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Ahnfeltiopsis (Gigartinales， Rhodophyta) in the western Pacifi.c1) 

Michio Masuda 

Dψ'ar，伽 entザBotany，Fl倒的IOJ Sci.問 ce，Hokkaido University， Sattoro 060， Jatan 

Masuda， M. 1993. Ahψltiotsis (Gigartinales， Rhodophyta) in the western Pacific. Jpn. J. Phycol. 41: 
1-6. 

Seven species of Gymnogongrus and two species of Ahψltia wi血 internalcystoc町 psprovided with 
specialized pores (carpostomes) from the western Pacific are transferred tω。Ah，ψ1扮戸feμ帥'el泌ltωtioψ戸μμsば必s丘巾isSilva et De叫Ce側w 

(仰G臼ig伊a釘r吋巾ti出ina回lale叫s，R貼h。吋d。叩ph切yta).Tetrasporophytes of these species when known are crustose and form inter-
calary catenate series of tetrasporangia. A synoptical key to all known species of Ahψ，ltiotsis企'om出e
western Pacific is given. 

Keylndex陥 rds: AhnfeltiaーAhnfeltiopsis-Gigartinales-Gymnogongrus-nomenclaturalcombina-
tion-Po砂l坤horaceae-Rhodothy抱一回estemPacific. 

The red algal family Phyllophoraceae 

(Gigartinales) is characterized by multiaxial 
thalli with a compact and pseudoparenchyma-

tous medulla， rod-shaped spermatia， a 

procarp consisting of a three-celled carpogoni-

al branch provided with a sterile branchlet 

and a large supporting cell serving as an aux-

iliary cell， inward or outward development 
of gonimoblasts， unbranched chains of 

tetrasporangia， and iota-or iota-kappa car-
rageenans in gametophytes， lambda-carragee-
nans in sporophytes (Guiry et al. 1984). As 

recentlyas 1989， the Phyllophoraceae was as-
signed nine genera: Ahnfeltia Fries， Besa Setch-
ell， Ceratocolax Rosenvinge， Gymnogongrus Mar-
tius， Ozophora J. Agardh， Petroglossum Hollen-
berg， P，勿IllophoraGreville， Schottera Guiry et 
Hollenberg， and Stenogramma Harvey. In 

that year， Ahψltia was transferred to a new 

family， Ahnfeltiaceae， in a new order， Ahnfel-
tiales， characterized by unique compound ex-
ternal c紅 posporophytes(Maggs and Pueschel 
1989). Even more recently， two genera have 
been added to the Phyllophoraceae， Eワthroder-
mis Batters (Guiry and Garbary 1990， Maggs 
1990) andAhψltiopsis Silva et DeCew (1992). 

1) This repo口wassupported in part by a Grant-in-Aid 
for Scientific Research (International Research Pro-
gram-Field Research， No. 04041015)合'om出eMinistry
of Education， Science皿 dCulture， Japan. 

Ahnfeltiopsis was proposed by Silva and De-
Cew (in Silva 1979)， but was not validly pub・
lished until very recently (Silva姐 dDeCew 

1992). Meanwhile， the name has been used 
by various authors (McCandless et al. 1982， 
Masuda 1982， 1983， Maggs et al. 1989， Ander-
son and Bolton 1990， Maggs 1990， Lewis et 
al. 1991). The genus is characterized by in-

ternal cystocarps provided with specialized 

po問 s( carpostomes) and a heteromorphic-
type of life history in which upright unisexual 

gametophytes alternate with a crustose 

tetrasporoph問・ Incontrast， Gymnogongrus 
has a tetrasporoblastic-type of life history in 

which gonimoblasts grow outwardly through 

the cortex of the thallus， giving rise to an ex-
ternal nemathecial structure over the surface 

of the bisexual gametophyte (Doubt 1935， 
Sd削 ter1968). Silva and DeCew (1992) 

transferred fourteen species previously as-

si伊 edto Ahψ仰 orGymnogong加 toAh，!併
tiopsis. Of these species， Ahψltiopsis concinna 
(J. Agardh) Silva et DeCew (=Ahψltia concin-
naJ. Ag町品)， A. densa (J. Agardh) Silva et 
DeCew (=G. densus J. Agardh)， A. okamurae 
Silva et DeCew (=Ahψltia furcellata 
Okamura)， and A. pygmaea (J. Agardh) Silva 
et DeCew (= G. pygmaeus J. Agar世1)are 
known from the western Pacific (Masuda， 
Zhang and Xia in preparation). The m実jori・
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ty of the western Pacific species， however， 
have not been transferred to the new genus. 
The following nine species are transferred to 
Aψltiopsis herein. Abbreviations for her-
bar恒 followHolmgren et al. (1990). 

AhnfeltぬItsおcatenata(Yendo) comb. nov. 

Basionym: Gymnogongrus catenatus Yendo 
1920: 4 [lectotype locality: Ijika， Mie P児島c-
ture， central Japan; lectotype specimen in TI 
(Masuda 1987， fig. 14)]. 
Japanese name: Hosobano・hira-saimi

Morphological features of gametophytes 
were described by Masuda (1987). Cys-
tocarps are central in the medulla. Carpo-
spore germlings of this species grew into 
crustose plants， but no reproduction was 
found about one year after germination. 

Ahnfeltiopsお chnoosporoides (Tanaka et 
Pham) comb. nov. 

Basionym: Gymnogongrus chnoosporoides 

Tanaka et Pham 1962: 26， figs. 3， 4 [type 10-
cality: Con， Nha Trang， central Vietnam; 
holotype specimen in SAP (052162)]. 

Spermatangial and cystocarpic specimens 
of Ahψltiopsis chnoosporoides collected at the 
type locality on 5 March 1992 were exam-
ined. Spermatangia are anticlinally elon-
gated. Cystocarps are internal， hemispheri-
cal， protruding， and provided with multiple 
ca中ostomes. Tetrasporophytes are crustose 
(Masuda， Huynh and Nguyen unpublished 
observations) . 

Ahnfeltiopsis divaricata (Holmes) comb. 
nov. 

Basionym:匂mnogongrωdivaricatusHolmes 

1896: 255， pl. 8: figs. 3a， 3b [type locality: 
Shimoda， Shizuoka Prefecture， central 
Japan; holotype specimen in BM (M回 uda
1987， fig. 10A)]. 
Japanese name: Oomata-okitsunori 
Morphological features of gametophytes 

were reported by Masuda (1987). Cys-
tocarps are central in the medulla and provid-
ed with multiple carpostomes. Tetrasporo・
phytes are crustose (Masuda unpublished). 

Ahψltiopsis jlabelliformis (Harvey) comb. 

nov. 
Basionym: Gymnogongrus flabelliformis Har-

vey 1857: 332 [type locality: Shimoda， Shizuo-
ka Prefecture， central Japan; lectotype speci-
men in TCD (Masuda 1987， fig. 1A)]. 

Synonym:匂Imnogongrusjaponicus Suringar 
1867: 259. 

Japanese name: Okitsunori 
Morphological features of gametophytes 

were described by several investigators 
(Okamura 1921， 1936， Tokida and Masaki 
1959， Mikami 1965， Masuda 1987). Cys-
tocarps are central in the medulla and provid-
ed with multiple carpostomes. Field-collect-

ed and cultured crustose tetrasporophytes 
were reported by Masuda et al. (1979) and 
Masuda (1981). 

Ahnfeltiopsis gracilis (Yamada) comb. nov. 
Basionym: Besa gracilis Yamada 1931: 73， 

fig. 3 [type locality: Enoshima， Kanagawa 
Prefecture， central J apan; holotype specimen 

in SAP (9798)]. 
Synonym:Ahψltiagracilis (Yamada) Yama-

da et Mikami in Mikami 1965: 198， pl. 4 (1)， 
text-figs. 11， 12. 
Japanese name: Besa 
This species has internal cystocarps which 

are central in the medulla (Mikami 1965). 
Because the holotype specimen shows only 

young stages of cystocarp development， carpo・
stomes are not evident. Tetrasporophytes 
are unknown. 

Ahnfeltiopsis paradoxa (Suringar) comb. 
nov. 

Basionym: Gymnogongrus paradoxus Suringar 

1874: 13， pls. 8， 9 [type locality: One of Izu 
Seven Islands， central Japan; holotype speci-
men in L (942. 69. 48) (Masuda 1987， fig. 
5)]. 

Synonym: 匂Imnogongrus furcellatus (C. 
Agardh) J. Agar世1 var. japonicus Holmes 

1896: 256， pl. 11: fig. 2. Ah~ルltia paradoxa 

(Suringar) Okamura 1933: 13. pls. 309， 310 
(11-16). 
Japanese name: Harigane 
This species has internal cystocarps which 
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-・園周・

Figs. 1-3. Ahllje!tiopsis quiηhonensis (Pham) Masuda. 1. Spermatang凶 specimencollected at Qui Nhon， 
V出 nam，in May 1992 and deposited in SAP (058000) (scale bar= 1 cm). 2. Longitudinal section ofupper portion 
of tl叫 lus，showi時 ananticlinally elongated， super品c凶 spermatang凶 layer(sca1e bar = 10μm). 3. Longitudinal 
section of lower port山 nof tha11us， showi時 internalstructure (scale bar=50μm) 

are central in the medulla and provided with 

multiple carpostomes (Masuda 1987). It has 

crustose tetrasporophytes (Masuda and 

Shimizu unpublished observations). 

Ah~μtiopsis quinhonesis (Pham) comb. 

nov. 

Basionym: Gymnogongrus quinhon仰 isPham 

1969・ 201，fi.g. 2. 133 [type local町 Qui

Nhon， central Vietnam; holotype specimen 

unknown] 

This species has unisexual upright gameto-

phytes as do other species of the genus. Only 

male gametophytes collected at the type locali-

ty in May 1992 (SAP 058000) were available 

for study (Figs目 1-3). Pham (1969) reported 

female gametophytes with cystocarps similar 

in nature to those of A. serenei. 

