺真利代柿・渡辺良之*(*国立科学博物館**都衛研)

10 : 15 (6) クリプト藻ヘミセルミス属の細胞構造と分類学的検討

0恵良国民由美・千原光雄(筑波大・生物)

10 : 30 (7) ハプト藻 GψIyrocapsaoceanica 5株の増殖特性

0樋渡武彦*・津ロ友宏*・徳田 康*・高 坤山**・岡崎恵視*材・石原利章紳柿・赤野

徹**紳・清原正高*糾*(*日本エヌ・ユー・エス側・紳側関西総合環境センター・柿*東京

学芸大・材料関西電力側)

10 : 45 (8) 種々の光条件下における徴細藻類5種の増殖

o林至宏・有賀祐勝(東水大・藻類)

11:00(9) 緑藻ヒロハノヒトエグサの受精の解析，特に鞭毛基部の挙動を中心にして

0堀輝三*・前川行幸紳(*筑波大・生物，柿三重大・生物資源)

11 : 15 (10) ミカヅキモの交配型転換によるクローン内接合(セルフィング)

0市村輝宜*・笠井文絵材(*東大・応徴研，材国立環境研)

11 : 30 (11) 水草の Anabaenacylindricaに対する増殖阻害効果

0綿貫知彦・貝瀬利一(神奈川県衛生研)

11 : 45 (12) スサピノリのフり一糸状体に対する凍害防御剤の効果

0桑野和可*・有賀祐勝*・嵯峨直恒**(*東水大・藻類，判東海大・海洋)

12 : 00~13 : 00 (昼休み)

講 演(午後の部)

13 : 00~14 : 30 展 示講演

(13) どうして Dunaliellasp.は南極の高塩水湖マ生きられるか

0綿貫知彦*.松下和弘柿・加藤賢三柿傘(*神奈川衛研，料日:本電子*紳閤立予研)

(14) 大型緑藻の Chlb/a比は種特異形質か?

0御園生拓*・中津愛美*・前川行幸柿・横浜康継糾*(*山梨大・教育・生物，林三重大

・生物資源*叫筑波大・下回臨海)
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(15) 生きている化石 Cymotolia

O中村美峰子キ・黒沢健二*・橋爪淳子*・猪郷久治判・石川依久子*(*東京学芸大・生

物，林東京学芸大・地学)

(16) 沖縄県慶良間諸島産 D叩 cladus(緑藻，カサノリ目)について

大葉英雄(東京水産大・藻類)

(17) コナハダ属植物の分類

吉崎誠(東邦大・理・生物)

(18) 褐藻 Coelocladiaarctica (オショログサ;新称，ウイキョウモ目)の形態と生活史について

0)11井浩史・佐藤格史(北大・理・植)

(19) 地衣類 Ditloschistιdi町'atsむから分離された共生藻類

0竹下俊治・中野武登・岩月善之介(広島大・理・植)

(20) 岩隙から分離された緑藻類 Dilabi.filumarthotyreniae (Vischer) Tschermak.-Woess 

O中野武登・飯田高明・岩月善之介(広島大・理・様)

(21) 褒状緑藻クピレヅタ (CaullゆalentiUグ'era)のピレノイド基質の高次構造

0宮村新一*・堀輝三h 当真武林(*筑波大・生物，材沖縄水試)

(22) 東南アジア産オゴノリ類の野外水槽培養による成長について

OA. Chirapart・大野正夫(高知大・海洋生物センター)

(23) 沖縄島及びその周辺離島の藻場(海草・ホンダワラ類)について

当真武(沖縄水試)

14 : 30~15 : 00 特別講演 (1)

Recent Progress of Marine Algal Studies in Korea 

Prof. In Kyu Lee (Seoul National University) 

講 演(午後の部)

15 : 00 (24) ハプト藻 Chrysochromulinahirtaの食作用一異なる粒子条件下での摂取速度の変動

0河地正伸・井上勲・前田 修・千原光雄(筑波大・生物)

15 : 15 (25) 海洋メゾコズムによる赤潮の誘発と植物プランクトンの消長

0庵谷 晃*・渡辺正孝紳・木幡邦男紳・木村敏彦料・山口伸一郎*材(*東水大・藻類，

特国立環境研，特*東京理科大)

15 : 30 (26) 高濃度 CO2通気によるスサピノリの生長促進

0高 坤山*・有賀祐勝榊・浅田浩二紳*・石原利章材料・赤野徹材料・清原正高材料

(*依)関西総合環境センター，判東水大・藻類，神*京大****関西電力(同)

15 : 45 (27) 褐藻アラメの幼胞子体からの組織培養とカノレス形成条件

能登谷正浩・ 0長嶋美香子・有賀祐勝(東水大・藻類)

16 : 00 (28) 褐藻カジメの単為発生体および幼胞子体からの組織培養

0能登谷正浩・有賀祐勝(東水大・藻類)

16 : 15 (29) Dunaliellaの細胞融合に関する研究

O畠中芳郎・小林修・東原昌孝・槍山圭一郎(大阪市工研)
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16 : 30~17 : 00 特 別 講演 (11)

さんご礁海域の海藻類の活性物質

比嘉辰雄教授(琉球大・理・海洋)

17 : 10~18 : 10 (総会)

18 : 20~20 : 30 (恕親会)

第 2日目 (3月28日)

講 演(午前の部)

8 : 45 (30) アマノリ糸状体の無菌同型接合体の作出について

O内田卓志・有馬郷司(水産庁南西海区水研)

9 : 00 (31) パラオ諸島で採取したオオパロユアの無菌培養方法について

0中西弘一*・嵯峨直恒柿(*海洋パイオ研，榊東海大・海洋)

9 : 15 (32) ワカメに内生する緑藻 Bolhocoleonpiliferumの単藻培養と宿主藻との二藻培養による観察

0飯間雅文・右田清治(長崎大・水産)

9 : 30 (33) 褐藻ツルモの生長点の機能と微細構造について

0小亀安代・川井浩史(北大・理・植)

9 : 45 (34) 円石諜(ハプト植物門)の石灰化が光合成に及ぼす影響

O岡崎恵視・長沢良次(東京学芸大・生物)

10 : 00 (35) 黄色植物の光合成光捕捉頼粒

加藤哲也(京都大・理・植物)

10 : 15 (36) 三浦半島における大型褐諜クロメの分布と形態

0新井章吾*・筒井功柿・寺脇利信***(*側海藻研究所，林高知大・海洋生物センター，

紳*卵)電力中央研究所)

10 : 30 (37) 駿河湾におけるサガラメ海中林の分布とその群落構造について

林田文郎(東海大・海洋)

10 : 45 (38) 新潟県粟島の潜堤に成立した大型褐藻の極相群落

0新井章吾*・綿貫啓柿・山本秀一料*(*1側海藻研究所，料日本テトラポッド側，柿*

附エコー)

11 : 00 (39) 屋外水槽で自生したアカモクの生長と生育環境。その 1 光環境

11 : 15 (40) 

11 : 30 (41) 

0荻野洗太郎*・三宮信夫柿・坂本 亘料率(*のとじま臨海公園水族館，材京都工織大

-工芸，柿*京都大・農水)

ツルシラモの若い漢体および四分胞子体の寒天について

OC.A.Orosco*・沢村正義紳・大野正夫*・楠瀬博三神(本高知大・海洋生物センター，

**高知大・農化)

フィりピンセプ島産 Sa智即ummyriocystum.とSaぜ国'Sumsi/;匂回'sumの生態

Danilo B. L釘 go*・0大野正夫柿(*サンカルロス大，柿高知大・海洋生物センター)
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11 : 45-12 : 15 特別講演 (111)

On a More Natural Classification of the Primitive Green A1gae 

Prof.後jvindMoestrup (University of Copenhagen) 

12 : 15-13 : oo(昼休み)

議 演(午後の部)

(講演は会場Aと会場Bに分かれて行われます)

A 会 場 B 会 場

13 : 00 I (42)羽状類珪藻Eunotia属における種の分類形質 I(58)粘液細菌地'%0&0&1削 fulv闘の溶藻要因につい

の評価.1.葉緑体，殻形，条線，パターンセ| て

ンター，縦溝の評価 | 佐々木次郎・ 0山本鎗子(明大・農化)

0真山茂樹*・小林弘**(*東京学芸大・生物，

キ*東京珪藻研)

13 : 15 I (43) 日本産 Naviculabヮ'ophilaの電顕による検討 I (59)植食動物に対する無節サンゴモ類の摂餌刺

小林弘(東京珪藻研 激・忌避性

0藤田大介*・岩瀬洋一郎紳・坂田完三紳(*富

山水試，紳静岡大・農)

13 : 30 I (44)ナイル河で得た Cymbellaturgidulaの形態変異 I(60)タイドプールに生育する海藻の光合成活性

o福島博傘・小林艶子紳・大塚晴江紳*(*東| に及ぼす海水濃度の影響

13: 45 

14: 00 

女体大，紳横浜市大，榊*神奈川公衛試 I0片山野康*・高倉久美*・横浜康継**(象東京

学芸大・生物，紳筑波大・臨海実験センター)

(45)広島市市街地の気生藻類

0半田信司*・中野武登柿(*広島県衛連，料広

大・理・植物)

(46)地衣類ダイダイゴケ属 (CalopUl&a)から分離

された共生藻

o飯田高明・中野武登・岩月善之助(広島大・

理・植)

(61)生育地を異にするナンプワカメの光合成ー

温度特性の比較

0斉藤宗勝*・片山吉子康**・横浜康継料*(*盛

岡大・短大部**東京学芸大・生物*紳筑波

大・臨海実験センター)

(62)アラメ・カジメ雌性配偶体の成熟に及ぼす

水温と光量の影響

太田雅隆(尉)海洋生物環境研)

14 : 15 I (47)緑藻，オオヒゲマワり自の Goniumquadratum I (63)タマハハキモクの室内培養における成熟に

の形態と有性生殖 | ついて

野崎久義(慶応義塾高 I0内田卓志・吉JII浩二(水産庁南西海区水研)

14 : 30 I (48)イタリヤ産ニセハネモの生活史 I (64)千葉県館山市坂田地先における大型褐藻ク

14: 45 

0高原隆明*・千原光雄紳(*専修大・商，紳筑| ロメの成長と成熟

波大・生物 I0寺脇利信*・新井章吾柿(*1側)電力中央研究所，

(49)本邦マングローヴ成の徴細藻類相の特徴，

単細胞紅藻を中心に

o原慶明・石田健一郎・千原光雄(筑波大・

生物)

市*側海藻研究所)

(65)和歌山県白浜産タロメにおける成長・成熟

と形態の季節的変化

筒井功・大野正夫(高知大・海洋生物セン

ター)
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15 : 00 I (50)原始紅藻綱イソハナピとトゲイソハナピの I(66)パロニアのカルシウム波

培養 | 石川依久子(東京学芸大・生物)

能登谷正浩・ 0菊池則雄・有賀祐勝(東水大・

藻類)

15 : 15 I (51)紅藻シ aウジョウケノリの形態学研究

o工藤利彦*・増田道夫柿(*札幌大・生物，神

北大・理・植物)

15 : 30 I (52)ジュズフサノり(紅藻，ガラガラ科)の形

態学的新知見

梶村光男(島根大・理・臨海)

(67)アルギン酸カルシウムからのカルシウム脱

鯵に及ぼす有機酸塩の影響

0中川禎人権・奥田弘枝市本(*広島県県立食品工

業技術センター・紳広島女子学院大)

(68)藻類のシステイ γ合成酵素について

0藤森泰*・中村勝人材・政回正弘*・田村五

郎市(*千葉大・園・生物化学，紳岐阜大・教養

・生物)

15 : 45 I (53) A New Combination in Aglaothamnion I (69)温泉藻イデユコゴメの培養温度と脂肪酸組

(Cerami抑制:貼odophyta) 成

o Boo， S.M.へJ.Rueness柿， I.K. L問料* T. 

Yoshida**** (Chungnam Nat'1 Univ.，神Oslo

U凶.v.，柿*Seoul Nat'1 Univ.， ****Hokkaido 

Univ.) 

16 : 00 I (54)フィリピン産紅藻ソゾ属3種

増田道夫(北大・理・植物)

16 : 15 I (55) アッパモク Sa管制um cra判官'oliumJ. G. 

Ag釘仙の形態変異について

鯵坂哲朗(京大・農・熱帯農学)

16 : 30 I (56) 褐藻イソガワラモドキ (Hatterot砂即

canaliculatus を殻状体ステージとするカヤモノ

P属 (Scy加争'hon)の一種について

小亀一弘(北大・理・植物)

16 : 45 I (57)褐藻エゾヤハズ (Dゆ ItIerIsdivaricata，アミジ

グサ目)の生殖器官の形態

田中次郎(国立科学博物館・植物)

o長島秀行権・松本源喜柿・福田育二郎***伊

東京理科大・基礎工，紳東京大・教養*料東

京理科大・理)

(70)日本新産 Chlorarachnionsp.の形態と色素組

成

O畠U.J典子*・佐々 勤・渡辺信紳・高市真

一*糾(*日本ロシュ研，柿国立環境研，紳*日

本医大・生物)

(ο71ο)プラシノ藻類 (σPra剖sino。叩ph匂yce回ae)乃乃lTamim抗m脚n脚o開n叫a

pμar.巾1ceaeにおける限点の単離とその色索分析

0佐藤征弥*・佐々 勤特・堀輝三*(*筑波

大・生物，柿国立環境研)

(72)砂川水系(山形県高畠町)におけるミカヅ

キモ個体群の季節変動

0笠井文絵*・市村輝宜紳(事国立環境研，紳東

大・応徴研)

(73)津久井湖における植物プラングトンの鉛直

および縦断分布の季節変化

0斉藤昭二h 有賀祐勝**(*神奈川県水道局，

東水大・藻類，判東水大・藻類)

編集委員会:3月26日 18 : 00-19 : 00 ぎのわん・セミナー・ハウス(中会議室)

評議員会:3月26日 19: 00-20 : 00 ぎのわん・セミナー・ハウス(中会議室)

【干901-22沖縄県宜野湾市志真志517-1 電話 (098)898-4361-2】

ワークショ .1プ(海藻採集会) 3月28日 17 : 15 大会受付前集合(大学パスで熱帯海洋科学センターへ案内予

定)， 3月28日-3月31日



注意

受 付 1号館入口で3月27日(水)午前8時40分から行います。当日の参加申し込みも受付けます。

一般講演 1講演15分(1鈴10分. 2鈴12分，討議3分)です。時聞は厳守して下さい。進行に関しては，

進行係の指示に従って下さい。スライド(作成要領は会誌38巻4号を参照)は会場入口のスラ

イド受付に講演開始30分前までに提出し，講演終了後は，各自忘れずにお持り帰り下さい。

展示講演 展示説明は3月27日午後 1時から 2時30分まで行います。展示物(作成要領は会誌38巻4号を

参照)の糊付けは午前中にお願いします。

懇親会 懇親会は3月27日(水)午後6時30分から中央食堂(琉大)で行います。大会当日の参加申込

は若干余裕がありますので，大会受付まで早めにお申し出下さい。

問合せ先

干903-01沖縄県西原町字千原 1番地琉球大学教養部2号館

会期中 (3 月 27 日 ~28 日)

日:本藻類学会第15回大会本部

電話(098)895-2221 (内線3013)FAJ<(098)895-2495 

会期前 (3 月初日 ~26日)琉球大学理学部生物学科

電話(098)895-2221 (内線2669儀間)FAJ<(098)895-5376 
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.3芝主亘書寵Iフヲ

食那覇空港から那覇市内への交通

【24番】石川線(大山経由).【 102番】空港子供の回線.【 111番】高速バスを利用し

旭橋(那覇バスターミナル〉下車，乗り換える.石川線〈大山経由〉を判用すると，国際通りの各

バス停〈松尾・牧志・安里〉で下車できます。

食那覇空港および那覇市内から会場への交通

0那覇空港から:タクシー料金約2.500円。 o那覇市内から約2.000円。

O那覇市内から:パス所要時間:約 1時問。

系 統 名
系統 <>以外は那覇パス バス 間隔時刻 下車
番号 ターミナル発〉 会社名 〈分〉 パス停名

97 宜野湾線〈首里経由〉 那覇交通 15-30 
琉〈終大点東:口琉大北口)

102 空く港那子覇供空港の回発線〉 郡覇交通 15-90 琉大東口

25 石川線 〈中域経由〉 那覇交通 朝夕の2回 琉大東口

98 琉大線(バイパス経由) 琉球パス 10-30(-90) 琉大北口〈終点〉

25 石川線 〈首里経由〉 那覇交通 8-20 中部商業高校前

26 屋鹿名線〈首里経由〉 琉球パス 8-20 中部商業高校前

27 屋慶名線〈大謝名経由〉 琉球バス 8-20 中部商業高校前

111 高速パス バス各社 30-60 琉大人口
〈那覇空港発〉

下車後の
徒歩時間
〈分〉

約5

約5

約5

約 10

約20

約20

約20

約 15 

業 那覇市内のバス停には、市内線と市外線とで違うところがありますので注意して下さい.

来 【25番】〈石川線〉には中域経由と首里経由がありますので注意して下さい.

※ 那覇市内のバス停

く首里経由><中域経由〉

県庁北口一松尾ー牧志一安里一大道ー坂下一観音堂前一山111 一一一一〉琉大東口

〈バイパス経由〉

県庁北口一松尾一牧志一安里 1区 〉琉大北口

〈大謝名経由〉

県庁北口ー松尾一牧志一安里 〉中部商業高校前

〈空港子供の回線〉

旭橋・・・・・・・大道一坂下一観音堂前一山川 〉琉大東口

*ま忠良ゐ法主之二公立込の利用者ヘ

編集委員会・評議員会 (3月26日午後6時〉出席者および投宿者は、次のバス停で下車す

;sとよい.琉大北口〈徒歩約6分).琉大人口〈徒歩約5分).中部商業高校前〈徒歩5分〉。
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日本藻類学会第 15 回大会議糠要旨

特別講演(I)

In Kyu Lee Recent Progress of Marine Algal Studies in Korea 

The Korean sea.eeds .ere first intr叫uced

by Oka・ura(1892)， and .ere investigated by 

only a fe. scholars such as Gotton (1906)， 

Wakitani (1914)， Grubb (1932)， Ya.a.咽toand 

Kawa圃oto(1942)， etc. until 1945. The first 

paper by Korean W8S a flora (Rho 1954)， and 

then a list (Chong and Park 1955). The 

latter， however. included so I8DY .istakes， 

and .as revised by Kang (1964) later. A 

real taxono・icstudy on Kor飽且 sea曹eedsW8S 

started by Kang (1966) '00 the geographical 

distribution of aarine algae in Korea'. He 

listed there 414 taxa姐 ddi，ided the Korean 
coasts into fi'e sections based on water 

te.perature and the other hydrologic 

conditions. This paper beca.e a ・ilestone
to study Korean sea.eeds. Thereafter， the 

studies have been extended to floristic， 

ecological， syste.atic， and biosyste鵬 tic

approaches. 

The floristic studies曹eresucceeded by 

Moda (1966)， K. Lee and Kang (1971) and 1. 

Lee (1973) in early ti.e， and de，eloped 
intensi，ely since・id-1970. 1. Lee and Y. 

Ki. (1977)， 1. Lee (1980) and H. Lee aDd 1. 

Lee (1981) dealt witb distribution， 

phenology， and descripti，e notes on 

unrecorded or taxono・icallyre圃arkable

species. Tbe results attributed to clarify 

the geographic distribution and to add the 

nu圃berof Kore祖 sea曹関ds. I. Lee and Kang 

(1986) re，ised the checklist as 820 tala， 

including 48 blue-green， 81 green， 135 broWD 

and 356 red algae up to the ti・e， so that 

more than 200 tala were added since Kang 

(1986). At present .e expect tbey are aore 

than 850 and will be aore t凶皿 1000t8la in 

future. The ecological studies .ere first 

published b， Song註!U.(1970) adopting 

Saito and Atobe's .etbod (1970)， and 

cont inued by・anyinvest igators. In ear ¥Y 
ti.e they focused on the algal ，egetation 

according to Taniguti (1981)， but extended 

to multiple analysis， cluster analysis， 

producti，ity， autecology， etc. Y. Ki圃

(1983)， Sohn (1988)， and Kob and Ahn (1985) 

can be representati，e on these studies. The 

圃onograpbicand phylogenetic studies 冒ere

first published by Ueda (1932)， 曹hoincluded 

9 Korean Porphyras. The first descripti拘

置onographby Korean .as on PO旦担旦 (Kang

1970). e01 JS i phon i a by Yoon (1988)， 

Haly.eniaceae by H. Lee (1987)， 担血iro呈by

Cho i (1989)，組dCladophorales by Oh (1990) 

can be representati，e in this field. 1. Lee 

and Yoo (1979) first published a ne. genus 

!il旦旦睦E盟担re盟盟 fro.the western coast 

of Korea. Finally， a biosyste・aticstudy was 

first puhlished by 1. Lee and West (1979) 

曹iththe second ne冒 genus， !!ansiphonia 

些旦盟nsis.Most of these works .ere carried 

ロutby 1. Lee and his students intensi，ely 
on the Gera.iales. Adopting scientific回目Bl

diving， they found・anyne. genera and 

species圃ainlyfro・GhejuIsland. Boo 

(1984)， H. Ki. (1988)祖 d K. Ki. (1990) c岨

be representati，e of the studies. Recently， 

1. Lee and his students eltend the曹orkson 

圃ixedphases reproduction and s自国tic ce 11 

fusiDn in se，eral Ceraaiaceae. 
Mext year is a centenary of the st叫y Dn 

圃arinealgae since Okaaura (1892). 目。.e，er，
a true research history can be only 25 J随 rs

ロrSD fro. Kang (1988). Therefore 岡田町

tasks are opened to us. During the ti.e 

about 250 papers ha，e been published and 

about 50 in，estigators including graduate 

stud四 tsare .orking no曹 Fortunately，the 

flora Df Korean algae elhibits unique 

characteristics different fro. neighboring 

cDuntries. This ・akesus happy in future 

study. 

(Depart・entof Botany， Seoul Mational 
University) 



特別講演 (11)

比議辰雄:サンゴ磁海織のfJi類の生物活性物質

これまで化学的研究を行ってきた神縄周辺の梅穫の

うち、生物活性物質が得られた紅藻3糧、褐穫 1種、

緑事u種の成分について述べ."5.

ホソバナミノハナ匙鐙i皇h包堕 盤 血jをアセトンで

抽出して得た抽出物老、種々のクロマトグラフィーに

よって分磁したととろ、化合物(1)と (2)を含む

数種の新しいテルベン額が得られた.これらを化学的

記処理して得た鵠噂体のい〈っかは、マウスの白血病

細胞や人癌細胞に対して、強い細胞毒性老示した.

ソゾ腐の L些rencl呈盟盟盆豊からは、へJJ-ベス等の

ウイルスの繍殖を抑制す."53種の物質が見いだされた.

これらのうち、 1つは新物質で、ベヌヌタトリオール

(3 )と命名された.一方、 i・註盟型通註IIは化学

的にきわめてユニークなソゾの 1績である .ζ の績か

らは、ソゾ属に特有な成分は見られなかったが、多数

の含臭素イン F-ル類が得られた.これらのインドー

ル類には、グラム陽性蘭やコウジカピ額に対して抗菌

活性を示すものや、魚毒性老示すものもある.

褐漢のハリアミジ型旦盟主a笠並ulosaからは、多

数の既知ジテルベン類と共に、新化合物ヒドロオキシ

ジクチオダイアル (4)が得られた.乙の物質には抗

菌作用と共に、魚t;:対する煩食阻害作用があり、ハリ

特別講演 (m)
OJvind Hoestrup: On a more natural 

classification of the pri田itivegreen algae 
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アミジの防御物質として機能しているものと思われ."5.

興味深いことに、 (4)のテヲピアに対す."5鍍食阻害

性は、アミジグサから知られている類似化合物ジクチ

オダイアル (5)より強い.

緑穫のフサシオグサ E担虫自笠主fascicu I ar isから

は、合臭素ジフェニルエーテル (6)が単書置された.

この種の化合物は、 ¥tII綿煩からは知られていたが、穫

期からは初めてである. (6)には魚t;:対する摂食限

害性は見られなかったが、グラム陽性箇とグラム険性

留に対して抗菌作用があると共に、ハプ軍事による炎疲

を仰える作用がある.

B 

吋しoHdし酎
H戸，1;

3 

H 

‘ Rr OMe 
‘奇.，r r 

OHC 
人 .0_ A ..Jl 

.-:'~、'(7でγF

4 R"OH 〆v 、Y

5 R"H 6 a， 

〈琉球大理海洋〉

includes the genera民昼担盟盟益 and駐車旦II旦rgen. 

nov. They differ fro田 othergreen algae indetails 

of田itosisand the flagellar apparatus and appear 

The advanced green algae have been clssified to constitute an old group of green algae. The 

and reclassified nu阻erousti回es. Hany phycolo- ultrastrutural basis for the new classification 

gists now accept the classification suggested system of pri固itivegreen algae will be discussed 

in the 1970s by Hattox and Stewart， who divided in detail. 

the advanced green algae into the Chlorophyceae， (Institut for Sporeplanter， University of Copen-

Ulvophyceae and Charophyceae. Host recently van hagen， and Institute of Biological Sciences， 

den Hoek has suggested a園uchlarger nu田berof University of Tsukuba) 

classes. There 1s no satisfactory classification 

syste圃 for the primitive green algae. A new 

sYste皿 isnow emerging， however， comprising two 

classes， the Prasinophyceae and Ped1nophyceae. 

The for阻er differ fro由 otheralgae in details 

of the flagellar apparatus and in the presence 

of flagellar scales， but there is 図。untingev1-

dence that so国e non-scaly for圃s should also be 

classified 1n the Prasinophyceae (notably 恒星盟-

E盟主主). The Pedinophyceae is a. new class and 
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(1 ) 川崎昭二:永井政次博士の幻の著.L訓 in町 ia-

ceae of Japan. 

北海道大学農学部保管の富郎金吾博士の遺品中に永

井政次博士による"Laminariaceaeof J岬師"と題する

A4版235枚の英文タイプ原稿2部がある.原稿作成年

はないが. 1936-1939年と推定できる.Contentsは

lntroduction. Systematic part. Composition of the 

Laminariaceae-Flora of Japan. Literature cited. 

lndexおよび Plateよりなるが.そのうち lntroduc-

tion. lndexおよびPlateの原稿はないo Systematic 

partには当時の日本産14属48穏 2変種28品纏の詳細な

検索表.文献.記載.和名.研究記録.分布と棟本の

記録がある.匙血血込担E盟註旦よ豆 Yendoは新属の

MeileoohYllum盟主邑.!!(Y.) M. et N. comb. noY.とさ

れたほか.1新種.1新変種.7品種のラテン記織がある.

ζの原稿が日の目を見なかった理由は不明である

が.その内容はNagai:Mar. Alg. Kuril Is1s. 1 (1940) 

において.二，三の変更はあるがほぼそのまま採用さ

れており，日本産コンブ類研究裏面史を知る上で参考

になる.

{函館市日吉町4-29ー15) 

(2) 0秋山俊事・神111房行**.川村元嘉***

船越真樹判事*:ぴわ湖で発見された球状集

団を形成する藻類について

肉眼的な大形の球状集団を形成する務類kして

は.木邦ではマリモ Cladophora sauter Lf.~Il

teriおよびいくつかのその forma.ならびにヒメ

マリモ c.田in i ma r. m i n i maおよびその rormaであ

るフトヒメマリモなどが知られている.これらは

いずれも生態的には淡水産であるが.i毎産あるい

は汽水産のi担坐且旦ιba11の存在も知られてい

る(Gordonet al.1985;Sakai et al. 1977) .ま

た海産の球状集団形成穫としてはi且血血笠ιの

他 SlIonoomorphaなどが報告されている (Sakai. 

19~~) • また淡水産のものではこれまでに Cla-

包E位2以外の穣類としては藍務類の1民旦onemι

による球状集団形成が報告されているが(Noda.19

71)今回演者らは.ぴわ湖の比較的浅い (0.5-1目}

水底に発遣するマリモ様の球状集団の群落を発見

し.その欄成務類がよ且担凶笠ιであることを確

認したので報告する.

い鳥観大・教育**北海道教育大***滋賀

県立長浜商工高.材料信州大-理}

(3) 右田清治:体組織再生によるシマチスジノリ.

オキチモズクの培殖

シマチスジノリThoreagaudichaudiLオキチモズ

クHemalionops is包且盟謹は紅穣ウミゾウメン日チ

スジノリ科のi制舗で.四国や九州のきれいな河川に

産する.分布が局地附であるため.幾つかの酎邸主天

縮政念物に指定されている.しかし河川|の汚染なと

環境慈化で.これらの産地では生育カ寝徴したりすで

に絶滅した所も少な〈ない.

そこで、岡種仰ほふ〈体(也盟主鍾邑呈~stage) を保

存培養し、その体を結断して基質に再生付着させ.流

に移植する方法で埼殖を計ってみた。胞子発芽休をシ

ャーレで単蕊培養し.その体を時者切断して植え継ぐ

ことにより.永年保存培養することができる.閉じ方

法で石や貝殻などに再生付着させ. 1-1.5ヵ月室内

培養し固着させた後‘屋外の池の訴前1に移したところ.

t出鮪句容易に多数の成寓休が得られた.ここでは.そ

れらの試験結果について報告する.

(長崎大.水産)

(4) 小村精一:浮遊性珪穣Chaetocer白書の祖

先型化石

北海道の珪積土質第三紀層中には休眠胞子般

が多数出現し.現生海洋の筋合と同様に.珪様

群集の過半数を占める場合もある.これらは親

細胞の被殺が破損されて楳の胞子般のみが保存

されているために.化石珪穫の研究ではほとん

ど無視されてカウントされることもない.しか

し.稀に出現する完全に保存された被殺は

E主主担竺旦Eとは異なってsetaeをもたない.こ

れらの標本は透明で薄い楕円筒形の被般のなか

に一個の休眠胞子を内包しており setaeを持た

ないこと以外は豆担旦旦笠笠属の特徴をそなえ

ていて.その祖先型と認められる.この型の化

石は100を越える種類が未だ記載されないまま

に放置されている.形態に特徴があって識別が

容易で，しかも産出個体数が多い若干の種を先

ず記載する.

(ジオサイエンス橡式会社}



(5) Ohu麗辰己ト渡辺奥利代帥・滋辺健之h 沖縄

県のミクロキスティス属藍蕩の種組成

演者らは日本産のミクロキスティス也cro笠註l!属

藍漢について、外郎形態と酵素多型に基づ〈分子分類

学的再検討を行い、同属が少な〈とも4つの分類僻か

ら成ることを明らかにした.さらにそれらの日本列島

におげる時空的な分布状況について、遺伝子型レベル

での解折を継続している.その一環として、沖縄県下

のおの湖沼から湖水を探取し、同属産漢の存否および

種組成を調査した.

その結果、国頭郡東村、石川市(神縄本島)、島尻郡

南大東村(南大東島}、石垣市(石垣島〉、八重山郡与邪

園町〈与部国島〉の7地点から計40t集のミクロキスティ

ス属産自車が得られた.このうち与郊園町の2地点では

プルームが観察された.群体の形状や枯質輔の光学的

性質から見て、これらはすべて広義の!!..，.aeruginos旦

に属すると考えられる.そのうち12練はs型、 15練は

L型の典型的な形勉を示しているが、残り 13練は従来

知られていない特異な形餓をしており、その正磁な所

属を決定するためには遺伝子型レベルでの解析が必要

である.なお!!..，.viri昼1!.!!..，. ~旦盟恒盟主1 の 2 種は

見出きれなかった. 付国立科学樽物館・榊都衛研)

(6) OJl良国民由美・千原光雄:クリプト蕩八ミセ

jllミス属の細胞構造と分類学的検肘

ヘミセルミス属 (Hemiselmis)は光顕レベルでは縦

講一咽喉部が細胞短軸に沿って発達するとkにより特

徴づけられるクリプト漢である.本属は現在までもっ

ぱら海水から報告されており，わが国でも沿岸域を中

心に広〈分布すると考えられる.一般にクリプト穫で

は葉緑体の色宙開と細胞構造とのあいだに明瞭な対応関

係が存在することが明らかになってきているが，興味

深いことに本属には紅色の葉緑体をもつものと育緑色

の葉緑体をもつものの2群が含まれる.

これらを背景として，演者らは東京湾より分商量した

紅色種 Hemiselmisbrunnescensと，瀬戸内海より得

た育緑色積庇 virescensについて.電子顕微鏡を用

いて微細縛遣を観察し，両者の比較を行なった.