Ahψltiopsis serenei (Dawson) comb. nov 

Basionym: Gymnogongrus serenei Dawson 

1954: 5， pl. 3: fi.g. 6 [type locality: Hon Tr巴，

Nha Trang， central Vietnam; holotype speci-
men in US]. 

Re-examination of an isotype specimen 

(Fig. 4) in BISH (499793) revealed that it has 

protruding hemispherical internal cystocarps 

provided with multiple carpostomes (Figs. 5， 
6). Tetrasporophytes are unknown. 

Ahψltiψsis yαmadae (Segawa) comb. nov. 

Basionym: Chondrus yamadae Segawa 1941: 

262， pl. 57， text-fi.g. 9 [type locality: Shiraha-

ma， Shimoda， Shizuoka Prefecture， central 

J apan; holotype specimen in the herbarium， 

Faculty of Agriculture， Kyushu University， 

Fukuoka.]. 

Synonym: Ahψltiayamadae (Segawa) Mika-

mi 1965: 201， pl. 1， text-fi.g. 13 

J apanese name: Hane-saimi 

The holotype specimen was not indicated 

in the original publication， but it was designat-

ed as“typ巴" by Segawa in the above-men-

tioned herbarium. The specimen collected at 

Shirahama by Segawa on 31 July 1937 is 

shown in his Plate 57， although Mikami 

(1965・203)erron巴ouslycited Susaki as type 

locality. Elongate， large， internal cystocarps 

were found in a specimen collected at Shiraha-

ma on 6 October 1936 by S. Segawa and 
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Figs. 4-6. Ahnfeltiopsis serenei (Dawson) Masuda. 4. Isotype specimen collected at Nha Trang， Vietnam， on 
6 February 1953 and deposited in BISH (499793). 5， 6. Transverse sect旧 nof the upper portion of the 日otype
specimen: 5， showing a protruding hemispherica! cystocarp (sca!e bar=200μm); 6， showing a carpostome (scale 
bar=50μm) 

deposited in the above-mentioned herbari-

um. These cystocarps are central in the me-

dulla and provided with multiple carposto-

mes. Tetrasporophytes are unknown. 

Other species of Gymnogongrus and Ahnfel-

tzα 

Pham (1969) reported Gymnogoπ:grω 

grijfithsiae (Turner) Martius from Vietnam. 

However， the occurrence of this species in the 
western Pacific is uncertain， as his description 

lacks information on reproductive features. 

Two species of the genuine Ahψltia， A. plicata 

(Hudson) Fries and A. fastigiata (Postels et 

Ruprecht) Makie叫co，have been reported 

from the western Pacific (Maggs et aL. 1989). 

Key to the western Pacific species of 

Ahnfeltiopsis 

Thirteen species are present along the coast 

of the w巴sternPacific， including the South 

China Sea， the East China Sea， the Y巴llow

Sea， th巴 Sea of J apan， and the Sea of 

Okhotsk. 

1. U pright thalli terete to subterete through-

out; hyphalike filaments ab印 刷 in the 
m巴dulla.........・ ー.. ・e ・ ・・ 2 

1. U pright thalli compressed at least at the 

middle portion; hyphalik巴 filaments
present or absent in the medulla ......... 3 

2. Thalli small， less than 1 cm tall， cys-

tocarps central in the medulla 
...... A. graciLis 

2. Thalli large， 3-11 cm tall， cystocarps 

hemispherical， protruding 
. A. concinna 

3. U pper portions of thalli terete to sub-
ter巴te.... ・ー・・・....................... 4 

3. Upper portions of thalli compressed... 5 

4. Thalli small and narrow (to 3 cm tall 

and 700μm wide); proliferations com-

mon， secund， pinnate， or fasciculate; 

hyphalike filaments absent in the 
medulla ........................... A. densa 

4. Thalli large and broad (more than 

5 cm tall and 1.2 mm  wide); prolifera 

tions rare; hyphalike filaments abun-

dant in the medulla......... A. okamurae 

5. Cystocarps hemisph巴rical，protruding 
6 

5. Cystocarps central in the m巴dulla... 8 

6. Axes divided up to three times 
. A. serenez 

6. Axes divided more than four times 

7 

7. Axes 700-800μm thick ... A. quinhoπenszs 

7. Axes 300-600μm thick.. .A. chnoosporoides 

8. Axes conspicuously channeled in living 

and fixed material; hyphalike filaments 

abundant in th巴 medulla... A. yamadae 

8. Axes not channeled; hyphalike fila-
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ments absent in the medulla......... 9 
9. Axes less than 1 mm  wide . . . . . . . . . . . . . .. 10 

9. Axes more than 1 mm  wide ............ 11 

10. Thalli large， 6-14 cm tall; cortex of 

沼田 thick，with 10-18 layers 
. . A. catenata 

10. Thalli small， up to 4-cm tall; cortex of 

axes thin， with 5-9 layers" 'A. pygmaea 
11. Thalli large， 20-80 cm tall; axes sparsely 

branched at long intervals， with many， 
large， simple to flabellate prolifer-

ations.....................…....... "A. paradoxa 

11. Thalli less than 15 cm tall; axes profusely 

branched at short intervals， with or without 
small proliferations.......................... '12 

12. Thalli pale red;砿 es2.0-2.5 mm  wide 

except at forks............... A. divaricata 

12. Thalli dark red to purplish red;砿白

less than 2 mm  wide except at 

forks'……ー……………A.flabelliformis 
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増田道夫:酉太平洋産紅藻オキツノリ属(スギノリ目)

西太平洋沿岸に生育する紅藻スギノリ目オキツノリ属 (Gymnogong即)7種とサイミ (Ahψltia)属 2種をAhrifeι
tiotsis Si1va et DeCewへ移した。これらの種はオキツノり科(Phyllophoraceae)の特徴に加えて，以下の特徴を共

有する。褒果は髄層内に埋没し，皮膚には果胞子の放出孔が形成される。四分胞子体は配偶体の基部組織に似た

殻状体で，鎖状に連なった四分胞子嚢を生じる。これらの移行に伴って，和名の変更が必要になる。 Ahnfeltiotsむ

をオキツノロ属とし，Ahnfeltiaをイタユグサ属とする。後者の所属する目と科の和名をイタニグサ目(Ahnfel-

tiales)とイタニグサ科(Ahnfeltiaceae)と改める。なお，Gymnogongrusについては本邦に生育が認められるまで和

名を付すことを留保する。西太平洋沿岸から報告されている全13種の検索衰を示した。 (060札幌市北区北10条

西8丁目 北海道大学理学部植物学教室)
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An aJga widely distributed in Japanese waters and passing under the name Laurencia obtusa (Hudson) 
Lamouro山 inJapan is distinguished from the genuine L. obtusa (type locaJity: the British Isles) by the 
absence of prostrate stolon-like branches and by the presence of projecting superficial cells and one or two 
corts en cerise within each superficiaJ and trichoblast cell. It should be referred to L. saitoi Perestenko which 
was described from Peter the Great Bay， Russia (the Sea ofJapan). A basaJ discoid holdfast， from which 
many upright回目訂eproduced， and crowded branches due to出eproduction of numerous adventitious 
branchlets are distinctive features of fully mature plants of L. saitoi， aJthough the size of holdfasts，出e
number of upright阻 esand the number of adventitious branchlets v訂 γinrelation to the environmentaJ con-
dition and/or growth stage 

Key lndex Words・ Corps en ceriseーLaurencia-Laurencia saitoiーLaurencia obtusa-
Rhodomelaceae-Rhodophyta-taxonomy. 

At present 23 species of Laurenc臼za

(R即貼ho仙d由ome白 ceae， 貼 odophyta) are known in 

]apanese waters (Yoshida et al. 1990， Masuda 
et al. 1992). As pointed out in an earlier 

paper (Masuda {Jt al. 1992)， there are several 
species for which further investigations are 

necessary. Laurencia obtωa (Hudson) 

Lamouroux is one such species. 

The occurrence of Laurencia obtusa in 

] apanese waters was first reported by 

Okamura (1902) who later gave a more 

detailed description with some illustrations 

(Okamura 1922， p. 175， pl. 193). However， 
Yamada (1931) described this alga as a new 

species， Laurencia okamurae Yamada， on the ba-
sis of the presence of lenticular thickenings in 

the walls of the medullary cells. Although 

lnagaki (1933) reported L. obtusa from Hok-
kaido， Yamada (in Okamura 1936) ques-

tioned its occurrence in ]apanese waters. 

Saito (1967， p. 5， pls. 1-2， text-figs. 1-5) gave 
a full description of L. obtusa with many illus-
trations. However， this description of the 
] apanese entity differs from that of the 

genuine L. obtusa in British lsles， the type 10-

cality， in the presence of prostrate stolon-like 
attachment branches in the latter (Turner 

1808， Harvey 1848， Saito 1982). The pur-

pose of the present study is to elucidate taxo-

nomic features of Laurencia obtωa sensu Saito 

more clearly in order to establish its specific 

status. 

Materials and民{ethods

The following specimens were used for mor-

phological studies. 

Kanagawa Pref.: Enoshima， 19 ]uly 1990， 
leg. M. Masuda. ChibaPref.: Mera， Tateya-
ma， 10 April 1990， leg. M. Masuda， 20 ]uly 
1990， leg. M. Masuda， 2 April1992， leg. M. 

Masuda; Wada， 11 April1990， leg. M. Masu-

da; Emi， Kamogawa， 20 ]uly 1990， leg. M. 
Masuda. Ehime Pref.: Uojima， 8 May 1990， 
leg. M. Masuda. Nagasaki Pref.: Sai-

kaibashi， 19 April 1991， leg. S. Kawaguchi; 
Matsuura， 17 May 1992， leg. Y. Arai. 

Yamaguchi Pref.: Heki， 3 May 1992， leg. M. 