その結果，鞭毛基部や業縁体，核およびヌクレオモ

ルフ等の一般的なオルガネラの形態および配置につい

てはほぼ岡ーで.両者のあいだに他属聞でみられるほ

どの差異は寵められなかったが.ピレノイドのマトリ

クスに入り込むチラコイドの形状等に怠いて相違があ

るとと が 判 明 し た 筑波大・生物科学系)
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(7) 0樋渡武彦・湾口友宏・徳田 E酢・禽 締山

"・岡崎恵観***・石原利章・赤野 徹・清原正高"**

傘:ハプト穫皇位註笠笠.!!!笠笠且ca5樵の稽殖特性

皇位担笠笠笠笠笠且豆呈 5練における増殖特伎を明

らかにする目的で，異なあ照度と温度におl:tる鯵置培

鑓条件下での増殖鼠験を行った。 5糠の内訳は油霊童湾

E量2練 (AB-l，2)，和歌山有岡沖趨2練{服・6，7)と

国立環境研究所保存機 (NII!S-353)である. 照度試

験では60，100μ 目。lIm2/sにおけ.a;稽殖が良<，練別

ではAB-2，WK-7，NII!S-353，WK-6，AB・lの聞に増殖速度が

速い傾向がみられた.増殖密度の最大はNII!S-353棟で

1. 4xl 08 cellsl目Iを示した(100μ 目。lIm2/s) • 温度

試験では20，25"cでの縛摘が良<，線別では (25"c 

の場合)WK-7，AB-2，NII!S-353，AB-l，WK・8のF慨に増殖速

度が速いことが偲められた.増殖密度の最大はNII!S・3

53練で1.6Xl08 cellsl回Iを示した(25"C). 

(*日本Zヌ・ユー・エス{練)， ** (練)関西総合

環境センター，判事東京学芸大学， ****関西電力{糠)) 

(8) 0林至宏・有賀祐勝:種々の光条件下におけ

る微細藻類5種の噌殖

緑藻担旦且且lasp.ブラシノ藻主主翌且且呈

tetrathele.ハプト藻 Pavlovalutheri. I圭藻

Tbalassiosiril sp..クリプ卜藻血盛盟盟主主 sp.を光

量が 異なる白色光 (10. 30. 50. 120. 

200μmol'm-2・S-I )と同じ光量の青色光.緑色光.

赤色光の下で培養し.増殖速度および藻体の色調の変

化を比較検討した.その結果.担盟且且lasp.. 

1barassiosir'a sp..血盟盟盟笠 sp.の3種は光量が

多いほど増殖が速かったが I.担主旦担leは

120μmol'm・2・s-1 の下で f.!旦主h旦riは

50μ回ol'm・2・S-I の下で最も増殖が速かった. 5種と

も青色光下で最も増幅が速かったが.次いで増嫡カち墓

かったのは.Dunaliella sp.と 1担主呈生邑Eでは赤

色光.f・些些笠i.]balassiosir'a sp..血盟盟旦笠

sp.の3種では緑色光畑下であった.また.藻体の色

調は.光量や波長によって変化した.このことは.光

合成色素の量比の変化によるものと推察された.

(東水大・藻類)
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(9)0縮 御三※・前川行幸※※:緑議ヒロハノヒトエ

グサの受精の解折、特に胸毛基自日の挙動を'1'心にしτ

ヒロハノヒトエグサ(Honostr日目alat1SSiIlUBI)の有

性生殖過程を電子顕微鏡で解析した.別々に放liIさせ

た雌・雄配偶子を混合し、 経時的』こ闘定・観察した.

20秒後には、鞭毛が出る細胞前端で既に融合を開始し

たplanozygotesが高い頻度で観察される.最初、岡配

偶子の細胞膜は純毛基部(bb)の僅かに斜め下の部位で

相互に接触・融合する. 引き続き、それより後方の、

しかし細胞前半分に限られた1-2の邸位で点状に融合

する.その後細胞前半分においては融合商の鉱大が、

後半分では膜の形状変化が起こり、球形化へ向かう.

配偶子のbb基部は互いに反時il廻りにずれ、オーバ

ーラッピングしτいる.大多数の配偶子は細胞前端を

揃えτ融合するので、雌.t/t配偶子に由来する2組の

bbsは受精初期には 5-600 nlD離れて平行に配置する.

十数秒の中に同組は援近する. 近擁内面側bbsは聞も

な〈一直線状に列ぴ、次いで11/5時配列にずれる.こ

の聞に外商側のbbsは反時計廻りに位置を変え、全体

は4本純毛逃走子の41闘のbbs配列に近似した配置をと

るようになる.純毛斡糸は鞭毛臓の波動により、縫合

子内に併合された後、分解される. 遊走子機bbs配置

は球形化の進んだ4時間後にも保持されτいるが、 6時

間目頃から崩れ始める. 12時間後でも各ベアー単位は

保持されている.この問、 bbsはトランジッション郁

を保持したままである※筑波大、※※三重大)

(10) 0市村籾宜*・笠井文絵**:ミカヅキモの交

配型転換によるクローン内援合(セルフィング)

旦笠坐註2旦些岳山笠且iの本来ヘテロタリ、yヲな交

配型AのJ5-48-2(マイナス)株ではまれにセルフィン

グが起こる. J5-48-2を片親に持つ F，株には、高頻度

にセルフィングを起こし、しかもプラス及びマイナス

のどちらの交配型とも接合子を形成する稼が生じた。

セルフィングによって形成された縫合子からはセルフ

アーのみならずプラスとマイナスの子孫が生じ、マイ

ナス稼との交配で得られた接合子からはプラスとマイ

ナス綜が 1対 1、プラス抹との交配で得られた接合子

からはプラスに対してマイナスとセルファーの合計が

1対 1に分隠した。セルフイングクローンにおいて対

合中の配偶子漢を剥厳し、各々のベアを再びクローン

培養するとプラスとマイナス、プラスとセルファー、

プラスとプラスの組合せの採が得られ、マイナスとマ

イナスやマイナスとセルファーの組合せは得られなか

った.これらの事実はセルフィングクローンでは交配

型マイナスの細胞の一部が栄養分裂中に安定な交配型

プラスの細胞に転換していることを示していると考え

られる。(*東大・応微研、**国立環境研)

(11 )0綿貫知彦・貝瀬利一:水草類のAnabaenacvlindrica 

に対する増殖阻害効果

水草の藻類に対するアレロパシ一作用を知るために

ペーパーデ4スク訟を用いて実験した.水車を80%エ

タノール抽出物を積織後さらに酢酸エチルを用いて酸

性，塩基性，中性および水浴性圏分とに分商し，水溶

性画分はさらにエタノール可沼健および不調理性とに分

商して実験した.とこでは日本各地の河川で多摩する

アイノコイトモの酸性圏分をさらに区分し検当した結

果についてのベる.

酸性画分の増殖阻害活性の本体を知るために炭末カ

ラムおよびシリカゲルーフラシュを用いてクロマトグ

ラフを行い各フラクションについてι且ili凶以臼に対

する糟殖阻害を軟寒天重層訟で検定した.~目殖阻害活

性が観祭されたフラクションをさらにジアゾメタンに

よりメチル化した後.GC-MS測定し糟殖限害活性化合

物の検定を行い得られたマススペクトルよりライブラ

リーリーサーチを実施し所，サルチル酸，セパシン敵

アゼライン酸.nーカプロン酸，フzニル酢陸自などのカ

ポン酸の存在が推定された.とれらカルポン酸の墜重量

弘主弘通坐詮旦に対する増殖阻害効果を調べた.

(神奈川県衛生研究所)

(12)0桑野手日可本・有賀緒勝*・嵯峨直値**:スサ

ビノリのフリー糸状体に対する凍害防御剤の効果

スサビノリのフリー糸状休の凍結保存法開発の一環

として，いくつかの凍害防御舟jの効果について検討し

た.使用した凍害防御剤は，ジメチルスルフォキシド

(DMSO) .グリセロール，エチレングリコール，

プロリン，塩酸ベタイン，スキムミルク，グルコース，

スクロース，ソルピトールおよびマンニトールである。

これらを含む凍結媒液にフリー糸状体を懸濁させ. 0 

℃で 1時間平衡させた後，フリーザーに入れ凍結した.

解凍は.40'Cのウォーターバス中で行った.その後，

ニュートラルレ、yド染色により細胞の生死を判定し，

生残率を求めた。 -30'Cで凍結した場合. DMSO. 

プロリン，スクロースに凍害防御効果が腿められ. D 

MSOが最も効果的だった.DMSOとソルピトール

を併用すると凍害防御効果が上昇した.この場合でも

凍結期聞が長くなると生残率は急速に低下した.-80 

℃で凍結した場合，使用したいずれの凍結媒織によっ

ても，一昼夜で大部分の細胞が死んだ。以上のことか

ら，フリー糸状体を-30'Cまたは-80'Cで長期間保存

ずることは困難であり，二段階凍結法による繊体窒素

中での保存などの検討が必要と考えられる.

<*東水大・ 5車穎. **東海大・海洋〉



(13)0綿貫知彦"・松下和弘"・加藤賢三".どうして

幽盤U且ilsp.は南極の高塩水湖で生きられるか?

甫鍾昭和基地付近にあるRellcttypeの高温水湖

である船底疋は夏期に幽且品且ilsp.による81。仰

が出現した:分麗第饗されたQ.sp. は鍾適温度20'C

6-81の塩11度で良好な糟殖がえられた.也阻U且i且

は細胞壁がないため浸透庄のより高いあるいはより

低い培地に移った時.shrlnkまたItsweel細胞容積

を変化させ.さらにglycerolなどの浸透圧繭盤物質

を相減させて容績を元に戻すととが知られているの

で塩ストレスの研究に適した材料である.私途はこ

のQ.sp. と且且Li.m叫且旦主畠を材料として生物を丸ごと

あるいはその一郎をそのままの状態で化学的情報を

得ることの出来る NMR (核磁気共鳴法)で 1 Hお

よび13C-NMRを使って観測した所，主要な浸透圧調

盤物質はGlycerolであり .CH • • CH3 • CII. '-CII 3 • 

-C∞H脂質などのシグナルが検出された.さらに，

!l. Sp. とD.Drimmolec:laを-20'cで凍結し.1ヶ月後

室温で解凍し検鎖した結果且且U皿担叫亘の綴毛運動

は金〈観聖書されなかったが.Q. sp. では20-30嶋が活

発に綴毛運動をしていた.南健康!l.sp. は耐塩位で

あると同時に酎凍佐である可能性が高いと考えられ

た" 神 奈 川 衛 研 .20日本軍子."国立予研

(14) 0御園生拓・中湾震美・前川行幸・・横浜康雄・・:

大型緑磁の Chlb/a比は種特異形質か?

一般に緑穫の Chlb/a比は生育光環境によって変

動することが知られている.この現象は環境に対する

穫の適応反応であると説明される.しかし，実際には

生育環境の帳は積によってさまざまである.これらの

種の遣いは，色素系の適応能力の差として現れるので

あろうか.そこで今聞は.浴中のさまざまな深度で5

種の大型緑磁を鰻重量し.経時的に Chlb/a比を測定

して培養深度との関係を調べた.その結果.この鐘は

深度によって変化せず，種特異的であるということが

わかった.すなわち.アナアオサやミルなどの生宵深

度幅が大きな種は.ストレインによる住み分けを行っ

ているという可能性が示唆された.

なお分併の過程で.シリカダルカラム(Inertsll 

SIL)を用いた頗相 HPLCによってクロロフィルおよ

びIJロテノイドを効率よく分隠する方法を開発したの

であわせて報告する.

{山梨大・敏育・生物.・三重大・生物資源.“筑波大・

下回臨海}
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(15) 中村美峰子*・1&¥沢健二*・橋爪淳子*・

猪郷久治*地・石川依久子*生きている化石

Cymopo!ia 

岐阜・金生山の 2億5000万年前の地層で見られ

る蕊類化石の多くは Mizzia と分類され、現生の

Dasyclada les の化石積で・はないかと考えられてい

る. 演者らは、 1関 0年11月、金生山において Mizzia

I1Jft石を大獄に合むお石を多数採集することができ

た.この岩石の薄片をつくり.光学顕微鏡を周いて化

石種の形態を観察した.一方、 I鈎 O年4月、 i中縄中滅

i竜で Cymopo!iavan Bosselを採集し、光学顕微鏡と走

査型電子顕微鏡で君臨休の外節および内部形舗の詳細を

観察した.ことに務休の agelngにともなって側枝の

聞に石灰化が進み、生細胞が失われ、化石砲に頬似し

た形態に変化する仕組みが理解された. 両者の形態

の比敏から、 Cymopolla~主笠ei が金生山のMizzla

sp. と著しく類似しており、 2億 5000万年を経た

生きている化石であるという稽信を得た東京

学芸大学・常生物学教室・**地学教室}

(16) 大業英雄:狩縄県鹿良閲諸島産 Dasycl鍾盤

{緑藻，カサノリ目)について

~込起草呈属は，地中海，カナリー諸島，カリプ

海，インド洋から3種 (D.盟Z且盟担豆呈， !!・坐堕盟呈，

E・旦盟謹呈)が報告されている。太平洋海域からは，

新崎(1950)の沖縄島での採集記録を除〈と，本属の

分布に関する報告はない.今回，本属に属すると思わ

れる縞物体を，沖縄県鹿良聞諸島の阿嘉島，度留間島，

外地島から多数採集できたので，その生態的，形館的

特徴について報告する.

本種は，裾磁の礁斜面下都から平坦な砂磁底への移

行部{水深15・25田}に散在する穏や転石上に窓生して

いた.議体は単条で，縫様状をなし，直立するかやや

湾曲し，高さ10-25園田，直径1.5-3.5mm，黄緑色~濠緑

色を呈し，石灰質を沈着しない.~直線は癒状敏からな

り，基質{石灰質)申に穿孔している.中紬は管状で，

a径400・900μ田，各鎗生部から8・12本ずつの輸生枝を

派生する.輸生枝は3・4回分岐し，第1・2分岐点では3・

4分後を，第3・4分岐点では2・3分伎を生じる.殻先端

の細胞は砲事事状で，先鏑が尖る.砲偶子.は球状で，

直径400・500μm，輪生枝の第1分岐点申央に1個ずつ形

成される.以上の特徴から，本種は E・盟盟主叫盆益

(Scopoli) Krasserに最も近いと考えられる.

(東京水産大学)
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( 17) 吉備誠:コナハダ属植物の分類

コナハダ属(lJ.ag低且)は真正紅瑛類ウミゾウメン自

のー属で、体に石灰を沈着し、乾燥すると粉をふいた

ようになるのでこの名がある.熱ヰ替、亜熱帯海域に広

く分布し、 100余種を含む大きな嵐で我国の沿岸にも

10余種の生育が知られている.近縁の属や、同属内の

穏とも、外見的にも組織構造的にも似たものが多く、

分類は極めて図鐙である.コナハダ属は、1)体に石灰

を沈積する、 2)造果枝は、同化糸に側生、あるいは同

化糸細胞の肩部に生じ、造胞糸の発達と共に、同化糸

細胞に鋼生した状態となる、 3)造果枝は 3-5細胞か

らなる、 4)受締した造果器は上下2個の細胞に分割し、

上方の細胞がさかんに細胞分裂をくりかえして造胞糸

を形成し、下方の細胞は柄細胞となる、ち)果胞子体は

球形で、果胞子体あるいは造果枝の周囲は総芭糸によ

って取り囲まれるという特徴によって他の属から区別

される.包弘ill且属と、~以且属は、これらの

特徴からコナハダ属に含まれる.コナハダ属植物の巣

胞子体形成過程を図示し、コナハダ属と近縁の腐との

分類を考察する.

{東邦大学理学部生物学科}

(18) 0)11井浩史・佐藤格史:褐藻色単旦且白且

巴旦担旦 (オショログサ;新称，ウイキョウモ目)

の形態と生活史について

色叫些且坐且包且主主は Roseavinu (1893) によ

りグリーンランドの材料にもとづき記載された。その

後この穏に関する報告は多〈ないが，北大西洋東岸，

東シベリア海での分布が知られている.今回北海道忍

路において本穏に同定される穏を採集したので，その

形IIJ及ぴ培養下での生活史について報告する.

本書事lま初夏に水深 1-3m程度の亜潮間帯上郷の岩

や小石の上にカヤモノり等に混じって生育し，高さ約

3 cm，直径O.3mmlこ逮し不規則に 1-2回分枝

する.署員体は 1-3層のほぼ無色で大型の内層の細胞

と 1-2層の色素体に富む小さな表層の細胞からなり，

褐務型の毛を有する.成熟すると表層の細胞より，本

種に特徴的な長さ 3-4細胞で分枝する複子蜜を生じ

る.単子11は観察されない.

複子嚢由来の遊走細胞は培養下で間接糸状型の禿芽

を経て分校糸状となり，その上に直接，特徴的な綾子

嚢を生じる多列形成的な直立覇軍体を生じた。

(北大・理・植物)

(19)0竹下俊治・中野武登・岩月筈之助:地衣穎

D1p10回 histes昼担旦E豆呈から分障された共生漬矧

痴状地衣類 1)ip10schistes豆担豆盟里担{キッコウゴ

ケ腐の 1積)の共生務類について分類学的検討を行っ

た.乙れまでにキッコウゴケ属 9績から Trebo旦豆豆

腐の 5f.重(I.盟主mm笠虫皇.I. cr呈旦温星回.I. 

g!g呈監盟.I.註旦E旦塩豆皇.I. ~且旦旦旦皇旦.!j，)が共生E高

知として報告されている (Friedl& G且rtner1988). 

本研究の結果，キッコウゴケ腐の共生iil類として新た

に Tr呈並旦旦重量豊xce旦笠主呈が認められた.I. 
笠笠旦主主旦は単細胞性の緑涜頬で.栄養細胞の多くは

直径10-15μmの球形で，業縁体は深く切れ込み. 1偲

のピレノイドを持つ.ピレノイドはデンプン絹を持た

ず，細胞の中心から外側に片寄って位置するのが特徴

である.無性生殖は遊定子および不動胞子形成によっ

て行われる.有性生殖は観型軽されなかった.I. 

~旦E且豆呈は，ハナゴケ腐(豆注昼旦旦i旦).キゴケ腕

{塁盗re旦豆呈旦担旦).サルオガセ属{旦豆旦皇呈)など.綱骨

の地衣矧の共生潔類として知ちれており，日本ではイ

?tウゴケ巴垣昼旦旦語豆旦担呈旦1)から分離されている。

{広島大・理・植物)

らA
H
 

隙
回
一

岩
旦ρu-F

a
-

助

陛
之

.M

一

善
叫
一

月

a』

岩

m
一

-
冒
且
』
刷
、
“

明

江

一

郎

軍
司

h
z
o

d
z
作

a
-
H
W

田

H
-
L

飯

D
-
m

・

類

ぽ

登

誼

開

品

山

武

緑

也

野

た

)

中

れ

M
M

O
さ

d

離

同

川

町

分

w

n''』

広島県宮島町の海岸の飛抹帯にある岩の割れ目から

緑藻類旦並並旦1旦m笠生opyre叫星空を分隊し，培養を

行なった。本種は Vischer1:: Klementによって.海

産地衣類住生E陛竺叫呈型且些笠叫~ (=~.並担ι. ~. 

単担主主~)から分隊され. Vischer (1953)によって

pseudopleuroc∞氾uS包生E陛巴且笠として記載された。

その後，本種は不動胞子と4本の鞭毛を持つ遊走子を形

成することから Tschermak-Woess(1970)によって

Dilabifilum属へ移された.本研究では，野外機本と

婚養標本について本績の形態を詳細に観察した.その

結果.本績は Tschermak-Woess(1970)が記載している

織に，野外標本では単細胞か 2-3細胞であるが.培養

するk分綾する糸状体となり，不動胞子と 4本鞭毛の

遊走子を形成することが確認された.場養実験の結果，

本書車は淡水藻類用培地と海水溶地のどちらでも生育可

能であることが明らかになった。なお本種は日本新産

である.

(広島大・理・植)



(21) 0宮村新一・・編輝三・・当奥 武・・: 奮状線

潟クピレヅタ(~且叫呈辺呈担旦且!ill笠旦}のピレノイド
11;質の高次構造

iI類の葉緑体に存在するピレノイドは、光合成の炭

酸固定に働〈 リプロースー1.トユリン酸カルポキシラ

ーゼ(Rublsco)の存在場所と考えられている。 ところ

が、われわれは、震状線君臨フサイワヅ夕、クピレヅ夕、

黄緑色潔タピレミド回の葉緑体では葉緑体DNAがピレ

ノイド基質に局在するという特異な現象を発見した。

今回は、クピレヅタのピレノイド釜質の高次構造を明

らかにするために、界面活性剤処理を行な勺て微細徳

造を調べた。ピレノイド基質は、通常の超薄切片像で

は均質な構造に見えるが、 lxTrl ton X100で溶解する

と、切片ではみられない「結晶要素」、 「電子密度の

高い紐子要素」、 「鎗縫要素J、 「それらの聞を埋め

る物質Jが観察された。さらに、 Pronase E処理で「

電子密度の高い佐子要素J、 「それらの聞を埋める物

質Jが、 DHase I処理で「舗錐要素Jがそれぞれ消失

したので、タピレヅタのピレノイド基質はタンパク質

性位子要素と葉緑体DHAで栂成される高次格造をとっ

ていると考えられる。

作筑波大・生物科学系、 H沖縄水試〉

(22) ()A.Chirapart・大野正夫:東南アジア産オゴノ

リ類の野外水槽培養による成長について

寒天原藻として採取あるいは養殖されている東南ア

ジア産の生盤且笠通盟立盟盤皇タイプ(マヱラ湾)， 

L笠註盟盟望(マニラ湾)， !i..coronopifoli!l (イ

ンドネシア)，弘主旦皇(タイ)， Eo bca vernosa 

主辿笠1(タイ}について，高知大の野外水槽(流水)

にて 1990年6月から10月まで培養を行い.成長につい

て調ペた.

!i..盟立盟盤皇タイプは比般的細い分枝を多〈持つ穣

体で鮮やかな紅色し， 82個以上になった.日開成長率

(重量)は 7月中旬 25.2"C，塩分33.02の環境下でJ

日開成長率 (G.R. D) 22.65%と非常に高い値を示した.

同じ時に色箆且盟盟通は， 11.02% (G.R.D)であっ

た.~且辿旦iは，タイで養殖も行われ，寒天原君臨と

して，最も多く利用されている種類である.この種の

最大日間成長率は7月下旬26.2"Cの時， 13.75%を示し

た.同じ時に!i..担盟皇の日間成長率は8.31%であった.

!i.. ∞ronopifoliaは，塊状に成長し，やはり7月下旬

に最大日間成長率 13.83%であった.これらの結果か

らマニラ産弘盟立堕鐙皇タイプと~li虫笠iは他地域

の有用寒天原穫と比較して高い成長率を示した.

(高知大・海洋生物センター)

(23) 当真武:i中縄島及び周辺縫島の藻場

(海草・ホンダワラ類)について

サンゴ礁織のE車場についてカラー航空写真と垂直分

布調査 (1989、1990)から海草E車場は2m以浅、ホンダ

ワラE車場はそれより沖合から礁原にかけて多く生育し

、約5m以浅に多く生育していることが分かった.ホン

ダワラ類は礁池と磁原において生育する種類、生育密

度に差が見られ、前者にコハギモク、 Sarusassumpo-

1 iporum等丈の低い種、後者にヒラクキモク{仮称)、ヤ

ツマタモク等の長い種が高密度に生育した.沖縄島の

5..以浅の面積を比較すると東海岸械;20，179h. (59 .51) 

、西海岸域;13， 716ha(40. 5%)と大差はないが、渓場面

積では東海岸織が海草議場1，205ha (90.6%)、ホンダワ

ラE車場6，642ha(99.4Zlを占めた.海草E車場は東海岸岐

に普通にあるが、西海岸域には糸満地先、那覇空港地

先他N 個所に制限されている.海草五車場を1977年と1

988年以降の航空写真を比較した結果、その位置、規

模は基本的には変化していない.紅蕩イワノリ、ハナ

フノリ等の分布、海草E車場の垂直分布、規模から蕩場

が形成される要因として冬期(NE、E)・夏期(SW...jrf)季節

風の影響とサンゴ磯を含む陸上地形(島軸がNE~SW)の

関係に焦点を当て考察する沖縄県水試)
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(24) 0河地正伸・井上勲・前回修・千原光経:ハプト穣

EhrY8ochro園日l1na hlrtaの食作用ー異なる粒子条件下で

の摂取速度の変動

我々けま， C. hirtaを用いて，ハプト.1:特有の細胞構造

であ~ハプトネマが餌粒子の傭獲と遷般に重要な役割を演

じτいることを明らかにした(日本植物学会第55大会). 

c.也旦旦は，ハプトネマ上に捕獲した餌粒子を強固な粒子

塊に加工しτから摂取するが.直径が約5μmを超えるサイ

ズの徹子塊は摂取不可飽であった.このサイズが摂取し得

る限界値であった.摂取速度は.細胞内に媛取された粒子

数の経時変化から算出され，一般的には粒子密度と比例関

係にあると考えられている.しかしc.包註旦では，ハプト

ネマで形成された粒子塊のサイズは粒子密度に比例してい

たが.摂取速度は必ずしも比例関係にはならなかった.例

えば.餌粒子として直径0.9μmの蛍光ピーズを用いた時に

は.領取速度は約5・106/・lの密度まで密度の稽加とともに

増加し，次いで減少した.ごの減少は， 5・1日6/1・l以上の密

度条件下で，摂取限界値を鱈える粒子嫌が形成されること

で生じていた.一方.粒子サイズと摂取速度は反比例的な

関係にあった。とれほ，同一密度条件下で，より大きな粒

子ほど大きな粒子塊を形成し，摂取限界債を飼え易いごと

に起因していた.以上の結果に加えて.摂取速度から算出

した水の泡過速度(cl回 rancerate)についても考寮する.

{筑波大・生物科学系}
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(25) 0庵谷 晃・・渡辺正孝"・木幡邦男"・木村

敏彦“・山口伸一郎H ・: 海洋メゾコズムによる

赤潮の誘発と植物プランクトンの消長

I 939年夏に播磨灘家島の地先に設置したメゾコ

ズム(直径5m.深さ 13m)に現場海水を隔荷量し，

様々 の操作を経て旦盟!!盟主!!!....赤潮を発生させた経線

については.渡辺らによる報告がある(日本海洋学会

1990年春季大会)。

ここでは.赤潮発生に至るまでの各譲類の消長を，

捕食者である動物プランクトンの変化と比較して報告

する。 24日間の実験期間中 1日置きに各藻類種を計

数し，その現存量を漢体表面積で表した優占種は，珪

藻の堕l空笠l旦!，!!"令官I8lassiosirao:>クリプト漢の

也担盟主主時炎色藻の笠且殴註出回丘笠盟旦m
E令ラフィド漢の色皇笠E竪旦豆ーと移り変わって赤潮発生

に至った。この赤潮発生への過程は，栄養塩の分布や

動物プランクトンの消長とよく関連づけることが出来

た。珪漢はSiO，の減少と被食によって減衰し，その後

遊泳能力を持った議類群古t表層での栄養塩の減少後

も増加するが，動物プランクトンの捕食に因るらしい

減少を示す。これに対し也坐並並日豆ーは，他のiI類が

減少後，表層で栄務塩が枯渇し，さらに動物プランク

トンが増加するにもかかわらず急増する。

伊東水大・漢類紳国立環境研*肺東京理科大)

(26) 0高坤山ト有賀祐腸"・浅田浩二"‘

石原和Ui・赤野徹・清原正高****: 

高iII度CO2通気によるスサピノリの成長促進

CO2有効利用の可能性を探ること，並びにCO2の生態

学的~響を明らかにすることを目的として，異なる

C02i11皮下で紅旗スサピノリ(~担!!盟笠宣竪~)を

培餐し，その成長を比較した.室内培援で約5回目に成長

したスサピノリ{組換聖子生型ZGRW)禁状体を空気

(350ppm)， 1000ppmまたは1600ppmのCO2を含む空気を通

気しながら15t，300μE町、-1で培捜し，約50個体ず

つの葉長と業帽を測定した結果，高浪度のCO2をi盛気し

たものほど成長がよいことが明らかになった。すなわ

ち，熔豊島10日以後に明白な成長の差がみられ，空気

(350ppm)， 1000pp田 CO2，1600pp田 CO2のl慣に成長が良

< (t検定， P<O.Ol) ，培義20日後には業援はそれぞれ

44士12mm， 62士15mm，関士 21mmとなり，業帽は

それぞれ13土2mm， 19士3mm， 25士4mmとなった。

高潰度のCO2によるスサピノリ禁状体の成長促進は，堵

袈液中の全然繊炭..度の高まりに伴う光合成速度の

増大によるものと考えられる. (*(株)関西総合環境セ

ンター，**東水大，柿*京大， 制制関西電力(様)) 

(27) 能登谷正浩・ O副書美香子・有賀祐勝:褐藻ア

ラメの幼胞子体からの組織t音養とカルス形成条件

アラメ且笠且E 単g且~の遊走子を培養して得られ

た葉長 3-5nnnの幼胞子体からの葉片を開いて粗放的な

組織培養を試み、カルス形成から葉状体への分化を観

察するとともに、カルス形成に及ぼす温度および照度

の影響を調べた.幼胞子体を0.5-1剛角の葉片に切断

して、 15"C、 1日00lux、14L:IODの条件で培養した結

果、培養4日目には切断面から 1層に、半球状の色素

体の少ないカルス様細胞の生長が認められた.葉状部

の多層細胞部分から生じたカルス様細胞は l層細胞部

分から生じたものより速く生長した。培餐3週間後、

直儲句 lnnnのカルス塊を分離して更に培獲を続けたと

ころ、 5週間後にはカルス境の一部に色素体の多い細

胞が認められ、それらの細胞は葉状体へ分化した。ま

た、 10、15、20、25"Cと10日目、 200日、 4000、8000 lux 

の組み合わせ条件下で幼胞子体からの葉片を用いてカ

ルスの生長を調べたととろ、 20"C. 1000 luxで速いこ

とが分った。

{東水大・藻類)

(28) 0能登谷正治・有賀祐勝:褐藻カジメの単為発

生体および幼胞子体からの組織培養

カジメ雌配偶体からの単為発生体を培養していたと

ころ、葉長3-5nnnの幼胞子体の先端部分に色素体の

少ないカルス様細胞塊を形成している藻体が認められ

た.そこで、乙のカルス様細胞塊を分厳して培養した

結果、 6週間後、一部の細胞に色素体の増加が認めら

れ、その後、それらの細胞は急速に分裂を繰り返して

不定形の葉状体へと分化した.また、雌雄配偶休から

受精によって生じた葉長3-5nnnの幼胞子体の葉状部

を0.5-1 nnn角の葉片に切断して培養したところ、切

断面から色素体の少ないカルス様細胞境が形成された

ので、このカルス様細胞境も分離して培養した結果、

4-6週間で不定形の葉状体への分化が認められた.

これらの培養では、いずれも天然の大型議体からの組

織t音養に比べて極めて短期間にカルスの形成や葉状体

への分化が認められるので、幼葉を用いる組織培養は

微小藻体でのクローン増殖に有効であると考えられ

る.

{東水大・藻類)



(29) 0畠中芳郎・小林 修・東原昌孝・槍山圭・郎:

恒naliel1皇の細胞融合に関する研究

細胞壁が薄〈、操作が容易である担盟l民11呈を素材

に用い、細胞融合に必要な各種の条件について検討を

行った。

1)細胞融合には霞気細胞融合法を用い、融合細胞は、

マイクロマニピュレーターによるビ、yクア、yプ法で分

離を行うこととし、そのために使用するDunaliellaは、

形態的特徴や耐塩性の強さ、液体、国体培地での生育

を調べ、操作の条件に適した株を選択した。

2)細胞融合のためのプロトプラスト形成の条件につ

いて、使用する酵素、高張液の組成等検討した。

3)効率よ〈へテロの融合株を得るため、耐薬剤性等

の選択マーカーの検索を行い 又、色素による細胞の

染色も試みた。

以上行った結果につき、報告を行う。

〈大阪市工研〉

(30) 0内UI卓志・有馬郷Uf:アマノリ糸状体の然筒

同型接合体の作出について

アマノリ廊については栄発生理や扮1lI!などIR裂な研

究諌揺が残されているが，いずれも無筒1告発による研

究が不可欠と考えられる.また，般胞子から生育した

アマノリの葉休が遺伝的にキメラ業体である可鎗性が

考えられ{馬・三浦， 1984) r 品種改良等(ffmの研究を

行う場合にはmいる材料をi宣伝的に均ーな状態』こする

ことが兎要と考えられる。 i~h らはこれらの点を考慮

して遺伝的に同捜按合の糸状体から遺伝 PI'1の同ーな

般胞子を無務的に得るための実験系を検耐した。その

結果，プロトプラストから再生させた祭休を抗生物質

を加えた寒天椛地中で引きi叫すことにより，然筒でし

かも全ての細胞が同一の遺伝子型を持つ然体が符られ

た"このように処理した祭休は無繭検 ~J;'f5望液である

ST:l中で速やかに自家受精による有性生般を行い，free

-li vil恨の糸状休を形成した。 mられた糸状休は20"C

9時間明朗の条例:下で多数の綴胞子を放出したが，これ

らの般胞子は全て同ー-の遺伝子型を持っと考えられる.