Masuda. Shimane Pref.: Orii， Hamada， 2 

May 1992， leg. M. Masuda. lshikawa Pref. : 
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Togi， 4 June 1992， leg. S. Arai; Monzen， 4 

June 1992， leg. S. Arai. Hokkaido: 

Okushiri， 23 June 1992， leg. T. Abe， 11 Au-
gust 1992， leg. T. Abe， 9 September 1992， 
leg. T. Abe; Kawashira， Kamoenai， 27 Au-
gust 1992， leg.恥1. Masuda and T. Abe. 

These field-collected plants were fixed and 

preserved in 10% formalin in sea-water. Liv-

ing plants of several collections (Wada， Mera， 
Heki， Orii， Okushiri and Kamoenai) were 
transported to laboratory and used for exami-

nations of corps en cerise. V oucher specimens 

are deposited in the Herbarium， Department 
of Botany， Faculty of Science， Hokkaido 
University， Sapporo (SAP 058013-058027， 
058050-058053) 

Sections were made by hand using a razor 

blade and pith stick， mounted in water on 

microscope slides. Several sections were 

stained with 0.5% (w/v) cotton blue in a lactic 

acid/phenol/glycerollwater (1 : 1 : 1 : 1) solu-

tlOn. 

Additionally， herbarium specimens deposit-

ed in SAP and the Herbarium of University 

Museum， University of Tokyo (TI) were re 
examm巴dand used in assessing the geographi-

cal distribution ofthe alga under study. Her-

barium specimens collected recently were also 

used and deposited in SAP. Collection data 

of all these specimens are as follows. Th巴

specimen numbers refer to SAP. 

Kochi Pref.: Ashizuri-misaki， 28 April 1956， 
leg. N. Tazawa (058028); Kami-kawaguchi， 
Ookata， 24 April 1956， leg. N. Tazawa 

(058029); Nada， Ookata， 26 April 1956， leg. 
N. Tazawa (058030); Saga， 27 April 1956， 

leg. N. Tazawa (058031). Shizuoka Pref.: 

Omaezaki， 7 April 1990， leg. M. Masuda 

(058032)， 5 August 1990， leg. M. Masuda 

(058033). Kanagawa Pref.: Shichirigahama， 
21 April1955， leg. Y. Tsuji (058034). Chiba 

Pref.目 Banda，Tateyama， 10 May 1990， leg. 

H. Ohba (058035); Mera， Tateyama， 15 
April 1956， leg. N. Tazawa (058036); 

Tomisaki， Tateyama， 10 May 1955， leg. Y. 
Tsuji (058037); Cl此 ura，12 May 1992， leg. 
Y. Tsuji (058038); Futomi， Kamogawa， 9 

May 1955， leg. Y. Tsuji (058039); Oohara， 
12 April 1956， leg. N. Tazawa (058040). 

Ibaraki Pref.: Ooarai， 5 August 1956， leg. Y. 

Tsuji (058041). Miyagi Pref.: Enoshi町民 31

July 1974， leg. T. Yoshida (031251). Ehime 

Pref・Higashi-sotoumi，7 March 1923， 29 
April 1923， leg. Ogata (herb. Okamura in 

SAP); Oshima， Imabari， 9 May 1990， leg. 
M. Masuda (058042); Yugejima， 11 May 

1990， leg. M. Masuda (058043). Kumamoto 

Pref.: Tomioka， Amakusa， 11 May 1940， leg. 
T. Tanaka (058044); Misumi， 4 May 1958， 

leg. M. Ichiki (058045). Niigata Pref. 

Figs. 1， 2. Laurencia saitoi Perestenko. Single basal discoid holdfasts from which many upright axes are pro-
duced: 1， specimen collected from a sheltered habitat at Heki， Yamaguchi Prefecture， on 3 May 1992; 2， specimen 
collected from a fully wave-exposed habitat at Orii， Hamada， Shimane Prefecture， on 2 May 1992. Scale 
bar=5 mm in Fig. 1 also applies to Fig. 2 
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Kashiwazaki， 15 May 1991， leg. A. Arai 

(058046); Moroo， Ryotsu， 9 June 1992， leg. 

S. Arai (058047). Aomori Pref.: Sai， 27 June 
1987， leg. T. Kitayama (052736); Oma， 22 

August 1917， leg. L. Ros巴nbaum (TI); 

Shiriya， 30 August 1917， leg. L. Rosenbaum 
(TI). Hokkaido: Hakodate， 19 August 1917， 

collector unknown (TI); Moheji， 16 August 

1962， leg. Y. Saito (035185)，27 August 1963， 

l巴g.Y. Saito (053499); Okushiri， July 1934， 
leg. K. Inagaki (048139); Cl:国su，Tomari， 26 
July 1985， leg. K. Kobayashi， (058048); 
Kawashira， Kamoenai， 10 August 1985， leg. 

K. Kobayashi， (058049); Kurosaki， Teuri， 29 
July 1984， leg. M. Marui (044108); Rebun-

to， 24 August 1934， leg. K. Inagaki (022802)ー

Observations 

Habitat 

In J apan Laurencia obtusa sensu Saito grows 

on rocks in the upper to mid勺ltertidalzones 

at sheltered to fully wave-exposed places. 

Plants are found at the higher tidal zone than 

the growing zone of the other sympatric sp巴-

cies of Laurencia， viz， L. okamurae Y amada， L 

intermedia Yamada and L. cartilaginea Yama-

da. This zone is exposed to desiccation at 

low tide. Laurencia obtusa sensu Saito also 

grows in shallow to deep tidal pools or in chan-

nels where it is not exposed to desiccation. 

Plants can be found from spring to summer 

(to autumn in northern areas) as far as can be 

determined from our collections. 

Gross m07帥ology

Upright thalli are purplish brown to dark 

purplish red in color and softly fleshy， and 
grow in tufts of about 20-250 thalli including 

microscopic thalli attached to the substratum 

by a discoid holdfast (Figs. 1， 2)， approximate-
ly 3-10 mm  in diameter. Thus， a single in 

dividual is composed of many upright thalli 

arising from a primary basal disc. Accessory 

attaching branches are absent. Number of 

Figs. 3-5. Herbarium specimens of Laurencia 
saitoi: 3， collected from a sheltered habitat at 
Monzen，I出 kawaPrefecture， on 4 J une 1992 (SAP 
058027); 4， collected from a fully wave-exposed 
habitat at Emi， Kamogawa， Chiba Prefecture， on 20 
July 1990 (SAP 05801 i); 5， collected from a fully 
wave-exposed habitat at Mera， Tateyama， Chiba 
Prefecture， on 2 April 1992 (SAP 058015). Scale 
bar=2 cm in Fig. 5 also applies to Figs. 3 and 4 
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upright thalli varies according to the localities 

examined. lndividuals growing in sheltered 

places where they are not exposed to desicca-

tion have smaller discs (< 5 mm  in diameter) 

from which less abundant thalli (< 30) are 

formed as in the case of Heki population (Fig. 

1). However， individuals growing in fully 
wave-exposed places where they are emersed 

at low tide produce larger discs of 6-1 0 mm  in 

diam巴terfrom which numerous upright thalli 

(100-250) are formed as in the case of Emi， 

Mera and Orii (Fig. 2) populations. lndivid-

ua:ls with intermediate morphologies between 

these extremes are also found at other locali-

tles 

F ertil e thall i are 2 -13 cm in 1 en gth . Each 

upright thallus has a percurrent main axis 

(Figs. 3-5) which is terete to subterete 

throughout. Main axes are 0.6-1.9 m m  in di-

ameter at the proximal portion， 1.0-2.5 mm  

in diameter at the lower third to fourth por-

tion， becoming gradually more slender up-

ward， and reach 0.5-0.8 mm  in diameter near 

the apices. Many ascending first-order 

branches develop from the main axis in various 

ways， from alternate to subverticillate， at ir-
regular int巴rvalsat angles of 30-700 for plants 

growing in sh巴lteredplaces and at 20-400 for 

those growing in wave-exposed places. 

These first-order branches with indeterminate 

growth are slightly to conspicuously more sl巴n-

der than the main axis and those of the middle 

to lower portions on the axis are 0.5-0.9 mm  

in diameter at the proximal portion and 1.0 

1.5 mm  in diameter at the thickest， proximal 

third portion. First-order branches bear 

progressively shorter and more slender 

branches (up to fourth-order)， at angles of 

20-900 for plants growing in shelt巴redplaces 

(Fig. 6) and at 10-400 for those growing in 

wave-exposed places (Fig. 7). The ultimate 

vegetative branchlets are various in length 

Figs. 6， 7. Laurencia saitoi. Upper portions of the自rst-orderbranches， showing the branching angles: 6， 
specimen collected from a sheltered habitat at Heki on 3 May 1992; 7， specimen collected from a fully wave-ex-
posed habitat at Orii on 2 May 1992. Scale bar=2 mm in Fig. 7 also applies to Fig. 6 
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Figs. 8-13. Laurencia saitoi. 8， 9. Surface views of branch apices， showing corts en cerise and chloroplasts: 8， 
specimen from Heki; 9， specimen from Mera. Arrows indicate cells with two coゆJen cerise within single superfi口al
cells. 10，11. Longitudinal sections ofthe uppermost portions ofbranches， showing slightly projecting super五口al
cells and coφs e1l cerise: 10， Heki specimen; 11， Mera specimen. 12， 13. Longitudinal sections of the upper portions 
ofbranches in Mera specimens. Arrows in Fig. 12 show two co~戸s e1l cerise within a cell. Scale bar=25μm in Fig 
9 also applies to Fig. 8; scale bar=50μm in Fig. 11 also applies to Figs. 10， 12 and 13 

and 0.2-0.4 mm  in diameter. Manyadven-

titious branches develop between these ordinary 

branches at more variable angles than those 

ordinary branches， and are short， 1-7 mm  

long and produc巴 reproductive structures 

when mature 

D巴velopmentof ordinary and adv巴ntitious

branches also varies with habitat. Plants 

growing in sheltered places form many， regu-
larly developed， long first-order branches and 

less frequent adventitious branches (Fig. 3)， 
whereas those growing in fully wave-exposed 

places produce a few long branches (Fig. 4)， 
or short branches (Fig. 5) and numerous ad-
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Figs. 14， 15. Laurencia sa山 Tr凶 ot由 sts，showi時 co中 encer山 (arrows):14， Orii specimen; 15， Mera 
specimen (double arrows showing two coゆsen cerise). Scale bar=50μm in Fig. 15 also applies to Fig. 14. 