(水産庁南西海11!:水産研究所)

(31) 0中凶弘一傘・健機直伝t:.:パラオ諸島で

採~したオオパロニアの無菌培養方法について

多絞巨大細胞性滋類の生理学的な研究は従来よりよ

く研究されている，しかし.t;書養工学的な飢点から見

て.その生物誠1'1の剥製法まで合めl(f葵技術.特に無

菌培養伎術は確立していなかった.ヨド講演では，パラ

オ諸島南部i毎峨で採取したオオパロニアについて検:N

した無菌的かっ1個の細胞から大量に地殖させる簡l礎

な方法について報告する、

傑々な生活状態にあるオオパロニアについて細前な

どの汚染の省無を確認L.無菌状1窟を縫持したままで

再生率の高くなる条件を検討した.然蘭がJなt古fをは.

オオバロニア細胞表面をヱタノールで殺前し.減問i1T

みシリンジにより細胞内部Iのm(形質減をfk:さ取り.こ

れをESS鳩地に移して行った.

原形質の援集が観察されないもの個体の培養条f't.を

急激に変化させることにより無菌状態を維符したまま

原形質成に凝集させ，これをtA養条例・30・~.長日粂門二

でtifj毒することにより高い再生率が得られた，

本研究開発は.大型工業技術開発の一環と Lて側海

洋バイオテクノロジー研究所が新エネルギー産業技術

総会開発綴摘から委託を受けて実施Lたもので'ある内

(・海洋バイオ研..東海大海洋学部)
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(32) 0飯間雅文・右回清治:ワカメに内生する緑務

駐並笠込盟E且life些EのE巨漢培養と宿主穫とのニ

覇軍培養による観照

事量ill¥.Q.並笠並盟nl'..i且色盟.!!!PRINGSIIEIM (カエトプ

オラ目カヱトプオラ科)は，日本では北海道産の紅海

イトフノリおよび褐覇軍ツルモに内生することが報告さ

れているが(小亀・吉田1988)，長崎市茂木i毎摩で春

季に採集されたワカメ護休にも内生が確認された.

長崎度並並笠益虫nE.!且主盟Eは，内生誕体は多数

の透明な毛を体表面に出すが，胞子発芽体の準君E消費

において務体の形館はかなり異なり，ヨ色をほとんど形

成せずピンクッション状の糸状体となり成黙した.し

かしワカメ胞子体との二務培養では，付着穿孔した療

体は，天然内生療体と問機の球恨状となり，ワカメ体

表面に向けて多数の毛を形成した.また他種との二藻

培養に比べ，ワカメに対し早い付着穿孔を示した.

生殖細胞は， 4願毛と 2"毛の遊走細胞が線認され，

いずれも阿機の発生を示した.

(長崎大・水産)
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(33) O/J、色安代・JI(弁務史:褐藻ツルモの生長点の

機飽と微細構造について

日;本産ツルモ也担且且且担旦，コンブ目)の生長点

の構造と機飽について，野外観織と情豊島による研究を

行った.

自然環体t主務体上郁の 1カ所に局在する生長点をも

っ.その位置は成熟した古い藻体ほど1J(鱒に近かった.

一方，稽畿では発生初期の胞子体には生長点は認めら

れなかったが，覇軍体の長さが約 1cmに遺する頃には基

郁付近に生長点の形成が認められた.胞子体は，はじ

め生長点から上郁方向にだけ伸長したが，ついで下部

方向にも伸長した.その結果，生長点の相対的位置は

次第に覇軍体の上書官へと移動し，成熟する頃には生長点

は自然藻体の場合と同じく1J(鍋の近くにあった.生長

点の表層の細胞は，クロガシラやアミジグサの頂端細

胞と似た微細構造を示し，護体の水平及び垂直方向に

盛んな細胞分裂を行っていた.償庖には，宛遺した義

体の内部にみられる sientube (師管}の起源であ

る来分化な細胞がみられ，おもに垂直方向に盛んな分

裂・伸長を行っていた.

(北大・理・植)

(34) 0岡崎恵視・長沢良次:円石藻(ハプト植物

mの石灰化が光合成に及ぼす影響

円石務は炭敵カルシウム (CaC03)から成る鱗(コ v

コリス)を形成する.この蕩の CaC03 形成と光合成が

2 HC03 + Caz+→ COz + HzO + CaC03 なる反応で

共役している可能性が、以前から指摘されている.前

者らは、 CaCOa形成が光合成の基質である COzの供

給を容場にするのではないかと考え、渇垢防止剤の1-

Hydroxyethylidene-1.1・diphosphonicAcid (HEDP) 

の Pleurochrysiscarteraeの石灰化と光合成〈成長)

に及ぼす影響について検討した.その結果、(1)担

弘主旦での CaCOa形成は 0.1μHの HEDPで完全に

阻害された.(2)コッコリス形成は 200μHまでは阻

害されず、 500μHで50%.1田Hで100%阻害された.

また、 500μHでは、コッコリスの CaC03 の結品成長

がl則らかに阻害された.(3)君事の1成長は 200μHまで

は影畿を受付ず、 500μH、1田Hで約20%しか阻害され

なかった.これらの結果は、コvコリス形成による

CaC03 形成が光合成に有利に作JIJする可能性をiJ.OI<否

定している Ol!学大・生物)

(35) 加藤哲也:黄色植物の光合成光舗提頼粒

我々は前に数種の褐穫で光合成系の fucoxanthin-

chlorophyll a/c蛋白複合体(FCP)が相互に会合し、顎

粒の形(FCPA)で光捕捉に働いていることを報告した.

今回は褐積以外の貧色償物について光捕鍵系の色素質

自が同様に顎粒の形をとっているかどうかを検討した.

建E車、賞金色E車、ハプトii.ラフィド議、渦鞭毛蕩につい

てそれぞれ二三種づつを検査した結果、光独立栄餐条件

で生育させた蕩からはすべてcarotenoid-chlorophyll

蛋白が分子集合体として分離され、構成単位はいずれも

20kDa前後のpolypeptideであった.珪藻 Cyclotella

およびハプト藻Ruttneraを異なった光強度で生育させ

た実験では光捕捉額粒の大きさは光強度に関係な〈一

定で、変化するのは光捕捉額粒の数であった. 褐穫の

FCP(20.5kDa)を用いて調製した抗血清で免疫学的反応

をしらべると.これらの carotenoid-chloropbyll蛋白

はいずれも強い反応を示したが、ホウレンソウの光捕

捉蛋白(LHCPII)に対する抗血清や、ラン藻 Anabaena

variabi1is仰のの pbycocyaninに対する抗血清や

phycobilisolleの corelinkerに対する抗血清とは

全〈反応せず、黄色縞物の光捕錠蛋白と他の光捕捉蛋

白との聞の類縁は小さいと思われる.渦鞭毛蕩の場合

peridinin型の蕩からも fucoxant bin型の蕩からも同

じ性質の光捕捉頼粒が分緩されたが、 Cryptbecodillll

のように色素を合成しない藻からは上のような免疫学

的反応を示す蛋白は検出されなかった京都大，ー理}

(36) け新作章菩ト筒11・功**・寺脇利信*材:三i甫
半島における大型縄簾クロメの分布と形態

クロメ(Ilckloniakurome)l;l:岡村 ([927)によって.
中央葉と側築の厚さがほぼ同じで側穫に織があること
などに基づき，カジメ(Il.cava)から区別して記載され

た"このときに.三浦、y，烏納寵と房総半島館山のnJi緩
な場所のクロメの中央薬は甚だしく広<.あたかも団

扇のようであり.色は簿黄色で.鍛は粗くかっ大きい

がまれに全く欠創lすると記述している。そして， Ilu電
産のクロメが悶示されている。その後.岡村(1936)は

油津と最佐臼件湾を産地に加えて.湾内に分布するク
ロメの中央薬がはなはだしく広L、(2026cmの舗に達す

る)ことに基づき，品種r.latissima(ヒロハクロメ，

新称)を記載した"
われわれは， 1976年から三浦半島一帯で.コンブ科

植物の分布を毎年10箇所以上洛水調査して来た"これ
までに.ヒロハクロメと同定されるクロメを制I壷湾北

西と南東岸.諸機湾北岸および小間平日湾南東岸で係集
できた"制1竃i脅南東岸で冬に採集したヒロハクロメの
中央薬幅が最も広<， 40 60 cmに逮した。中央薬1;1:，
海水流動ω小さい所で広かったn また，i由壷湾i湾口部
のカジメとその形態を比較した。<*(韓)海藻研究所・

林高知大・海洋生物センタ・林*(11)電力中央研究所)



(37) 林回文郎:駿向精におけるサガラメ海中林の分

布とその群落構造について

本研究は，駿河滑におけるサガラメの分布の実態や

その群落構造を明らかにすることを目的とし， 1989年

4月から 10月まで索稽りによる調査を実施した.本種

の群落構造に関する調査は，御前崎で見られる群落を

対象として行い，コドラート訟により個体栴度，個体

長，側業数，薬面積指数，個体重量，現存尾および成

熟率などについて調べた.

サガラメの分布域は，静岡市周宗から御前崎海岸に

かけてであり，特に御前崎では本績による広大な群落

が見られた.個体密度は，年聞を過しでほぼ一定で，

lnl当たり約11本であった.個体長，個体重量および

現存量は，主として業部の成長に伴っていずれも 7月

に最大に逮し，それぞれ平均で 122四， 1140g，約13

kg・生重/nlを示した.側業数は年聞を過して50-70

枚で，特に 5月では愚も多〈見られた.業面積指数は

5月から 8月にかけて愚大となり，約10nl/nlであった

.本種は 8月以降に成熟し， 10-11月では成熟串は約

62%に透した.

(東海大・海洋)

(38) ()新井章吾ホ・綿宵脅料・ 111本秀帥求 新

潟県繁烏の稽堤に成立した大型~H国藻の傾tlWH喜

アワビなどの有m~食動物の飼料として大'\H/，l穫の
増摘を目的としたE車場造成の試験や事業が， 日本各地

で礎んに実施されている"着生基質沈設後の調査は，

穫場造成の小規模な試験においても 2年以内がほとん

どである n このため.海縫群落が傾相にi圭寸ると考え

られる 5-7年以後，大主H国藻君Hsがそのまま維持さ

れているかどうか不明のままとなっている n

新潟県粟島において， 1978-1980年にクロアワビを

対象とした大規模増殖勾が造成された" 1986年6月に

施工後 7-8年が経過した1荷役プ口 yク摘み治堤2基

を選ぴ，調査対象としたn 浴堤 1，基の大きさI.t，長さ

50m，偏10m，高さ2.8m-3. 8mである"この2基の潜

堤を通過するように 330mの測線を引き.幅 1m，長さ

10mごとに海穫の被庵(%)を測定したn 次に.拘X40

cmのコドラ トを用いて， i普堤と岩線上の海様を水深

6， 7 ， 7.5m でそれぞれt~Jj~した n その結果，水深Iこ応
じてアカモク(Sargassumhorncri)，ワカメ(~lIdaria 

pinnal i rida)，ツルアラメ (Eckloniasloloni rera)(1) 

傾tllll下落が浴縫に成立したと判断されたり (末(韓)

海藻研究所・料日本チトラポッド(韓)・材料韓)エコ ) 
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(39) 0荻野洗太郎※ 三宮信夫※※ 坂本亘※※※

屋外水僧で自生したアカモクの生長と生育環嶋

その l 光環境

のとじま水族館の鼠外水僧(総水量1150m'、水深 4

m、 ドーナツ裂八角形)では 1986t仁Il月にアカモクの

若い漠体が観察されて以来.毎年成熟、枯廃.発芽が

繰り返されている。それら生長速度は自然海而下と変

わらないほど{申長(95mm/DAY)する藻体もあれば全長

僅か25cmで生嫡恭床が形成された貧弱な藻休も観察さ

れた。水僧内での分布状況も均ーではなく‘日~~部分

ではまったく生育しないエリアも存在した.アカモク

藻体をとりまく環境、とりわ付光環境の差異は顕著で

ある。言拒者ちは 1989年 2月18日から 1990年 1月23Rま

での 1年問、延べ36目、日の:Hから日没までの瞬時光

エネルギー慢を測定した。その結果.日向郎分の総光

エネルギー買置は2550，85E/nf/YEAR、日陰部分は 635，4

E/ば/YEARであった。(※のとじま臨海公開水族館、

策費持京都工織大・電子情報工学、当担割器禁京都大・良水)

(40) 0 C. Orosco・ ・沢村正義・・大野正夫・・

楠瀬同三・:ツルシラモの若い藻体および四分

胞子体の寒天について

紅藻矧であるツルシラモ (Gracil呈ri旦也旦工坐

Holmes) の若い議体と四分胞子体のアルカリ処理

および未処理のものを用いて，一連の溶媒嫡出法

[水 (22"C)， 100，80，60，40.20%EtOH (沸IIR) • 
熱水(IOO"C ) 1により寒天を摘出し.それらの性質

を比較した.

ツルシラモから得られた寒天の乾燥重鼠に対す

る収率は.若い藻体で 24.2%.四分胞子体で 34.8

Z であったが.アルカリ処思したものにおいて，

それぞれ 11.5%および 26.4%であった。また.ア

ルカリ未処理のものでは，冷水および60%EtOH抽

出画分が主な薗分であり.ゆるく会合した寒天分

子の存在が示されたが.アルカリ処理したもので

は. 60%および40%EtOH摘出画分は主薗分となる

ことが認められた.一方. 3.6-アンヒドロガラク

トースおよび硫酸基は若い藻体よりも四分胞子体

に多く含まれていた.しかし.アルカリ処理によ

ってそれらが逆の傾向を示した。

(・高知大学・良化.日高知大学海洋センター)
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(41) Danilo B. Largo" 0大野正夫・・:フィリピン (43) 0小林 弘:日本産駐且盟並註担也込主の

セブ島産E笠島盤盟!ml盟盟組盟と註Z血盟盟泣込ニ 電顕による検討

盟旦盤盟の生態

住虫鐙製旦臨岳鐙盟主盟と~.邑且処箆旦Eはフィリピ

ン緒島に広く分布する種顛で，フィリピン中央部に位

置するセブ島に広い群落を形成しているo~ 盤見鍾二

盗包盟は潮下帯の比般的浅いところに.~.豆且盟笠盟

はその沖合い.少し深いところに生育する傾向がみら

れた.

関査は1988年8月より1年間， 月1回行われた.成長

期に~堅且鐙盟主盟の主校長は29-68cm. 平均42cmで

側枝が多かったo ~.註且盟盤盟の主校長は32-74畑，

平均主枝畏は48個で側枝が少なく.前穏と比般すると

長い傾向がみられた.関種の最盛繁茂期は12月で，水

温が最も低くなる時期であった.

生猪欝床は爾種ともに11月にほぼ橡当り 100%の出

現をみた.しかし，どの挙節でも生殖務床は出現率に

差異はあるけれども観察された.爾績の現存量の減少

は.モンスーンの来襲により大きく左右され 8月に

個体の流失が大きかった・サン

カルロス大・海洋生物，・・高知大・海洋生物センター)

(42) 0奥山茂樹*・小林 弘**羽状頬建議恒二

I)oq聖属におげる舗の分類形貨の評価 1.葉緑体，

殻形，条線，パヲーンセンター.縦溝の評価

~l!!!.'!!担は弱酸性から中性の淡水域に出現する珪穫

である.従来まで.本属の種の分類体系は光矧レベル

における殻形惣の相違によってのみ構築されてきた.

一方也胆且旦は形飽変異の帽の広い種類としτ知ら

れているが，生活環を還しその変異を追った研究は，

ほとんど見あたらない.ぞれ故，典型的でない量産形lIl¥

を示す偶体の同定においては.常に図録がつきまとっ

ていた。

地餐および野外おいて.増大胞子を形成し生活環を

完結した個体群を周い，光顕的および電顕的に観衆を

した。それらを基に績の分類形貨としての各形質の評

価を.般および葉緑体において行った.その結果を 2

固に分げて報告する.生活環を通じ鍛長は 2-4倍変

化し，鍛形も大きく変わった。しかし.葉緑体数，粂

線密度.パターンセンターの位置および縦漕の位置は

非常に安定しており.これらは種の分類形質として有

用である.

( *東学大・生物. * *東京珪iiI研}

~. t立QI!且肢は 1928年に Boye-Petersenによっ

てアイスランドのコケ付着の珪務として車両種記載され

た11;較的続しい種類である.この珪蕩は鍛長 10-25u園

鍛幅 2.5・4.5u圃ほどで非常に小形であることと、粂練

構造が微細であるため、光顕での構造のみでは同定が

健しい上、般の形が、線形から細長い皮針形、時には

鍛側が波打つものもみられ、よりー層、光顕のみでの

同定を困鍵にしていた.このような理由のためか、過

去に於ける紀録は乏しいが、日本の各地の流水にも、

止水にも、また、時には温泉にも出現し、それぞれの

燭所で鍛形にもかなりの遭いがみられるので、それら

について{下表参照}電顕による比較を行ったところ、

微細構造では基本的に大きな遭いはな〈、全τが H.

註m!!JM.と同定しえるものであった.

長瀞岩石岡 線状皮針形 14.5-18 x 3・3.5

f山女町 I直 長線状皮針形 20・22 x 4 

学大J)?']-け曲 線状・鍛側波打ち 13.5・16.5x3-3.5

大浦温泉 短線状皮針形 16.5-23 x 4・4.5

電返しの滝 線状皮針形 14.5-16 x 3-3.5 

(44) 0福島博・ ・小林野色子“・大塚晴j工・・・

ナイル河で得た Cymbellaturgidulaの

形態変異

1990年 1月ナイル河のアスワン(エジプ卜)で得

た約330個体を調査した.ケイ緩長のレンヂ30-

4 1μm、モード 36-37.5μm、ケイ綾幅のレン

ヂ10-14μm、モード 13μm、中央部横条線密度

(本数/10μm)、背側レンヂ8-12. 5、モード

1 0 、腹側レンヂ9. 5-15、モード 120 

本種については綿花111(長野県)、中国、台東市(台

湾)、クスコ(ペルー}の4地点の試料を調査している。

ケイ殺の大きさはどの地点ともよく似ているが、中央部

繍条線の密度は背側と腹僻lの差が大きい.これは中国の

試料と似ている。諸形質の出現頻度も他地方のものと比

較をする.

(・東女体大、“被浜市大、・・・神奈川公衡試}



(45) 0半国債司=・中野武畳間:広島市市街地の気

生事巨額

広島市市街地において，樹皮・板塀・コンクリート

精道初等から録取した気生穫のコロ.:=.-49試料を分程

培養し，気生i'I群落の特徴について検討を行ヲた.

その結果，録穫を主体に44盤類の義類が観察され，

気生穫群落としては，以下のものが確認された.

t)A腫包鍾盤盤担単組星野落 :G邑rtner& 1 ngo 11 e 

(1989)による気生譲類群集ADatococcet凹担単主i
に該当する.板塀等に緑色の純群落を作ることが多

い.

2)Kleb曲四Idiu!!fl鍾叫血E群落:他の気生護と混

生することが多し♀M旦叫i皇堕担ls.lllが多い鮮
と金〈みられない群に分げられる.

3) IrenteDohl ia担鐙叫ill皇群落:山地では常緑広

葉樹の償皮等に普通だが，市街地では少ない.

4) R寝静落:SCJtone圃ataceaeをはじめとしたR穫

がプロヲタ場等に黒ヲぽいコロニーを形成する.

5)その他の群稽:旦盟盟堕鐙峰属，.DIDlosDhaera 

厩等が目立つコロ=ーは，第養の結果さまざまな群

に分げられる.

σ広島県衛連..広島大・理・植物〉

(46) 0飯田高明・中野武登・岩月善之助:地衣類ダ

イダイゴケ属 (Ç単皇E担皇~ )から分離された共生漢

ダイダイゴケ腐 (C昼QI!塩盟)は.椀状または餓片

状の地衣類で.岩上や樹上に着生し，海岸から山地に

かげで広〈分布する.本研究では広島県富島の海岸の

飛沫婚にある花閥岩上に着生しているダイダイゴケ腐

の一種{豆昼g魁箆;!!sp.)IJ)ち共生穣類を分離・構餐し、

分類学的検討を行なった.その結果との地衣の共生穏

として主堕坦旦皇室且旦笠旦盟副留められた.本種は単

細胞の緑漢で.細胞は 10-16μmの球形であり.葉緑

体は放射状で.中心に 1個のピレノイドを持っていた.

無性生殖は不動胞子.自生胞子.遊定子の形成による.

有性生殖は観察されなかった.なお.Hildreth and 

Ahmadjian(1961)は.豆鍾QI!担盟堕呂田から主堕単旦ー

豆呈盛E盟鍾皇を報告している.今回分離された I.
畳且盟旦呈出は.淡水藻類用繕地でも海水溶地でも生育

出来る.とのととから海岸の飛抹帯に着生している地

衣類の共生穫の多くは、潟水t音地で生育出来ると考え

られる.なお，本種は日本新産である.

{広島大・理・摘}

(47) !野崎久義:縁海.オオヒゲマワリ自の ConiUll1

quadratullの形悠と有性生殖

Coniu/6 quadratu/6 Pringsheim (959) ex N，ロzaki

(990)は.十字型に細胞が配列した正方形の8細胞

性群体をもつことを特徴とした淡水部の一種である.

本穫は Pringshei皿 (959)がイタリアの南チロルよ

り報告して以来.未だ操集されておらず、有性生殖も

観察されていない.

演者はネパールより採取された土滋ザンプルより.

Coni聞の株を分雌・クローン培養し.その形態と無性
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・有性生殖を光学顕微鏡下で詳細に観察した。この株

の栄養群体のピレノイドは培養条件にようでは消失す

ることもあったので.Pringshei皿(1959)が用いたの

と同じ株である UTEX956と比較観察した.その結果.

両者は基本的には同じピレノイドの状態と無性生殖を

示したので.演者の株を Coniu/6quadratu/6と同定し

た。有性生殖は同型配偶であり.配偶子の糠毛基部に

は，細胞質状の突起(田atingpapilla)があり.突起

同士の結合から細胞質融合が開始した.接合子からは.

4細胞性の・germcolony'が発芽した。

(慶慮義塾高校}

(48) t)高原降明キ・ F原)'e雄柿:イタリア姥ニセハ

ヰモのf主活史

19871ド6月イタリアのナポリ沖にあるイスキア烏と

イタリヤ半島南西都にあるシシリー島で採集Lたニセ

ハネモ空iEH!mlpq切り(喧空堕!坐.':1堕 !SlDyura) 

について，培養によるM:i;li史の研究を行った。それら

は水深4-5mの岩上に生育していたもので.形態的

には Feld回 m の記載と一致した。ニセハネモは雌雄

岡株で，雌Mtの配偶子は俊合して小さな糸状体に発逮

したn 糸状体は旬旬L.細胞糸のところどころにくび

れをもっ。この形状は日本産のハネモモドキ T.hai-

nanenslsのそれによく類似する。しかし，その糸状

休は遊定子を形成することなく.その末端部が肥大し

伸長することによって， i直媛的に天然で見られるよう

なニセハネモの縁体を形成した。この結果は layhoub

( 1974)が報告したシリヤ産のニセハネモの結果と一致

する。日本においても Yendo(l915)が日向からニセハ

ネモの生育を記録している。しかし宮崎県串聞神の

管垂島産の遠藤吉三郎先生の脂葉徳本は，ニセハネモ

でもハネモモドキでもなく.ハネモ属空包E豆ISの一

種と恩われる。(掌専修大・商，帥筑波大・生物科学系}
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(49) 0原慶明，石悶健一郎，千原光縫本邦マング

ローヴ域の微細穣類相の特徴，単細胞n穫を中心tc:o

廃南・南西諸島の河口峻1<:小規模なマングローヴ林

が発達する.この森林生態系は潮の干満と河川水の涜

入・撹乱，豊富な栄養士僅頬，発達した樹冠，形態の多

様な気生恨，年・自殺差の少ない気候条件など，他に

は見られない環績を有し，そこに緩む微細藻類に生育

条件の異なる特殊な場所を提供している.例えば，河

川t議場廃層表商t乙生活すi5穫の生育にとって，その織

で起こi5位湿及びJ1i分環境の変化は径めて過酷であり，

一方では遷移の極細にある同生態系の安定した環境は

好適な生育条件を備えていi5ともいえる.このような

徳銀な環境下に適応した底穣付着藻群集の種組成と垂

直・水平分布を予備t音護法を用いて精査してきた.こ

の過程で本邦のほとんどのマングローブ犠から多〈の

単細胞紅藻を単臆した.それらの分績と生育特性のあ

らましは本大会でも綴告した。今回はそれらが同場の

環境にどの様に適応し，分布しているかに焦点を絞り，

紹介する.特1<:他場から得た単細胞紅穫との諸性質の

比較を過して，ぞれらの特性とマングローヴ峨との関

係をより鮮明にする。(筑波大・生物科学系}

(50) 能登谷正浩・ O菊池則雄・有賀祐勝:原始紅藻

イソハナピとトゲイソハナビの培養

千葉県館山市坂田産のイソハナピEnthrocladia

型並並m呈とトゲイソハナピ~.主旦型l笠通を培養

し、生活史と生長、成較に及ぼす温度、照度、日長の

影響を観察した。単胞子はイソハナピでは5.0-

8.0μm (平均 7.0μm)、トゲイソハナビでは4.5-

6.5μm (平均 5.4μm)であった.両種とも単胞子

の発芽体は円形、盤状に生長するが、発芽体の縁辺が

全縁であるか否かによってそれぞれ区別される.両織

はともに10"(;ではほとんど生長が見られず、 1か月の

培養でも4-8細胞にとどまった。 25"C、8000lux局

長日条件で最も速く生長し、イソハナピは5日問、ト

ゲイソハナピは7日間で成熱に至った"15-25 "(;では

高温、高照度ほど生長が速かったが‘発芽体の形態変

異も多くなる傾向が見られた。 30"Cではトゲイソハナ

ピは2-4細胞まで発生したが、 8日固までに発芽体

の全てが枯死した。しかし、イソハナビは塊状の形態

で、ごく少数の発芽体は生育し続付た.両種とも単胞

子以外の生殖細胞は認められなかった.

(東水大・藻類)

(51) 0工膿利彦*・増田道夫**:紅海ショウジョ

ウケノリの形鼠学的研究

日本沿岸各地に生育する紅讃ショウジョウケノリに

は.包江註血旦且旦 urc盟担主主 (Dillwyn)Grevil1eの

学名が与えられてきた.培養実験とフィールドでの定

期的な採集で得た標本のlt較観察で.生活史各段階に

おいて現われる緒形質の特徴を把握した.その結果，

特筆すべき点として，成費型が進むと峰雄の配偶体と四

分胞子体のいずれにも般生小枝が形成されることが確

認された.イトグサ属では厳生小枝を形成するか否か

は重要な分類学的形質であり，モロイトグサなどご〈

少数の種を特徴付げている.しかし，基単標本産地を

含む大西洋産のL 盟堕叫且且にはそのような小枝の形

成は報告されていない.また，漸鋭先形の有限成長小

枝を持つこともショウジョウケノリの特徴であるカ人

後者にはない.t..笠弘主叫笠呈 Harveyの正基司書標本

を含む北米太平洋岸産の標本と比較したところ.諸特

徴が本穏と一致した。したがって，本邦産ショウジヨ

ウケノリの学名ほL 包且担叫盟主に変更されるべきで

あると結論された.

(*札幌大・生物.* *北大・理・植物)

(52)梶村光男:ジュズフサノリ(紅藻，ガラガラ

科)の形態学的新知見

禁状休の高さは9.5cm迄で.一平面に文は立体的に

普通叉状に.時司三叉状に7回迄分岐し，買n間部の大

きさは 2-13xI.5-4mmである。色素休は不規則な

帯状で.表皮の同化細胞，胞のう，皮下細胞に存在す

る。造果枝の器下細胞の縦裂は造果器から造胞糸始原

細胞が形成される以前に始まり，器下細胞から 1-3
個の中性細胞が切り出され.各中性細胞の中のIi困は

全く分裂しないことが有るが.他の中性細胞は縦文は

摘に分裂して 2-3個細胞から成る中性細胞枝を形成

する。造胞糸第一細胞の形成に先立って.造果妓の基

部細胞からは4個の果皮糸始原細胞を生じる.若い造

胞糸聞に癒着は見られないが.発達した相隣接する造

胞糸の下部細胞は丸味をおびて，互いに癒着し.柔組

織状となる。造胞糸末端は単条又は文状で.先端から

数個細胞が成熟して果胞子のうとなる.雄性配偶子の

う斑は普通枝の先端の 1-2節間部の上半部に冠状を

なして形成される.雄性配偶子のう斑に査をげる皮下組

織は良く発速し，雄性配偶子のう斑特有の小型の皮層

細胞から雄性配偶子のう母細胞を 1乃至数個生じ.雄

性配偶子のう母細胞は一般に細長いが.短くて太いも

のも有る。各雄性配偶子のう母細胞は先端部から普通

2-5個の雄性配偶子のうを形成する.雄性配偶子の

う斑にはいく分退化して洋梨形となった胞のうが多数

含まれる.

(島根大・理・臨海)



(53) 0 800， S.M.七J.RuenessH，I.K.LeJHand
**** 

T. Yoshida A New Combination in 担並旦也m-

回旦 (Ceramiaceae:Rhodophyta) 

Examination of the type specimens of Ca11i-

生盟国旦 callophvllid;co1~ and l;ving mater;a1s 

co11ected from Tyosh; and K;nkona; documented 

that the spec;es may be pos;t;oned ;n the genus 

AQ1aothamn;0~ Fe1dmann-Mazoyer， because of on1y 

one nuc1eus in each vegetat;ve ce11s. A ne岬

comb;nat;on， A，glaothamn;on callophvll;d;co1a 
(Yamada)， is proposed. The type mater;a1s of 

C. m;nutiss;ma Yamada ;s a1so exam;ned and the 

taxonom;c re1ationsh;p between主・ g旦旦包日i-

d;co1a and C. m;nut;ss;ma ;s d;scussed. 

(*Chur叩namNat'l Un;v.， **Oslo Un;v.， *** 

Seou1 Nat'l Un;v.， ****Hokka;do Un;v.) 

(54) 増田道夫:フィリピン産紅護ソゾ属3種

フィリピン諸島の海穫とその資源についての調査研

究(代表:大野正夫教授}で1990年1-2月と6月にルソン島

を中心に採集を行い，約15積のソゾ属(J"皇思盟込呈)植物

の様本を得た.これらのうち，本邦に生育するか，あ

るいは生曹が予想されるが，形怨的特徴が明確にされ

ていないタカサゴソゾ0...国且鍾血 Yamada)，ナンカ

イソゾ(j，.包盟主呈 Yamada)並びに!，.坐担笠 (Huds.) 

Lamour. var.組盆包ri.(¥1. v. Bosse) Yamadaについ

て若干の新知見を報告する。タカサゴソゾにおいては

皮膚最外層細胞聞に二次的壁孔連絡の欠如，周心細胞

起源で胞子型車托舗に対して脊輪側に位置する四分胞子

嚢が確認された.ナンカイソゾにおいては皮層最外周

細胞聞に二次的壁孔連絡の存在，皮膚細胞起源の四分

胞子嚢，皮膚細胞起源で不稔枝を伴う精子嚢枝が確認

され，他の節よりもSection監盟並立話笠との額縁が

示唆された.!，・辿担g var.銀銭包ri.1;ま盤状付着穏か

ら少数の直立体形成，明瞭な主触の存在，走出枝の欠

如等において基.変種とは異なり，独立した種の可能

性が 示 さ れ た 北大・理・植物)
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(55) 鯵板哲朗:アツバモク包堕笠盟里巴笠註包且盟
J. G. A，ardhの形態変異について

熱帯・亜然干脅威に生育するホンダワラ亜属の中で、

薬の先鋪や縁辺が二重になってまくれあがる形貨をも

っグループは、互いの区別が鰻しいとされてきた.日

本の沖縄本島残波岬産のアッパモクとフィリピンのイ

ロコス・ノルテ州プルゴス産のものについて、形態学
的形質(特に葉についてその変異の幅)を調べた.

19874' 6月採集の残波岬のアッパモクは、盤状また
は仮盤状の付着器、円柱状の茎をもち、成熟した主枝

は円柱状またはやや偏平で、互生に第2枝を闘す.主
枝や第2枝につ<. (200枚}は、長さ16.5-46.5(平

均 29.4)園田、帽 8.2-22.5(15.4)mm、長さ/帽1.5-3 
.4(1.9)で、先端から縁辺にかけてのこ重鋸歯は85%
の薬でいろいろな発途度合にものがみられた。主校の

ftき18cIII以上のもので気胞がみられたが、それらは球
形または卵形で、冠.やZ提起をもつものや円頂のもの
がみられた.刺のある雌の生殖密宮のみが観寮された.

1990年2月採集のイロコスのものでは、付着器や茎、

主枚の形質はほぼ同じであったが、長さ17c固までで成
熱していず、気胞もみられなかった.糞(200枚}は、

長さ 10.5-65.0(35.5)聞、幅 7.0・33.0(19.1)聞、
長さ/幅1.1-2.8(1.8)で、二軍鋸歯は顕著で89%で葉
の先飽から 1/2あるいは213以上にわたって見られた.