ventitious branches 

Vegetative structures 

Superficial cells and trichoblast cells in-

clude usually single or sometimes double corps 

en cerise (Figs. 8-15). These corps en cerise are 

6-12μm in diameter in su perficial cells near 

apices of branches and 4-10μm in trichoblast 

cells. The superficial cells of lower main axes 

of younger thalli are regularly arranged in 

many longitudinal rows in surface view， elon-
gated longitudinally， 60-125μm long by 45-

75μm wide， while those of older thalli 

become more irregular in arrangement due to 

further development of cortical cells which are 

15-40μm long by 10-20μm wide and are in-

termixed with larger cells. The superficial 

cells gradually become shorter and narrower 

upward. They are nearly round to elongated 

laterally in the apical portions of main axes 

and branches of any order， 9-18μm long by 

20-30μm wide in surface view. Surface cells 

in transverse section are 60-90μm thick at the 

lower main axes， 24-40μm thick at the the ap-

ical portions of main axes and branches of any 

order. These superficial cells do not form a 

pa!isade layer. Secondary longitudinal pit-

connections are formed between adjacent su-

perficial cells目 Thesesuperficial cells pro-

trude slightly at the apices of younger 

Fig. 16. Laurencia saitoi. Transverse section 
of a branch， showing chloroplasts in inner cortical 
cells. Scale bar= 50μm. 
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Fig. 17. Geographical distribution of La町四ciasaitoi in J apan. 

branchlets (Figs. 10， 11). The superfi.cial cells 
contain small， discoid chloroplasts (Figs. 8， 9)， 
but the chloroplasts of inner cortical cells are 

reticulate (Fig. 16). No lenticular thicken-
ings are present in the walls of the medullary 
cells. 

Rψroductive structures 
Reproductive structures have been 

described in detail by Saito (1967) and have 

been confi.rmed during the present study. 
Some supplementary data are given here. 

Tetrasporangia are formed in acropetal suc-

cession on the fi.rst-to fourth-order ordinary 

branches and adventitious branches. In 

younger reproductive plants tetrasporangia 
are formed on the fi.rst-to second-order bran-
ches， but the tetrasporangium formation ex-
tends further third-to fourth-order branches 

with age. The tetrasporangial po口ionsare 
variable in length and in diameter according 

to the season and 0.2-4.5 mm  long and 0.3-

0.5 mm  wide. Mature tetrasporangia are 
120-160μm long and 11 0-130μm wide. 



14 Masuda， M. and Abe， T. 

Cystocarps are ovoid and formed on the 
first-to fourth-order ordinary branches and 
adventitious branches. Well-developed cys-
tocarps are 700-1050μm long and 600-
860μm wide. 

Spermatangia are formed in the apical 
depressions of the first- to fourth-order 

branches and adventitious branches. These 
spermatangial conceptacular branchlets are 
thick at their terminal portions and 400-1240 
μm wide. 

GeograPhical distribution 
Laurencia obtusa sensu Saito is widely dis-

tributed along the coasts of the Pacific and the 
Sea of J apan， and on the coast of Seto Inland 
Sea (Fig. 17). These coasts are influenced by 
the warm waters of the Kuroshio， the Tsushi-
ma and the Tsugaru Currents. 

Discussion 

Three basic types of attachment are known 

in species of Laurencia: 1) a single p血narydis-
coid holdfast only; 2) a single primary discoid 
holdfast and stolon-like prostrate branches 
from which secondary holdfasts are formed; 

and 3) a single primary discoid holdfast and 
secondary holdfasts formed on a prostrate 
axis and/or descending branches (Cribb 

1958). Many species have the second type of 
attachment and the species with the first or 
third type of attachment are relatively less fre-

quent (Cribb 1958， Dawson 1963， Saito and 
Womer批 y1974， McDermid 1988b). Lauren-

cia obtusa sensu Saito is characterized by a sin-
gle attachment， the primary discoid holdfast 
from which numerous upright thalli devel-
op. It can be distinguished from many of 
the other species of Laurencia with stolon-like 
prostrate branches including genuine L. obtu-
sa in the British Isles (Turner 1808， Harvey 
1848， Saito 1982). This feature was 
confirmed by examination of specimens from 
Ile Verte， Roscoff， France， on 30 June 1973 
by T. Yoshida (SAP 030919， 030920). 

The occurrence of secondary longitudinal 
pit-connections between adjacent superficial 
cells and the parallel arrangement of 

tetrasporangia， which have been used as diag-
nostic features of subgenus Laurencia by Saito 
(1967)， are not completely correlated (Cribb， 
1983， McDermid 1989， Wynne and Ballan-
tine 1991， Masuda unpublished observa-
tions)， and it is questionable whether or not 
these characters are significant at the sub-
generic level. However， Saito's discovery of 
these two characters has much contributed to 
the distinction of species of this troublesome 
genus and they can be used separately for the 
discrimination of species. Laurencia obtusa 
sensu Saito has both features by which the 
alga is distinguished from many species with a 
single discoid holdfast and without secondary 
longitudinal pit-connections and the parallel-
type tetrasporangial' arrangement (Saito 

1967. p. 73). 
Fully mature plants of Laurencia obtusa sensu 

Saito are characterized by the bushy habit 
with crowded branches according to the 
production of numerous adventitious branch-
lets. Plants growing in fully wave-exposed 
places where they are also exposed to desicca-
tion at low tide produce numerous， short， de-
terminate adventitious branchlets which com-

pletely obscure the main axis (Figs. 4， 5). 
Some such plants (Fig. 5) are similar in gross 

morphology to L. snyd初出 Dawson which is 
known from southern California to Baja 
California (Dawson 1944， 1963). Laurencia 
snyderiae， however， has prostrate stolons 
(Dawson 1944， 1963). 

Single individuals of Laurencia obtusa sensu 
Saito produce numerous upright thalli (ap-

proximately up to 250). Such large numbers 
of upright thalli from a single discoid holdfast 
are not known in組 yother species of Lauren-
cia. For the present study we counted all up-

rights from single discs using a dissecting 
microscope. Laurencia crustiformans McDer-
mid may have a large number of uprights 
developing from an expanded basal discoid 
holdfast (McDermid 1989); however， the 
arrangement of tetrasporangia of this 
Hawaiian alga is of the right-angle type 
(McDermid 1989). 

The presence or absence of projecting cells 
at branch apices is considered to be a useful 
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specific feature of Laurencia (Yamada 1931， 
Saito 1969， Cribb 1983， McDermid 1988b， 
Zhang and Xia 1988). According to these 
authors， several species such as L. mariannen-
sis Yamada， L. pinnata Yamada， L. galtsoffi 
Howe， L. majuscula (Harvey) Lucas， L. 
carolinensis Saito， and L. dotyi Saito have con-
spicuously projecting superficial celIs by 

which they can be distinguished from related 

species. Superficial cells near the apices of 

younger branches in Laurencia obtωa sensu 
Saito are slightly projected above the thallus 

surface， which is not the case in the genuine 
L. obtωa (Saito 1982). This feature was also 

confirmed by our observations of the speci-

mens from Roscoff， France mentioned above. 
Coψ's en cerise are primarily reported in 

members of the subgenus Laurencia (Feld-
mann and Feldmann 1950， 1958， Bodard 
1968， Yoshida and Yoshida 1974， Notoya et 
al. 1976， Young et al. 1980， Saito 1982， 
McDermid 1988a， 1988b， Gil・Rodriguezand 

Haroun 1992). Many species including 

genuine L. obtusa have only one such body per 

cell. Laurencia obtusa sensu Saito has one or 
two coゆsen cerise， and L. microcladi・aKutzing 

(Feldmann and Feldmann 1958， as L. densa) 
and L. m勿iuscula(Gil・Rodriguezand Haroun 

1992， Masuda and Kamura unpublished ob-
servations) have two or three. Although Gil-

Rodriguez and Haroun (1992) reported that 

L. obtusa from the Canaries possesses 1-3 corps 
en cerz九 theirspecies seems to be heterogene-

ous because of its two different basal systems: 
stoloniferous branches and a discoid hold-

fast. Laurencia obtωa from Europe always has 

a single coφs en cerise (Feldmann and Feld-
mann 1950， 1958， Bodard 1968， Saito 
1982). Living specimens of L. obtωa sensu 
Saito collected along the coast of the Pacific， 
at Wada and Tateyama， Chiba Prefecture， 
and alOl1g the coast of the Sea of ] apan， at 
Heki， Yamaguchi Prefecture， at Hamada， 
Shimane Prefecture， and at Okushiri and 
Kamoenai， Hokkaido， always have one or 
twocoψ's en cerise. The presence or absence of 
coψs en cerise， or their number per superficial 
cell is useful to distinguish several species simi-

l訂 ingross morphology quickly， although the 

taxonomic usefulness is limited to living 

material (McDermid， 1988a). These cell or-

ganelles are said to be the site of synthesis 

and/or storage of the halogenated secondary 

metabolites of Laurencia (Young et al. 1980). 
Laurencia obtusa sensu Saito produces specific 
sesqui-， di-and triterpenoids (Suzuki et al. 
1987， 1989， Takeda et al. 1990a， 1990b， 
1990c)， which have not been repoロedfrom 

European L. obtusa (Erickson 1983). 
A basal discoid holdfast， from which many 

upright axes are produced， and crowded 
branches due to the production of numerous 
adventitious branchlets are distinctive features 

ofL. obtωa sensu Saito. Additionally， this spe-
cies can be distinguished from European L. ob-
tusa by the absence of prostrate stolon-like 

branches， the presence of projecting superfi-
cial cells and one or two coψ's en cerise within 
each superficial and trichoblast cell. The 
combinations ofthese features and other criti-

cal features of Laurencia such as terete thalli， 
the occurrence of secondary longitudinal pit-

connections between a司jacent superficial 

cells， the parallel-type tetrasporangial arrange・
ment， and the absence of lenticular thicken-
ings distinguish L. obtusa sensu Saito from the 
vast majority of the known species of the ge-
nus. Only a few species require further dis-

cusslon. 
A Pacific tropical to subtropical species， 

Laurencia tropica Yamada， which has an ex-
panded discoid holdfast， differs from L. obtωa 

sensu Saito in that it has very solidly car-

tilaginous thalli and ωゆsen cerise are absent 
(Masuda and Kamura unpublished observa-

tions on specimens collected at Okinawa Is-

lands). 
Laurencia saitoi Perestenko (1980， p. 192， 

fig. 251) described from tetrasporangial speci-

mens collected in Peter the Great Bay， Russia 
seems to be more similar to L. obtωa sensu 
Saito， although her description lacks details of 
some characters now considered to be neces-

saηfor comparison of species of this genus. 

Laurencia saitoi， which has a single discoid 
holdfast， possesses secondary pit-connections， 
but the tetrasporangial arrangement was not 
described. Perestenko (1980) considers L. 
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saitoi to be most allied to L. obtωa sensu Saito 
(1967) and distinguishes L. saitoi from L. obtu-
sa sensu Saito by: the smaller dimension of thal・
li (2-6 cm tall); fewer orders of branches (up 

to third); and branches issuing at right angles 
to the parent axis. The last feature is clearly 
shown in an illustration (Perestenko 1980， fig. 
251). Plants of Laurencia obtusa sensu Saito 
growing in calm places have such branches 
(Fig. 6)， whereas plants growing in wave-ex-
posed places have branches with acute angles 
to the parent砿 is. Perestenko (1980) did not 
mention the number ofupright axes from sin-
gle discoid holdfasts， the presence of adventiti・
ous branches， projecting superficial cells， and 
the presence or absence of coゆsen cerise. As 
her material was collected in early August， 
her observations may have been based on 
younger reproductive plants with smaller thal-
li and fewer orders of branches and without 
adventitious branches. 

Seasonal variation in the morphology of 
Laurencia obtusa sensu Saito growing along the 
west coast of Hokkaido can be summarized as 
follows. Plants have less abundant adventiti-

ous branches during June and July and later 
produce more adventitious branches. As 
reproductive stages advance， branches of a 
further fourth order become apparent. It is 
likely that L. saitoi shows the similar seasonal 
variation in Peter the Great Bay. On the ba-

sis of this consideration and relative ge-
ographical proximity of these two algae in the 

Sea of Japan， it is reasonably concluded that 
they are conspecific. 

Of the species of Laurencia found in 
J apanese waters， L. saitoi is most adapted to 
higher tidal zone and is thus exposed to more 
desiccation. This species must therefore 
have a higher tolerance to desiccation than 
the other species. Crowded branches and 
crowded upright位 esmay have adaptive ad-
vantage to the higher tidal zones， because 
these features are probably effective in the 
retention of water during low tide. 

Development of the first-order branches in 
Laurencia saitoi may also be affected by environ-
mental conditions. Plants growing in 
sheltered places such as tidal pools or bays 

form many， regularly developed， long 
branches， whereas those growing in fully wave-
exposed places form short branches， or a few 
long branches. Dawson (1963， p. 458) repo此-

ed the wide range of gross morphological vari-
ation under different habitats from quiet-

water bays to surfy shores for L. pacがcaKylin 
distributed along the Pacific coast ofthe Unit-
ed States and Mexico. This species assumes 
a more diffuse habit in quiet-water habitats， 
but it has percurrent砿 eson wave-exposed 
shores. Furthermore， Masuda et al. (1992) 
described a similar situation in L. niPponica 
Yamada. 

The occurrence of Laurencia obtωa sensu 

stricto in the western Pacific (Collins 1919， 
Howe 1924， Inagaki， 1933， Cribb 1958， Saito 
1969， Tseng 1983， Zhang and Xia 1988) is 
questionable. Inagaki's (1933) voucher speci-

mens deposited in SAP (014156， 048137， 
048138) are not L. obtusa， but represent three 
different species， viz， L. venusta Yamada 

(014156)， L. intricata Lamouroux (048137) 
and L. nipponica Yamada (048138). Cribb 
(1958) reported L. obtω'a from southeastern 
Queensland， Australia; however， he states 
that “one to several erect axes [arising] from a 
discoid holdfast without accessory 

stoloniferous attaching branchesぺindicating
a misidentification. Further studies ofthe sta-
tus of Laurencia obtusa in the western Pacific 

are clearly needed. 
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増田道夫・阿部剛史:紅藻マギレソゾについて

日本沿岸に広く分布し.Laurencia obtusa (Hudson) Lamourouxとされてきた紅藻マギレソゾ(フジマツモ科)は，

伺旬枝を欠くこと，若い枝の先端部表面細胞が突出すること及びサクランボ小体の数が 1または 2個であること

で，イギリス諸島を基準標本産地とする真の該種とは異なる。マギレソゾは日本海のピョートル大帝湾から記載

された L.saitoi Perestenkoと同一種である。本種の成熟個体は単一の盤状付着器から多数の直立体を生じ，その

直立体には側枝と不定枝が密生する。鍍状付着器の発達，それに伴う直立体数及び不定枝数には，生育地の環境

と生育季節による変異が認められる。 (060札幌市北区北10条西 8丁目 北海道大学理学部植物学教室)
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Oxygen enhancement of photosynthetic 14C02 :6.玄ationin a 

freshwater diatom Nitzschia ruttneri 

Kensaku Suzuki1 and Tomoyoshi Ikawa 

lnstitute 01 Biological Sciences， University oj Tsukuba， Tsukuba， lbaraki， 305 Japan 

Suzuki， K. and Ikawa， T. 1993. Oxygen enhancement of photosynthetic I4C02 fixation in a freshwater 
diatom Nitzschia ruttneri. Jpn. J. Phycol. 41: 19-28. 

Oxygen enhanced the rate of photosynthetic 14C02 fixation in a freshwater diatom Nitzschia ruttnm 
Hust. The rate under 21% O2 (79% N2) was 20 to 35% higher than that under 0% O2 (100% N2)， and 
even under 100% O2， the rate was a1most the same or rather higher than that under 0% O2， The response 
to oxygen similar to that in total photosynthesis rate was observed only in 14C-incorporation into s-l，3・
glucans during photosynthesis. The photosynthetic response to oxygen concentrations was not alfected by 
批 CO2concentration during photosynthesis in the presence and absence ofO.l mM acetazolamide (AZA) ， 
a carbonic anhydrase inhibitor， a1though AZA decreased the photosynthetic affinity for CO2， increasing 
k同 forCO2 from about 2 to 9μM under21% O2・Veryl均hcarbonic anhydrase activity， which was most-
ly extracytoplasmic， was observed only when the cells were adapted to air. I4C-incorporation into glycolate 
during photosynthetic 14C02 fixation was negligible under 21% O2 and quite low even under 100% O2 in 
spite of也eC3・planttype 14C-labelling pattern of photosyn出eticproducts. The oxygen enhancement of 
CO2 fixation in this diatom does not seem to be related to“CO2 concentrating mechanism. but to photosyn-
thetic electron f10w such as the Mehler reaction. 

Key lndex Words: carbonic anhydrase-C02 concentrati匂 mechanism-Nitzschia-o.り~en ejfect-

photorespiration-photosynthesis 

Photosynthetic CO2 fixation in terrestrial 

C3 plants is inhibited competitively by oxygen 

when CO2 concentration is rate-limiting; by 

30 to 50% even under atmospheric conditions 

(21% O2， 0.035% CO2). Such oxygen inhibi-

tion is caused mainly by photorespiration 

derived from the oxygenase activity of RuBP 

carboxylase/oxygenase (Rubisco). 

In algae， different types of oxygen effects on 
photosynthesis have been reported. Unicellu-

lar algae such as Chlamydomonas reinhardtii 

show almost no oxygen inhibition ofphotosyn-

thesis when grown under limiting幽 CO2condi-

tions (Lloyd et al. 1977， Spalding et al. 1983a， 
b， Suzuki and Spaldi時 1989a，b). In air-

grown cells of Chlorella pyrenoidosa， oxygen inhi-

1 Present address and address for correspondence; 
Plant Eco・PhysiologyLaboratory， Tohoku National 
Agricultural Experiment Station， Shimo-Kuriyagawa， 
Morioka， Iwate， 020-01 Japan. 
2 Abbreviations: AZA， acetazolamide; RuBP， 

ribulose-l，5司bisphosphate.

bition was observed but was not sensitive to 

CO2 (Shelp and Canvin 1980， 1981). The 

lackofC02・sensitiveO2 inhibition in these al-

gae has been eXplained by the operation of a 

CO2 concentrating mechanism in air-adapted 

cells (Badger et al. 1980) which eliminates pho-

torespiration by raising the C02/02 ratio at 

the site ofRubisco and traps any released pho-

torespiratory CO2 very e伍ciently(Suzuki and 

Spalding 1989b). 