.の形般は、生長段階や波の当り具合いなど環境条

件の彫響でかなりの変異がみられるようで、葉の先端

が杯状に二重に問〈フタエモクについても考察する。
{京大・農・熱待農学}

(56) 小亀ー弘: 褐藻イソガワラモドキ(出旦包目・

凶巴旦.e.cana li clIla tll~) を殻状体ステージとする

カヤモノリ属(包註笠辺恒n)の一種について

中村・中原(1977)は，イソガワラモドキの室内培養

による研究でカヤモノリ属に似た直立体を得.イソガ

ワラモドキは.カヤモノリ科のある種類の殻状体ステ

ージであると報告した。彼らは有性生殖は観察できな

かったが， 峯(1990.H.Sc.thesis)は，その有性生殖

は著しく異型の配偶子によることを示した。しかしな

がら現在まで.その直立体はフィールドでは見つかっ

ていなかった。今回，その直立体と考えられる務体を

北海道の忍路と能取岬，青森県の大聞から得たので.

その形態と室内培養での観察について報告する.その

藻体は，長さ 50cm. 幅 5田阻までの中空な円柱状で，

〈びれを持つ場合もあり，叢生し，その外観はカヤモ

ノリ(包註墜民恒nl.9.盟叫盆i呈)に非常によく似ていた。

しかし.雌維配偶子の大きさが著しく異なる点でカヤ

モノリと区別できた。室内出音;援において，雌性配偶子

は単為発生をしてイソガワラモドキと同様の緩状体に

発達し，その殻状体は短目条件で単子嚢を形成した。

単子嚢から放出された遊走細胞は，殻状体または直立

体に 発 遣 し た 北 大 ・ 理 ・ 植 物 )
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(57) 田中次郎:褐務エゾヤハズ (且主立盟主且2

主盟且~.アミジグサ目)の生殖器官の形態

アミジグサ目蕊類は、天然の群穏では4分胞子体が

多く，配備体の生育は極めて少ない.また4分胞子の

うもアミジグサ、サナダグサなどのように典型的に4

つに分裂しているものはそれと認識できるが，分裂し

ないものでは卵細胞と誤認される濁合があるなど、ア

ミジグサ類の生殖器官の形態はよ〈分っていない.

日本の~t蔀沿岸や瀬戸内海に生育するエゾヤハズは

これまでに胞子体と雄が知られているが、 JIIは知られ

ていない.1979年 E月に宮城県で胞子体に混じって雄

鍵の配偶体が採集できたのでこれらの形鳳を報告する.

4分胞子.卵，精子の生殖斑は中肋に沿って毛巣の

周囲にでき、幅 11111. 長さ 2・311111ほどの不規則な

形をしている.各生殖斑の形や大きさはほとんど同じ

であるが.4分胞子のう斑は黒ずんでおり、卵細胞斑

は色が覇軍〈、精子のう斑は白っぽい.4分胞子のうは

分裂するものは少なく，霞径 120μ圃で肉眼でも点と

して認めることができる.卵は直径 50μ皿の西洋梨

型で、柄細胞をもっ.精子のうは基節細胞の上にでき、

表皮上に突出する 国 立 科 学1専物館・植物)

(58) 佐々木次郎・0山本鎗子:粘液細菌也盟盟包堕

色h旦霊の漕iI要因について

諏訪湖表層底泥から分書置した粘液細菌也塑盟E鎚豆

腐は，生きたラン穫を溶解することのできる土犠由来

の細菌である. 湾事Eの要因はこの磁の産生する細胞外

酵素によるもので，本報告では分離株のなかで最も高

い溶漠能を持つ菌株の検察と勝泰生産量の高い培地組

成の検討を試み，さらにこの欝棄の精製を行った.最

も高い隣索活性を示す培地は， Yeast 0.5%， Casitone 

0.5%.門g504・7H200.1%を含み， 28'C，明所下で3日

間振渥熔穫を行った培重量上浸液中に産生した。また分

般 10株のうち u叫盟呈門Y-10株が最も高い13藻能

を持つ.この株を用いて硫安分爾(65%飽和)を行ったの

ち.トヨパール QAE-550Cにより 4成分に分画した.こ

れらの各成分のうち3圏分に溶謀総のあることが判明

した.しかし，いずれの画分も熱処理ラン藻は容易に溶

解するが，生きたヲン藻は溶解できなかった.現在さら

に精製を進めている明大.a化〉

(59) 0藤田大介ト岩瀬洋一郎H ・坂田完三材:植

食動物に対する無節サンゴモ類の摂餌刺激・忌避性

無節サンゴモ類，特に岩石着生性の大形種は，般状

やこぶ状の形態，石灰化，表層細胞産生及び円柱状細

胞による再生能力の諮佐賀を有し，植食動物の高摂餌

圧環境に適応していると考えられている。しかし，植

食動物に対する然節サンゴモ類の摂餌刺激・忌避性を

化学的に検討した例はない。そこで，者費者ちは富山県

沿岸に多産するクサノカキ，北海道南西岸の磯焼け地

帯を高被度で覆っているエゾイシゴロモ及びヒライボ

の3種のメタノール抽出物について，アワビ，サザエ

及びバテイラを用いた生物検定{アピセル板法)と薄

層クロマトグラフイ一分析を行った。その結果，いず

れの積の抽出物にも摂餌忌避物質は見つからず，摂餌

刺激物賓として，複合脂質DGDG(ジガラクトシルジア

シルグリセロール)及びSQDG(6司スルホキノボシルジ

アシルグリセロール)が含まれていることを確かめる

ことができた。これらの物質は先の研究で非石灰紅議

数種のほか，緑E車や褐藻にも含まれていることが明ら

かになっているものである。(*富山水試、**静大

.農)

(60) 0井山富子康・・高倉久美・・横浜康継・1 タイド

プールに生育する海藻の光合成活性に及ぼす海水源

度の彫響

降水などによるタイドプールの海水源度の低下が海

藻の光合成活性に与える影響を調べるために，伊豆半

島下岡市鍋回湾のタイドプールに生育するホソエダア

オノリ・アナアオサ・ムカデノリの20・Cにおげる光合

成速度を.蒸留水で希釈した海水を用いて測定し，希

釈しない海水中での光合成速度と比較した.

ホソエダアオノリの光合成活性は海水濃度がかなり

低〈ならないと影響を受げないが，アナアオサやムカ

デノリの光合成活性は，海水濃度が低くなるにつれて

低下した.との海水濃度の低下の影響をさらに検討し

τみると、ムカデノリは炭餓濃度の変化の影曹を，ア

ナアオサはpHや塩濃度の変化の影響を強〈受付ている

ようであった。蒸留水中に約3時間置いた後，藻体を

潟水中に戻したところ，光合成活性はホソエダアオノ

リで約60%，アナアオサで約105%. ムカデノリで約95%

回復した.したがって.蒸留水中でもこれらの議体の

光合成能は保持されていたと思われる.

(・東京学芸大・生物，一筑波大・臨海実験センター)



(61) m宮藤宗勝幸・片山富予康林・横浜康継村上生育地

を異にするナンブワカメの光合成ー温度特性の比較

静岡県下回、岩手県小本、北海道忍路湾というよう

に生育地が大きく異なるワカメの聞には、その光合成

最適温度に途いのあることが示されている。他方、岩

手県の北部に位置する積市と田野畑は約60k皿の隔たり

であるが、両地域で養殖されるナンプワカメは、その

生育状態や形態を異にし、多数の系統が認められると

いわれる三陸ワカメの典型とされている。このように

近接する地竣に生育する、異なった系統のナンブワカ

メの生理活性を明らかにする目的で、両地境で養殖し

た君臨体を用いて、 12月から4月にかけて5'C-35"C閣の

光合成および呼吸ー温度関係の時期的変動について調

べた。種市の3月の重量体を除いて、光合成績適温度は

いずれも25'Cで変わらなかったが、議体乾燥重量当た

りの光合成活性は、 3月と4月に相途が認められた。現

場の海水温度が1月下旬から4月にかけて長も低くなる

ことを考慮すれば、種市より南に位置する田野畑の量産

体のほうが低温に有利であると考えられた。

(事盛岡大学短期大学部、村東京学芸大学、村孝筑波大

学・下回臨海実験センター)

(62) 太田雅隆:アラメ・カジメ雌性配偶体の成熟に

及ぼす水温と光量の影響

千葉県御宿産のアラメ (EiseniabicycLis)と岡県勝

減産のカジメ (EckLoniacava)から得られた配偶体を

6水温00.15. 20. 23. 25. 27 'C) .昼白色蛍光灯

および4光量条件00. 17. 32. 76pE m-2 s -')で培

養し雌性配偶体の成熟状況を調べた。その結果.1)

最も早〈成熟を開始するのは，両穏とも20・C.76pE区

で，その時期は培養10日目前後であった。また.培養

約30日目の段階では. 2)アラメは水温10-23'C区.

カジメは10-25'C区で成熟し. 3)両種とも光量10-

76pE区で成熟した。4)低湿器~( 10. 15'C)では両種

とも成熟初期に17pE区で成熟率が高い傾向にあり，後

にこれより高光量側でも高くなった。 5)高温側(20 

-25'C)では高光量区ほど成熟率が高<.高温の低光

量区(アラメは23'Cの10. 17pB区および25'Cの全光量

区，カジメは25'Cの10.l1pE区)では成熟しなかった。

これらは，両種とも低温側では成熟に関する一時的な

高光量阻害(強光阻害〉が起こっており.高温側では

高温になるに従って成熟するのにより多くの光が必要

であることを示しているものと考えられる。(海生研)

(63) 0内川市ぶ・古川i:'i二:タマハハキモクのう長内

f音f警に，1>1:1る成熟について

演者らはホンダワラ寝耳~.ìl~成に11/いる"r，~必;3J! II!1Iこ

型車易に得ることを目的としてホンダワラ初の情拷波及

び生前環制御についての研究を行っている"本刊行に

おいてはタマハハキモクの幼体が家内f苦笑で成燃する

ことが観照されたのでその結果について述べる"
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主告発に111いた艇は19!10{同月24日に広烏県小牧.鳥rnn!
で採集した成熟例休から符られたものである"木古Eの

阪をPESI1tH宅液を即いて幾つかの温度， III責条件で培

美したところ，次の車li耳切t符られた。

1)初期艇の俊民は同制・長I1条件ドで良好であ「た.

2)墾の形成は知11:条例:ドで促治された。

3)短1:1条{'I・Fで紫，れ胞を形成した例休を20"CI主11条

何:に移したところ，約1カ月後に成熟が認められた"

の1O''C短rr1nf'l:において気胞を形成した休長約5cmの例

体は2()"Clミw条件において烈ど生長のみられないま

ま30日以内に成熟した。

5)このように常内府援で形成された院はjE'i;l;な発生を

示した。

(水piUj:南阿i毎阪水pli研究所)

(64) (う寺脇flH三・ -新井章吾・・:千葉県館1Ilili桜川

地先における大型縄海クロメの生長と成熟

i寅r.らは，大~H萄f軍アラメ・カジメ類の抗議である

梅小林を.砂地海底に設置した基係上に造成する伐Hi
の開発を進めており.クロメについて研究する機会を

得た_Lかし，ク nメlcklollia klll'o田eには様セな形

態の航物が合まれているうえに.その生理・生r~.!こ 1"1

する匁l見は絡めて少ないのが現状である e そこで.た

規模なク nメ併務が存在する f 禁~\t館山市f反川地先に

おいて.ク nメの~í宵分有iの中心部を明かにし，そこ

での1989、1990年の定!倒的な調脊から.クロメの'J:j毛

と成熟に関する知見を符たので線侍する"

1989年号 [1の調子Eで.クロメ1:1:水深喧 mから認めら

れ. 9~13111が垂直分布の中心部であったが.分布i f 

限については明らかにできなかった倫クロメの成{本1:1.

冬 (1~ 3J1)から春(4、611)に築部の生長が様んで.

夏 (7~ 911 )から秋(10句、 12月)に成熱Lなが"，葉沼;

の大部分が脱落， i定失L.葉却に明瞭な季節変化が認

められたのまた， 7ロメの幼胞子休は秋に山IJlL.うP.

年の夏から秋に成熟したの

(・ (11)電力中央研究所，・・(時)i毎Ii研究所)
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(65) 0筒井功・大野正夫 :j和歌山県白浜産クロメに

おける成長・成熟と形悠の挙節的変化

クロメ(匙単盟i皇担盟盟)は.温海鳩の沿岸に生育

し，カジメと形11が類似している.しかし.形館に関

する研究はあまり行われておらず.交維種とも思える

形1IIi<例えぽしわが護休の半分にあるような場合)の

個体が出現するなどの報告もある.そこでクロメの成

長・成熟と形惣の手節約変化に関する研究を，選定基

単標本が採集された和歌山県白浜町地先において行っ

た.

事車体は.伸長期である春手に.茎長約16四.体長は

約78舗と最長になり.側業は約47cmの被針形を呈した.

また業録にはさまざまな形の鋸歯がみられるが，同一

個体内でも異なる形館の..を形成し.統一位はなか

った.夏事にかけては護休上部の側業が消失し.また

新生量が低下するため，夏手に観察した績体の側業は，

約36cmの彼針形で春季より小型であった.成長榔付近

に形成される新築は栴円形を昼した.秋手になると護

休は先枯れが顕著にみられ体長はさらに減少.冬挙か

ら春季にかげで伸長がみられた.クロメのしわの程度

には事節的な変化がみられた.

(高知大・海洋生物センター)

(66) 石川依久子:パロニアのカルシウム波

巨大細胞性緑瑛パロニア Ventri四rlavell trlcosa 

の総体は、巨大な中心液胞と湾周をなすスポンジ状の

細胞質とこれを取り囲む細胞壁からなる.~車体を針で

穿蜘lすると自毎日を湿って侵入した潟水のCa2+が傷口

周辺の細胞質の凝集をひきおこし、凝集した葉線休が

傷口をi!ぎ、原形質の涜IIIを防ぎ、やがて細胞膜が再

生して傷口は治癒される，傷口が大きすき'たり、葉緑

体の凝集が不完全であった埼合は傷口のi台悠ができな

い.しかL表皮微小管の崩療によって無線休が細胞膜

からはなれて間隙が生じると傷口から入 q た潟水はこ

の間際をぬって細胞質に入り込み、潟水中のCa2+を

細胞質に供給する.(;時Uから同心円状に細胞質の凝集

織がひろがる，この現象はカルシウム波として観察さ

れる.細胞質ほ凝集にともなってランダムにひきちぎ

られ、あますところなく無数の不動胞子に変身する.

このカルシウム波が動物卵の受精波に類似する点に肴

目し、植の存続に外i聞のカ J~ シウムが有効に利用され

る仕組みを、動物細胞で劣〈用いられてきた 2-3の

実験手段で解併したぬ (東京学芸大・生物}

{67} 0中川偵人・・奥回弘枝U:アルギン酸カルシ

ウムからのカルシウム娩般に及ぼす有機酸趨の影響

昆布の物性変化には.君臨体中のアルギン酸カルシウ

ム(Ca-Alg)からのカルシウム(Ca)脱般が大きく影腎す

ることをこれまでの実験結果から推察した.今回は.

このCa脱離にlx.陥'何機酸ナトリウム組の彫轡を.Ca 

-A1g!担体を対象として調べた.ー・ニ・三塩益性酸十

トリウム温水格破(0.005-21)50mlにCa-Alg250曙を

30-90"Cで浸潰した湖合の液中へのCa脱雌騒を調べ九

Caは.塩の糧額.浪度に関係な〈浸旗開始後 1分以内

に急速に脱荷量した.Ca脱舵$は.クエン酸 2ナトリウ

ム(Na)・3Naでは0.051.酢酸.乳酸.コハク酸. リ

ンゴ酸.酒石酸.グルコン駿のNa趨では0.41で平衡に

遣した{平衡脱隙率70-100%) .温度に対するCa脱

離$を比絞すると.一頃基盤酸績では.グルコン餓〉

乳酸〉酢酸の各Na泊.二組基性酸趨では. リンゴ酸均

酒石餓〉コハタ酸の各Na塩であ勺た。また，供試担額

全体では.クエン隙 3Na"クエン駿 2N8>リンゴ酸 2

Na..酒石酸 2Na>コハク酸 2Na..酒石酸 1Na"クエン

酸 1Na"グルコン酸N8>乳酸N8>酢殴Naであ・3 た.