It has been reported in the cyanobacterium 

Anacystis nidulans that oxygen enhanced the 

rate of photosynthetic 14C02 fixation 

(Miyachi and Okabe 1976). The enhance-

ment was observed only under CO2・limiting

conditions and was highest under 10% O2・

They proposed that oxygen is necessary for 

providing the CO2 supply to the site of Rubis-

co in this alga， but no evidence has been 
presented for an oxygen requirement for the 

CO2・concentratingmechanism in any algal 

specles. 
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Oxygen enhancement of photosynthetic 
14C02 fixation has been also observed in a 

cryptomonad， Chroomonωsp. (Suzuki and Ika-
wa 1984a， b， 1985). The oxygen enhance-
ment， however， was not affected by CO2 con-
centration in this alga but was related to the 
oxygen requirement of the photosystems un-
der light-saturating conditions to overcome 

over-reduction. The excessive electrons 
produced in Chroomonas cells during photosyn-
thesis under light-saturating conditions seems 

to be removed from photosystem 1 by the 
Mehler reaction to keep adequate levels of 
A TP and NADPH for CO2 fixation (Suzuki 
and Ikawa 1984a， b， 1985). The oxygen en-
hancement was saturated under 2% O2， and 
under higher oxygen concentrations photos戸1・

thesis in Chroomonas sp. showed a CO2・msensl-
tive inhibition (Suzuki and Ikawa 1984a， 
1985) similar to that reported in C. pyrenoido・
sa. 

In this paper， we repo口anoxygen enhance-
ment of photosynthetic 14C02 fixation in a 

freshwater diatom Nitzschia ruttneri， which ap-
pears to have a different cause from that in 
Anacystis nidulans or Chroomonas sp. 

Material and Methods 

The freshwater diatom Nitzschia ruttnm 
Hust. (NT-1A) is a gift from Dr. Isao Inouye， 
Institute of Biological Sciences， University of 
Tsukuba， Tsukuba， Ibaraki， J apan. The 
cells were grown axenically in 1-liter 
Saka伊 chiflasks containing 500 ml of a liquid 
medium modified from the FWT medium 
(Darley and Volcani 1971)， which has the 
following composition: Ca(N03)2・4H20，
0.15 g; K2HP04， 0.05 g; MgS04， 0.025 g; 
Na2Si04.9H20， 0.5 g; Darley and Volcani's 
trace elements， 1 ml; Bacto・tryptone，0.5 g; 
glycylglycine， 0.5 g; in 1 liter of distilled 
water， pH 7.6. The cells were illuminated 
with cool-white fluorescent tubes at an intensi-
ty of about 12-15 W.m-2 at the culture flask 
level， using 12・hlight 12・hdark cycle， and 
bubbled continuously with filtered air without 
supplementary CO2， at 180C. 

Cells in the late log phase of growth (6-7 

days old) were harvested by centrifugation at 
200 x g for 5 min and resuspended in 20 m M  

HEPES-KOH buffer， pH 7.6 (containing the 
inorganic components of the growth medi-

um). 
Photosynthetic 14C02 fixation experiment 

and the analysis of products were performed 
as described previously (Suzuki and Ikawa 

1984a， 1985). One ml of cell suspension 
(about 10μg Chl) was placed in spitz句 petest 
tube (16 x 150 mm) at 20oC. CO2・freegas 

mixtures with known ratios of 02/N2 were 
bubbled at 120 ml. min -1 through the algal 

suspension during the experiments. After 
10 min-illumination with a halogen lamp at 
200 W . m -1， photosynthetic CO2 fixation was 
started by injecting NaH14C03 and stopped 
5 min later by adding boiling ethanol to a con-

centration of 80% (v/v). For time-course ex-
periments， 6 ml of algal suspension was 
placed in a test tube. After injecting 
NaHC03， 1-ml aliquots of algal suspension 
were removed at intervals and put into a test 
tube containing 4 ml of boiling ethanol. 
Analysis of 14C02-fixation products was per-
formed using two-dimensional paper chro-

matography and the subsequent radioau-
tography (Suzuki and Ikawa 1984a， 1985). 

Carbonic anhydrase assays were performed 
by monitoring the pH change at 20C in 
25 mM  barbital-buffered solution (Spalding 
and Ogren 1982). Enzyme units were calcu-

lated from the equation: U=tb/t.-1， where tb 
and t. represent the time (sec) measured for 
the pH chang汚(8.0to 7.5) with buffer alone 

(tb) and with sample (t.) (Suzuki and Sp剥 ing
1989b). 
Chlorophyll was determined after extrac-

tion into 80% (v/v) ethanol (Suzuki and Ika-
wa 1984a). 

Results 

。砂'，geneffect on the rate ofμotosynthesis 
Figure 1 shows the relative rate ofphotosyn-

thetic 14C02 fixation in a diatom Nitzschia rut-
tnm under different concentrations of oxy-
gen. The photosynthesis rate was highest 
under 21% O2 and was higher by 20 to 35% 
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Fig. 1. Effect of oxygen on photosynthetic I4C02 fixation at 0.7 mM NaHC03・ Therate under 21% O2， 

81.5::t20.8μmol CO2 mg Chl-I h-I， w田 expressedas 100% and the relative rate under 。也erO2 concentrations 
were the means土SD(ve目icalb釘 s)of 19 independent experiments. 

也組 thatunder 0% O2・ The rate under 
100% O2 was 10 to 30% lower也anthat un-
der 21% O2， and was almost the same or 
slightly higher than that under 0% O2 in most 
of the experiments. This phenomenon， the 
oxygen enhancement of photosynthesis， ap-
pe町 ssimilar to that reported泊 Anacystisnidu-
lans， where the photosynthetic maximum was 
at around 10% O2 (Miyachi and Okabe 
1976). The oxygen enhancement in A. nidu-
lans was observed only under CO2・limiting
conditions. In N. ruttneri， however， the oxy-
gen enhancement was observed at all NaHC03 

concentrations tested and the response ofpho・
tosynthesis to oxygen was not affected by 
NaHC03 concentration at least within the 

range from 0.08 to 1.7 mM  (pH 7.6) (Fig. 
2). This CO2 insensitivity in the oxygen 
effect is very similar to that in Chroomonω. sp.， 
although photosynthesis was highest under 

2% O2 in Chroomonas (Suzuki and Ikawa 
1984a). The K同 ofphotosynthetic 14C02 
fixation for NaHC03 was lower than 50μM 

(about 2μM CO2 at pH 7.6) under 0% O2， 
21% O2 and 100% O2 in N. ruttneri (Fig. 2)， 
which is very close to that of Chroomonas sp. 
(Suzuki 'and Ikawa 1984a) or that of Chlamydo・
monas reinhardtii (Suzuki and Spalding 1989b). 

UC-labelling pattern during photosynthetic uC02 

.fixation 
Fi思ue3 shows the percentage 14C-incorpo-

ration into individual products in也e80% 
ethanol soluble fraction during photosynthe-
tic 14C02 fixation under 21 % O2 at 0.66 m M  

NaHC03 (33μM CO2 at pH 7.6). About 
85% was inco中oratedinto 3・phosphoglycer-
ate， and more than 90% was in phospl凶 ees-
ters， after 12 sec of 14C02 fixation. The per-
centage incorporation into 3-phosphoglycer-
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Ejfect 01 0砂>genon UC distribution among the 

products 
Table 1 shows the effect of oxygen on 14C-

distribution among individual products dur-
ing photosynthetic 14C02 fixation. Percent 

14C-incorporation into glycolate， glycine and 
serine， which are photorespiratory products 
in green plants， was very low， and that in gly-
cine and serine did not increase with increas-

ing oxygen， although that in glycolate was in-
creased slightly. Percentage in glycine and 

serine， on the other hand， decreased with in-
creasing oxygen. The major part of 14C in 

glycine and serine seems not to come from 

photorespiration. Instead， percentages of 
14C in glutamate and aspartate were increased 
with increasing oxygen. 

Percentage of 14C in 3-phosphoglycerate 

decreased with increasing oxygen， while the 
other phosphate esters showed no significant 

change. Relative 14C-incorporation into the 

80% ethanol-insoluble fraction， mostly s-1 ，3・
glucans (so・calledcrysolaminalin)， was max-
imal under 21% O2 where the photosynthetic 
rate was highest. However， percentage in 

ate decreased with increasing time. No such 
negative curve was observed for 14C-incorpo・

ration into other products， and no more than 
6% of 14C in the soluble fraction was found in 

C4 acids， aspartate and malate， after 12 sec. 
These results suggest that 3・phosphoglycerate

is the initial stable product of photosynthetic 
CO2 fixation and that the photosynthetic path-

way in this diatom is very similar to that of C3 

plants. However，“C-incorporation into the 

products involved in photorespiration， such 
as glycolate， glycine and serine， was very low 
during 10-min photosynthesis under 21% O2・

Total 14C incorporated into acid-stable 

products increased almost linearly for 10 min 

after NaH14C03 addition， but a large portion 
(about 74%) ofthe 14C fixed was found in the 

80% ethanol-insoluble fraction after 10 min; 

whereas only about 30% was found after 

1 min (data not shown). Preliminary studies 

using s・1，3-g1ucanaseshowed that most of 
14C in the insoluble fraction seems to be incor-

porated into s-l，3-g1ucans， at least during 
5 min of 14C02 fixation (data not shown). 
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enhancement is related to energy supply. 
However， an accumulation of 14C-triose phos-
phate under anaerobic condition (Suzuki and 

Ikawa 1985) was not observed. 

the soluble glucans was highest under 0% O2 

and decreased with increasing oxygen. 
The relatively high 14C・incorporationinto 

3-phosphoglycerate and soluble glucans un-

der 0% O2 suggests that the cause of oxygen 
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Table 1. Effect of oxygen on distribution of 14C among the products after 5・minof photos'戸lthetic14C02 fixa-
tion in Nitzschia ruttneri at 0.7 m M  NaHC03， pH 7.6組 d20oC. Chl content in the cell suspension was 12μg ・ ml- 1 •

02 concentration in bubbling gas 

product 0% 21% 100% 

amounta % amounta % amounta % 

(origin) 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 

phosphate esters 79.0 20.7 99.9 15.6 77.4 13.5 

3-PGAb 65.3 17.1 81.3 12.7 56.7 9.9 

。也ers 13.8 3.6 18.6 2.9 20.6 3.6 

aspartate 12.3 3.2 24.3 3.8 37.2 6.5 

glutamate 6.9 1.8 16.6 2.6 49.3 8.6 

Gly+Ser" 4.0 1.0 5.1 0.8 4.8 0.8 

citrate 0.4 0.1 0.3 0.0 1.1 0.2 

maIate 1.5 0.4 4.5 0.7 4.6 0.8 

glycolate 0.0 0.0 1.3 0.2 8.0 1.4 

glutamine 0.0 0.0 0.6 0.1 2.3 0.4 

aIanine 2.9 0.8 3.8 0.6 5.7 1.0 

lipids 42.8 11.2 54.4 8.5 74.5 13.0 

s.glucansd 34.8 9.1 48.0 7.5 26.4 4.6 

insolublee 175.6 46.0 369.4 57.7 272.2 47.5 

others 21.4 5.6 11.8 1.8 9.7 1.7 

totaI 381.7 (100) 640.2f (100) 573.3 (100) 

adpm・ngChl-1;b 3・phosphoglycerate;C glycine and serine; d s・1，3-glucansin 80% ethanol-soluble企action;e 80% 
ethanol-insoluble fraction; r 62.9μmol・mgChl-1.h-1.

Carbonおanh)崎-ase
When the cells were grown under air， very 

high carbonic anhydrase activity was ob-

served in the intact cell suspension and the 

sonicate (Table 2). The activity from the in-

tact cells was at least 83 % of that from the 
sonicate， suggesting carbonic anhydrase in N 

ruttnm is mostly extracytoplasmic as reported 

in Chlamydomonas reinhardi旨ii(Kimpel et al. 

1983). The activity was inhibited 90% by 

0.1 mM  AZA (Table 2) and the Ki value was 
about 5 nM  (data not shown). About 75% of 
the activity was lost by adaptation to 3 % CO2 

for 24 h and mostly lost after 6・daygrowth 

Table 2. Carbonic anhydrase activity in出edifferent enz戸田prep訂 ationsfrom Nitzschia ruttneri. Number 
in parenthesis is出estandard error (n=3). 

Cell type 

Air-grown cellsb 

Preparation y
.
η
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1司
・

-w
則
一
オ

M
T
J

一↓-

e
q
u

一

加

-m
一

d
M

一

h
，C

一

個
喝
一

回
山
一

n
z
-

0

・1
-
A
U

巾
四
一
一
飢
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(
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刷
訓intact cells 

medium 

somcate 465.1 (::t7.8) 

33.4 (::t2.4) 

60.0 (::t4.0) 

3.0 (::t 1.1) 

sonicate+0.1 mM  AZA 

24・h3% CO2-adapted cellsc sonicate 

3% CO2-grown cellsd sonicate 

a tt!t， -1， where tb阻 dらrepresent也etime (sec) measured for the pH change (8.3-7めwi出 25mMb釘 bitaIbuffer 
aIone (tb)組 dwi也 sample(ら)at 20C. 
b gro哨 nwi也 aerationby air (ca. 0.04% CO心.
C aerated with air supplemen旬dwith 3% CO2 for 24 h priorωuse after gr百明nunder air. 
d gro岬 nfor 6 days with aeration by air supplemented with 3% CO2 after grown under air. 
e not detected. 
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Discussion 

。ゆIgenenhancement of photosynthesis 
It was proposed出atthe oxygen enhance-

ment of photosynthesis in the cyanobacterium 
Anacystis nidulans was related to組 oxygenre-
quirement for a CO2 concentrating mechan-
ism， based on the fact that the oxygen e出血・

cement was observed only under CO2・limit-
ing conditions without significant effect on 
14C-distribution among the products 

(Miyachi and Okabe 1976). 80 far in algae， 
however， there is no evidence for an oxygen 
requirement for CO2 concentrating mechan-
lsms. 
We also observed an oxygen enhancement 

of photosynthetic 14C02 fixation in a 

freshwater diatom Nitzschia ruttneri， with the 
enhancement being greatest under 21% O2 

(Fig. 1). This diatom has characteristics 
which strongly suggest the operation of a 
CO2-concentrating mechanism when adapted 
to air， such as a very high a伍nityofphotosyn-
thesis for CO2 in air-grown cells (Fig. 2)， 
sensitivity to AZA (Fig. 4)， and a high ex-

under 3% CO2 (Table 2). 

伊 'ct01 AZA onμo切 nt.似た 14C02.fixation
The rate of photos戸lthetic14C02 fixation 

in N. ruttneri was inhibited only slightly by the 
addition of 0.1 mM  AZA at 1.8 mM  

NaHC03 (Fig. 4). The inhibition by AZA， 
however， increased with decreasing NaHC03 

concentration， causing a high K1I2 value of 
photos戸lthesisfor NaHC03; about 150μM， 
compared to 50μM without AZA. This sug-
gests血at姐 extracytoplasmiccarbonic anhy-
drase plays an important role in an inorganic 
carbon utilizing mechanism in this diatom as 
proposed in some unicellular algae (Imamura 
et al. 1983， Tsuzuki 1983， Marcus et al. 1984， 
Moroney and Tolbert 1985， Moroney et al. 
1985， Aizawa and Miyachi 1984， 8ultemeyer 
et al. 1989). However， the addition of 
0.1 mM  AZA did not affect the photosynthe-
tic response to oxygen under either 0.095 or 
0.75 mM  NaHC03 (Fig. 5). 
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tracytoplasmic activity of carbonic anhydrase 
observed only in air-grown or air-adapted 
cells (Table 2). The mechanism seems to be 

similar to that proposed in unicellular 
freshwater green algae such as C. reinhardtii 
(Badger et al. 1980， Suzuki and Spalding 
1989b， Suzuki et al. 1990)， rather than that 
proposed in the marine diatom Phaeodactylum 
tricornutum in which extracytoplasmic car-
bonic anhydrase was not detected and AZA 
did not affect the photosynthetic a伍nityfor 
CO2 (Patel and Merrett 1986， Dixon and Mer-
rett 1988). Thus， it seems unlikely that the 
mechanism proposed in P. tricornutum ocrurs 
generally in the diatoms， but it is still not 
clear if the differences between the two dia-
toms come from the difference in their 
habitats， freshwater or marine， or not. 

It seems unlikely that oxygen stimulates the 
inorganic carbon utilizing mechanism in 
Nitzschia ruttneri as proposed in A. nidulans 
(Miyachi and Okabe 1976)， because the oxy-
gen effect in N ruttneri was not sensitive to CO2 

concentration (Fig. 2) even in the presence of 

AZA (Fig. 5). The cause of the oxygen en-
hancement in N ruttneri may be rather similar 

to that in Chroomonas sp， although the enhance-
ment in N ruttneri appe町 sto require higher 
O2 concentration. 

In Chroomonas， when exposed to light-

saturating conditions， photosynthetic CO2 

fixation under 0% O2 was inhibited by A TP 
deficiency which was derived from an over-

reduction of photosynthetic electron transpo口
via the inhibition of both cyclic and pseu-
docyclic photophosphorylation (Suzuki and 
Ikawa 1984b， 1985). The accumulation of 
14C-dihydroxyacetone phosphate observed 

during photosynthetic 14C02 fixation in Chroo-
monas under 0% O2 (Suzuki and Ikawa 
1985) can be eXplained as an indirect conse-
quence of the A TP deficiency. The high lev-

el of inorganic phosphate caused by A TP 
deficiency should activate the phosphate trans-
locator across the chloroplast envelope， 
which， in Chroomonas cells， might cause an ex-
cessive e但uxof dihydroxyacetone phosphate 
to cytozol where the accumulation should oc-
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cur. Thus， while the accumulation of di-
hydroxyacetone phosphate was not observed 

in N ruttneri (Table 1)， it is possible to explain 
the oxygen enhancement of photosynthesis in 

N ruttneri by a limitation in the A TP supply， 
pa口lybecause 14C-incorporation into s-1，3・

glucans， which is supposed to require a sig-

nificant level of A TP supply， was affected by 
oxygen almost in the same manner as total 

14C02 fixation rate while the percentage incor-

poration of 14C into PGA was the highest un-

der N2 (Table 1). Our preliminary work also 

suggested an overreduction of photosynthetic 

electron flow under 0% O2， in which the oxy-
gen enhancement in N. ruttneri disappeared 
in the presence of DCMU (data not shown). 

Further studies are necessary to confirm the 

cause ofthe oxygen enhancement ofphotosyn-

thesis in N ruttneri. 

Photorespiration and 0，砂'teninhibition of photosyn-
thesis 

During 5 min ofphotosynthesis under 21% 

O2， almost no glycolate formation was ob-
served in air-grown cells of N. r凶 neri(Table 

1)， as reported in some other algae such as 
Chroomonωsp. (Suzuki and Ikawa 1985) 

and Chlamydomonas re仇hardtii(Suzuki et al. 

1990). In Chlamydomonas grown under 5% 

CO2， when a CO2 concentrating mechanism 

was not operational， not less than 6% of 14C 

fixed was incorporated into glycolate (Suzuki 

et al. 1990). It is unlikely that the quite low 
level of 14C-incorporation into glycolate is due 

to a high turn-over rate of glycolate 

metabolism， because the activity of glycolate 
dehydrogenase in the crude extract from this 

diatom was only about 5μmol DCPIP reduc-

tion ・mgChl-1 . h -1 at 8 mM  glycolate， and 
the Km value for glycolate was much lower 

than those in green algae (data not shown; 

ref. Paul and Volcani 1974， Suzuki et al. 

1991). Thus， while photosynthesis in N rut-

tneri is inhibited by increasing oxygen concen-

tration from 21 to 100% (Fig. 1)， it does not 
seem to be caused by photorespiration but by 

a reaction such as the Mehlar reaction as sug-

gested in Chroomonas sp. (Suzuki and Ikawa 

1984a， 1985). Glycolate synthesis seems to 

be strongly suppressed in this diatom even un-

der extremely high O2 concentrations， proba-
bly by a CO2 concentrating mechanism as 

proposed in Chlamydomonas in which the sup-

pression of photorespiration is due to the 

raised CO2/02 ratio at the site of RuBP car-

boxylase/oxygenase (Badger et al. 1980). 