υ広島食工銭センター."広島女学院大)

(68) 0藤重量 泰*・中村勝人**・政田正弘キ・

田村五郎* :1築顛のシステイン合成酵素について

システイン合成酵素(CSase)は、植物における無機

硫般の同化系において、硫化物イオンとかアセチルーL-
セリンからシステインを生成する反応を触媒する惇素

である.また、本酵索は、シアンイオンの解毒機備に

関与したり、その他織々な化合物の合成反応を触媒す

るなど、広範囲な機能を有していることが報告されて

いる.これらの本酵素の性質についての報告は、種々

の高等植物を材料としたものであるが、事E類を対象と

した同様な研究報告はほとんどない.そこで、今回、

紅様、スサピノリを材料として本酵3慢の精製をおとな

った結果、電気泳動的にほぼ均一な 2極頬の酵素標晶

が得られた.これらの酵素標品について、アミノ酸分

析、酵素化学的性質などを中心とした比較検討をおと

なった.また、えられた標晶を抗原として、家兎抗血

清を作製し、免疫化学的検討もおこなった.その他、

数種の海穣より調製した組抽出液を用いて CSaseの

性質の比較検討をおとなったのでそれらの結果につい

ても報告する.

<*千業大・国・生物化学、**岐阜大・教義・生物)



(69) 0長島秀行*・松本語喜制・福田育二郎柿*: 

温泉蕩イデユコゴメの培養温度と脂肪酸組成

イデユコゴメ包盟組組!!;!迫笠通Eは膏緑色の単細

胞の真核iI類で. pH1.2・3.5.30・55・Cの酸性温

泉に分布している.培獲による歳適温度は 40・45・c
で.20・Cの常温ではわずかに生育できるにすぎない.

一般に.生育温度と脂肪酸組成とは密援な関係がある

と考えられている.また.イデユコゴメにはRK型と

M型があり .M型は別穂(也且担且呈組担担旦且旦)と

されているので.商型の繕養温度による影響について

も明らかにしようとした.そこで，イデユコゴメ商型

を20・Cと4S"Cで培養したときの脂肪厳組成の変動を追

跡した.脂肪畿の分街はガスタロマト・マススベクト

ル法によった.その結果.4SDCで培養したときのRK

型の総脂肪酸量は.20"Cに比べて 20-40%櫓加した

が，そのうち特にオレイン酸(C 18: 1)の増加が顕著

であった.リノレン駿 (C18:3)はどちらの培養温度

でも検出できなかった.他方.M型では繕養温度の上

昇により.総脂肪厳量は 18・26%に減少した.その

うち.特にリノレン酸の減少が顕著であった.これら

の結果は.イデユコゴメ RK型とM型は.高温に対す

る適応の提織が異なっていることを示唆している.

作東京理科大・基E重工.柿東京大・教養. 柿*東京

理科大・理)

(70) 0畠山典子・・佐身 動・波辺 {言・高市真ー・・
日本新産血担旦堕油国血 sp.の形態と色素組成

演者らは 1989年沖縄本島ムーンピーチより緑色ア
メーバ状の演を分織した.この穫は、埼策齢の若いもの
では発遣した糸状仮足のネットワーヲを形成する.細胞
は中央1..1個の核、突出した 1個のピレノイドをもっ2
裂した糞縁体を多数合み、電子顕微鏡レベルではベリプ
ラスチダルコンパ}トメント肉1..ヌクレオモルフが観察
された.また、クロロフィル組成を開べたところaとb

が確認されたことより、本穫は 1984年1..D.J.lllb-

berd & R.E.Norl'is によって新設された ChI ol'al'achn・
iophytaに属する也包旦E益出担nsp.と同定した.
本海群1..属する務のカロチノイド組成についての報告

はな〈、今回が初めての鰻告である.まず島滞HPLC
機器にODS カラムを用い、イオンベヤー槽械を含む
メタノールと酢酸エチルの勾配lff出及び質量数測定によ
り色棄を調査した.その結果、ホウレンソウ繋どの比較
によりヲロロフィJl-a.bの他1..ネオキサンチン、ヴィ
オヲキサンチン、ルテイン、 β-カロチンの存在を認め
た.それ以外にとの穏にのみ存在する色素は質量数、 H
f1R、ガスクロによる測定から新色素 Lor凹 anthindo-

decenoateであ忍と同定した.なおプヲシノ務1..属する
位盟副盟盤皇陛E恒星皇毒事の練もこの Chlorarachnion

sp.と同じ色素組成を示していた.

〈国立環境研究所、事日本ロシユ研究所、終日本医大・
生物〉
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(71 ) 
0佐藤征弥*・佐々動**・縮鱒三*プラシノ

務鎖(Prasinophyceae) P，vramimonas pal'keaeに

おげる眼点の単般とその色素分締

務類の限点に関してはその機能や物質組成について

不明な点が多い.このような点を解明するためには限

点を単擁しての解析が必要である.プラシノ穫類

Pyramimonas parkeaeは約1.5μmの長さの眼点を

細胞あたり 1つずつ持ち，細胞の増殖が早いこと，細

胞獲を持たないことから限点の単般に適した付料であ

る.電顕餓寮では.細胞中の限点は細胞膜直下に葉緑

体包股に媛して直径80-120μmの狽粒が3屑に並ん

だ俗造をとっている.単般は細胞をイエダプレスを用

いて破線した後，遠心分画法により行った.眼点は

100，OOOgの遠心を行っても上滑に存在し.非常に密

度の低い物質で楠成されていると考えられる.遁心を

緑り返し，上摘を集めることにより純度を高めた.6R 

点の純度や形態は光顕や電顕を用いて確認した.単線

した眼点について漕屑ヲロマトグラフィーやHPLC

を用いて色素分併を行った。その結果，眼点には βー

カロチンが最も多〈含まれており .a-カロチンも若

干量存在していた。(*筑波大・生物.* *環境研}

(72) 0笠井文絵*・市村輝宜*キ t砂川水系{山形

県高畠町)におげるミカヅキモ個体調干の季節変動

砂川、小黒川は山間部から平野を経て母上川に滅入

する小河川である.この水系は、中涜部では湧水が滅

入するために年1聞を遇して温度の変化が少な〈、下波

書容では混度変化が大きい. 1990年3、B、8、Jlnにこの

水系におげるミカヅキモ Clo込旦担E自主盟h旦邑i観合

体の分布を調べた 3、6月に鐸取したサンプル中には

大型で冷水性のP併のみが見つかった.8月には湧水の

滅入する地点でf専られたサンプルにのみP群が含まれ

ていた.しかし、 P鮮の見つかった 3地点のうち 2地

点でf専られたサンプルには中型と小型の交配併が混花

していた.また、織も下涜で水温の高かった地点で得

られたサンプルからは小型の交配君事のみが見つかった.

11月には中、下減場では噌水のため調査ができなかっ

たが、砂川の従来の翻査地点よりさらに上波及び小黒

川でP群と小型の交配群が混在するのが見つかった.

分厳培養した採の交配型を調べた結果、すべて片方の

交配型のみだった.この結果は河川では栄発地殖のみ

で分布域の鉱大縮小を行っていることを示峻している.

( *国立環境研、**東大・応微研)
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(73) 0斉藤昭二事・有賀祐勝U:津久井湖における植

物プランクトンの鉛直および縦断分布の季節変化

神奈川県の津久井湖は相模湖直下に位置する人工湖

である。 1989年12月から1990年11月に毎月2回.植物プ

ランクトンの鉛直分布(0，1. 3， 6， 10， 15， 20， 30圃;4測点)

および縦断分布(0回;11il司l点)を調査し水温随層およ

び流入水の流入深度との関係を検討した。クロロフィ

ル呈濃度の鉛直分布は， 12~2月中旬は全層均一的であっ

たが， 3月上旬に0~20m層で高い値を示した。それ以後，

高い値を示す深度範囲は.←6月上旬にはか6皿， 6月下

句~7月にはト3固になり， 8月中句~10月にはか311であっ

たが， 11月にはか10mとなった。 このような深度範囲

は.一つの例外を除き，季節にかかわらず表面と水温

畷層の聞であった。 優占分類群における縦断分布は.

クロロフィル呈10μg/t以上の場合に限ると， 2月下旬か

ら5月上旬および8月の出水後には.湖の幅が急激に変

化する水域を墳にして，流入部側と堰堤側で異なるこ

とが多かった。しかしその他の季節は全iI¥IJ点共通で

あった。前者は流入水の流入深度が表層の時期か流入

水量が多い時期に.後者は流入深度が水温路層より下

である時期に相当した。

(事神奈川県水道局，東水大・藻類， U東水大・言語類}
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海藻を総括的に論じた待望の書グ

海藻資源養殖学
徳田 康 大野正夫 小河久朗著
{東京大学I:t学部高"~Ik学農学部東北大学I:t学部}

海通の資源や養殖について初めて総指的

に取揚げた待望の書。ノリを

々のi海毎;謀藁養殖の現状と将米展望カか‘ら、 i車場

造成、利用法、海外での養殖、新しい海藻

の養殖法、新品積形成の場状まで、実に幅

広い観点から論じ尽した海縄入門の決定版。
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回顧描副 福代康夫・高野秀昭，.= 85判(上製函入)424頁
千原光雄・松岡数充山 定価13.390円(干360円)

赤潮の発生を防除するためには，赤潮の発生原因となる種をできるだけ正確に分類，同定する，

ことが必要である。本書は，主に日本近海および日本の海水域に出現する200種の赤潮生物を収

録したものであり，その貴重忽顕微鏡写真，録画，解説，文献等と共に，赤潮生物の分類 ・同

定に~\携の書である。本書のえとなった「赤潮生物シートJ (水産庁1979~1984) は6年聞にわだ

って集めだものを，今回改めて分類群別に編集し，近年の新知貝を加えて現状にあう書とした。

〔特色〕収録種は，藍藻8種，クリフト藻2種，渦鞭毛藻70種， 1主藻80種，ラフィド藻9種，

黄金色藻6種，ハプト藻4種，ユーヴレナ藻8種，ブラシノ藻5種，緑藻T橿原生動物2種の

言十200種。 *1種見開き2頁にまとめられており，まず写真 ・図ガあり，続いて写真説明，和

文記載， 英文記載，文献が記述されている。*写真は研究者秘蔵のもの，および本書のために

新しく製作しだ。女写真-図はA.B，C・0・ー・と記号ガイ寸けられ，和文説明ガ記されている。貴利

文記載は以下の特徴ガ記されている。@細胞の性状，外形と大きさ @細胞構造 @生殖法，

生活史 O生態と分布@類似種との比較，分類学的位置，学名の変遷 @その他〈呈内容見本〉

戸当r.、、~号、品〆守、""、、ν干、~号、、会〆守、ン宅、~ペトーバ~ν~〆ト、レ命、ν命、&〆守、ψ〆~守、u々、""丹、ν宅、.vトも〆小、'"子、"'"ψ~、~々、吋戸れもバ\'"和、レ々、、~守、、品r.、企庁、""\ν'N/守、占々、占々、、""、，

藻類の生態日開共編 A5判(上製函入)640頁
定価13.184円(干410円)

1 71<界生態系における藻類の役割ー育賀祐勝*2水界環境と藻類の生理一藤田善彦牢 3藻類の

生活圏一秋山優*4海洋植物ブランクトンの生産生態ー育賀祐勝牢 5湖沼における檀物プラン

7トンの生産と動態一坂本充 *6自然界における藻類の窒素代謝一和田英太郎本ア檀物プラン

クトンの異常増殖一飯塚昭二*8沼藻の分布と環覧要因一横浜康継牢 9河川底生藻類の生態一

小林弘 *10汽水践の藻類の生態一大野正夫牢竹土壊藻類の生態 秋山優*123醤氷中の藻類の生

態一星合孝男 *13藻類と水界動物の相互作用 成田哲也判4藻のパソジーン一山本鱈子川5藻

類の細胞外代謝生産物とその生態的役割 大和田紘一*16藻類の生活史と生態一中原紘之川7

藻類群集の構造と多様性 宝月限二

各章末に掲載の多獄の文献は読者にとって貴重な資料となろう。

τ、&々、台-.、中庁、占々、世'宇~守、~守、4〆守、、&庁、、ψ々、U々、ψ号、""官、~ノ'"ペ~--=、~ペヘー小、よVベ〉ゆ守、"字、ユ♂ヘレペヘュ，♂ヘーJ示ψ小、~守、レ小、よ，守、~--:-、~小、レ々、~、品，ペト、品，守、.:..~々、ψ守、ゆ

シートでみ各種の周定・分類

淡水藻類写真集
山岸高旺・秋山優編集

Photomicrographs of the Fresh-water Algae 

85平IJ・各100シート・ルーズリーフ式

第 1巻・第 2巻各4，120円
送料360円

第 3巻~第10巻各5，150円

一一一一一一一一一…一一一…一一一一………
日本淡水藻図鑑
贋瀬弘幸・山岸高旺編 日本ではじめて怠りられだ

本格的な図書言。淡水藻類の研究者や氷に関係する

方々にとっては貴重な文献である。定価37.080円

古吉差百 μ~ t亀井圭~
3果矢貝ヴー仇品 見
贋瀬弘幸著藻類の分類と形態を重点に置いて，

克明な図により丁寧に解説する。 定価10，300円

内田老鶴圃

植 物組 識学
猪野俊平著 桓物組識学の定義・内容・発達史から
研究万i去を幅広く詳述した唯一の書。

定価15，450円
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東京・文京区大塚3-34-3Tel 03-945-6781 FAX 03-945-6782 (価格は税込)



学会出服物

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

1. r藻類」パ.~クナンバ一価格，会員各号 1 ， 750円，非会員各号 3，000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. r藻類」索引 1ー 10巻，価格，会員 1，500円，非会員 2，000円， 11-20巻，会員 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 藻類25巻増補. 1977. A 5版， xxviii + 418頁.山田先生の遺影・経歴・業績一覧・

追悼文及び内外の藻類学者より寄稿された論文50編(英文26，和文24)を掲載，価格 7，000円。

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

I. A. Abbott・黒木宗尚共編. 1972. B 5版， xiv + 280頁 6図版.昭和46年8月に札幌で開催された北太平洋産

海藻に関する日米科学セミナーの記録で， 20編の研究報告(英文)を掲載。価格 4，000円。

5. 北海道周辺のコンブ類と最近の増養殖学的研究.1977.B5版， 65頁。昭和49年 9月に札幌で行なわれ

た日本藻類学会主催「コンブに関する講演会」の記録。 4論文と討論の要旨。価格 1，000円。

Publications of the Society 

Inquiries concerning copies of the following publications should be sent to the Japanese Society of Phycology， 
Shimotachiuri Ogawa Higashi， Kamikyoku， Kyoto， 602 Japan. 

1. Back numbers of the Japanese Journal of Phycology (Vols. 1-28， Bulletin of ]apanese Society of 
Phycology). Price， 2，000 Yen per issue for member， or 3，500 Yen per issue for nonmember; price ofVol. 30， No. 4 
(30th Anniversary Issue)， with cumulative index (Vols. 1-30)， 6，000 Yen for member， or 7，500 Yen for nonmember 
(incl. postage， surface mail)ー Lack:Vol. 1， Nos. 1-2; Vol. 4， Nos. 1， 3; Vol. 5， Nos. 1-2; Vol. 6-Vol. 9， Nos. 1-3. 

2. Index ofthe Bulletin of]apanese Society ofPhycology. Vol. 1 (1953)ーVol.10 (1962)， Price 2，000 Yen for 
member， or 2，500 Yen for nonmember; Vol. 11 (1963)ーVol.20 (1972)， Price 3，000 Yen for member， or 4，000 Yen for 
nonmember. Vol. 1 (1953)一Vol.30 (1982)， Price 4，000 Yen for member， or 5，000 Yen for nonmember (incl. postage， 
surface mail)目

3. A Memorial Issue Honouring the late Professor Yukio Yamada (Supplement to Volume 25， the Bulletin of 
]apanese Society of Phycology). 1977. 以 viii+ 418 pages. This issue includes 50 articles (26 in English， 24 in 
]apanese with English summary) on phycology， with photographs and list of publications of the late Professor Yukio 
YAMADA. 8，500 Yen (incl. postage， surface mail). 

4. Contribution to the Systematics of the Benthic Marine AIgae of the North Pacific. Edited by I. A. ABBOπ 
and M. KUROGI， 1972. xiv + 280 pages， 6 plates. Twenty papers followed by discussions are included， which were 
presented in the U.S・-]apanSeminar on the North Pacific Benthic Marine Algae， held in Sapporo， ]apan， August 
13-16， 1971. 5，000 Yen (incl. postage， surface mail). 

5. Recent Studies on the Cultivation of Lamina1匂 inHokkaido (in]apanese). 1977. 65 pages. Four papers 
followed by discussion are included， which were presented in a symposium on Laminariムsponsoredby the Society， held 
in Sapporo， September 1977. 1，200 Yen (incl. postage， surface mail) 
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本誌の出版費の一部は文部省科学研究費補助金「研究成果公開促進費」による。

Publication of The Japanese Journa1 of Phycology has been supported in part by a Grant-in-Aid for 

Publication of Scienti且cResearch Result from the Ministry of Education， Science and Culture， ]apan. 
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