However， as the accumulation of inorganic 
carbon in the cells has not been demonstrated 

in the diatoms， and as AZA did not sig-

nificantly stimulate photorespiration in N rut-

tneri， it seems likely that some component(s) 

other than carbonic anhydrase plays a more 

important role in suppressing photorespira-

tion in the diatoms. 
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鈴木健策・猪川倫好:淡水産ケイソウ Ni加 'chio.ruttneriにおける光合成

14C02固定の酸素による促進

淡水産ケイソウ Nitzschiaruttneri・の光合成 14C02固定は酸素により促進された。 21%02気相下の固定速度は0

%の時と比べ15-40%高く， 100%02気相下でも 0%の時とほぼ同じかむしろ高かった。 14C固定産物ではか

1，3-g1ucanのみが酸素に対して同様の応答を示した。固定速度に及ぼす酸素の影響は CO2濃度の影響を受けな

かった。これは carbonicanhydrase (CA)阻害剤 acetazolamide(AZA)存在下でも同様であった。 AZAはCO2に

対する光合成の親和性を低下させた。非常に高いCA活性が大気適応細胞の細胞表層に観察された。大気条件で

は14Cのグリコール酸への取込みはほとんどみられずO2濃度を100%に高めても極めて低いなど，光呼吸関連物

質への取込みは低〈抑えられていた。本藻における iC02濃縮機構」の存在が推定されたが，それと酸素促進

効果との関連性は認められず，本藻の光合成の酸素促進効果はむしろ電子伝達系に関係している可能性が高い。

(305つくば市天王台1-1-1 筑波大学生物科学系)
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Morphology and life history of Petalonia zosterifolia (Reinke) O. Kuntze 

(Scytosiphonales， Phaeophyceae) from Japan 
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Kogame， K.阻 dKawai， H. 1993. Morphology and life history of Petalonia zosterifolia (Reinke) O. Kuntze 
(Scytosiphonales， Phaeophyceae) from J apan. J pn. J. Phycol. 41: 29-37. 

The morphology and life history of J apanese Petalonia zosterifolia were studied based on materials col・
lected告。msixteen localities. Erect thalli collected in the field were ftat， linear， basically solid or with small 
cavities， attaining 20(-30) cm in length and 0.5-8 mm in width. Plurilocular sporangia were closely 
packed without p釘 aphyses. In culture， swarmers仕'ompluriloc叫arsporangia developed into filamentous 
prostrate也alli(micro也alli)血atformed unilocul釘 sporangia. The prostrate thalli never deve10ped into 
distincdy crustose thalli. Erect thalli (macro也alli)issued direcdy from出eprostrate thalli， and developed 
best in temperature less出回 100Cand short day conditions， and formed pluriloc叫釘 sporangia.In some 
isolates， unilocul紅 sporangiaalso formed on the erect thalli bearing plurilocular sporangia. Swarmers 
from plurilocular and unilocular sporangia developed in the same manner as the original plurispores， 
representing a direct type of life history. Sexual reproduction was not observed. 
Field plants collected at Oshoro， Hokkaido， which were morphologically referable to Comtsonema saxicolum 

(Kuckuck) Kuckuck， developed in culture into erect thalli identical wi出 Petaloniazostmfolia. Therefore， 
Comtsonema saxicolum is considered to be a sporophytic stage of P. zosterifoli・a.

Key ln伽陥油 CompsonemasaxicolumーL約hist，町一Petaloniazo蜘 iゐlia-R加。灼Iceae-
Scyωsithonales-Taxonomy. 

In the genus Petalonia Derbes et Solier， 
three species are generally recognized; P. fas-

cia (0. F. Muller) O. Kuntze， P. zosterifolia 
(Reinke) O. Kuntze and P. filiformむ(Batters)

O. Kuntze (W戸 ne 1969， Fletcher 1987). 
Petalonia zosterifolia is distributed along the 

North Atlantic coast (Newton 1931， Hamel 
1931-39， Rosenvinge and Lund 1947) as well as 
the North Pacifi.c coast [Setchell and Gardner 

(1925) as Ilea fascia f. zosterifolia Setchell et 

Gardner]. 

The life history of Petalonia zosterifolia has 

been studied in culture by several authors. 

Dangeard (1962， 1963) reported a hetero-

morphic life history alternating between erect 

thalli (macrothalli) forming plurilocul訂

sporangia and filamentous prostrate thalli 

(microthalli) forming unilocular or plurilocu-

lar sporangia， based on the materials collect-
ed at Gironde， France. However， Wynne 
(1969 pp. 51， 52) doubted the taxonomic 

assignment of Dangeard's material as P. zos-

terifolia， because a part of his culture bearing 

ectocarpoid plurilocular sporangia on the 

prostrate thalli contained more than one 

plastid in each vegetative cell. On the other 

hand， Dangeard (1963 pp. 25，30， 42-44) also 
reported sessile plurilocular sporangia based 

on different isolates. The swarmers from 

these sessile plurilocular sporangia did not 

form erect thalli and unilocular sporangia. 

On British materials， Fletcher (1974) report-
ed a direct type of life history in which erect 

thalli issued directly from the filamentous 

prostrate thalli. On materials from North 

Carolina， Boone and Kapraun (1989) repo口-

ed the occurrence of erect thalli and filamen-

tous prostrate thalli with unilocular spor姐-

gta. 

Based on study of ]apanese material， 
Nakamura and Tatewaki (1975) reported a 

heteromorphic and biphasic life historγinclud-
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Table 1. Localities and collection dates of 
J apanese Petalonia zosterifolia used for morphological 
observations， and no. of culture strains established 
from them. 

Locality Collection date Culture 
stram 

Oshoro 11恥1arch 1987 2 

Oshoro 7 November 1987 3，4 

Oshoro 9 December 1987 5，6 

Oshoro 21 January 1988 7，8 

Oshoro 17 February 1988 

Oshoro 18 March 1988 

Oshoro 14 May 1988 9 

Ofuyu 2 May 1988 14 

Rausu 1 July 1988 17 

Hanasaki 7 September 1987 13 

Akkeshi 30 June 1988 15 

Akkeshi 14 July 1988 16 

Hiroo 12 February 1989 20 

Samani 11 February 1989 19 

Muroran 22 January 1989 18 

Shikabe 4 March 1986 1 

Kashiwazaki 27 March 1988 21 

Shiiya 27 March 1989 

Shirakami-Misaki 19 March 1987 12 

Esashi 15 May 1988 

Setana 18 March 1987 11 

Shiraito・Misaki 18 March 1987 10 

Iwanai 1乱1ay 1988 

ing sexual reproduction. However， their 
material had unicellular paraphyses among 

plurilocular sporangia. Such paraphyses are 

uncommon in P. zosterijolia， so their findings 
require reexamination. Therefore， the aim 
of this study was to reexamine the morpholo-

gy and life history of Petalonia zosterijolia from 

]apan. 

Materials and Methods 

Localities and collection dates of the materi-

als for morphological and culture studies are 

shown in Table 1 and Fig. 1. For morpholog-

ical observations both living materials and 

preserved materials in 5% formaldehyde-sea-

water were used. The following herbarium 

specimens were also examined; Esashi， 3 

April 1943 (SAP 042481); Esashi， 3 April 

E135・

1.0shoro 
2.0fuyu 
3. Rausu 
4. Hanasakl 
5. Akkeshl 
6. Hlro。
7. Samanl 
8. Muroran 
9. Shlkabe 
10. Kashlwazakl 
11. Shllya 

2・{112.Shlrakaml-Mlsakl 
13. Esashl 
14. Setana 
15. Shlralto-Mlsakl 
16.lwanal 

SEA OF JAPAN 

3801 

141・
Fig. 1. Collection sites of Japanese Petalonia 

zostゆ liaexamined in the present paper. 

1944 (SAP 025419); Setana， 28 March 1945 
(SAP 025362); Sirakami-Misaki， 7 April 

1947 (SAP 042483). We also examined her-

barium specimens of P. zosterijolia from which 
the cultures of Nakamura and Tatewaki 

(1975) were established， collected at Muroran 
on 30 March 1967. 

Cultures were started from the swarmers 

released from plurilocular sporangia on erect 

thalli. The swarmers were pipetted onto 

cover glasses and cultured in glass vessels con-

taining 100 ml of PESI medium (Tatewaki 

1966). Filamentous thalli morphologically 

referable to Compsonema saxicolum (Kuckuck) 

Kuckuck were collected at Oshoro on 23 Sep-

tember 1989. U nialgal culture of Compsonema 

was started from fragments of the thalli. 

Penicillin G potassium (48 U/ml) and Ge02 

(0.005 mg/ml) were added at the beginning of 

the culture of Compsonema in order to suppress 

the growth of bacteria and diatoms. 

The sets of culture conditions used were 

50C SD (short day; 8 : 16 h light : dark cycle)， 
50C LD (long day; 16: 8 h light : dark cycle)， 
100C SD， lOoC LD， 150C SD， 150C LD， 

200C SD and 200C LD， under fluorescent 
lighting of approximately 30-50μmol 
m-2s-1 
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Results 

Morphology and phenology 

Petαloniαzosterifoli，α 

Erect thalli ar巴 gregarious，linear， flat 
tened， simple， twisted in narrower thalli， 10-

20 (up to 30) cm long， 2-5 (0.5-8) mm  wide 

and taper巴dtowards the base (Fig. 2)ー The 

thalli are 60-120μm in thickness， composed 
of cortical cells (1-3 cells thick) and colorless 

medullary cells (Figs. 3， 4). Each cell of the 

thallus contains a plastid with a prominent 

pyrenoid. Medullary cells ar巴 roundedor 

oval and 22-54 x 8-24μm in size in transverse 

section (Figs. 3， 4) and 20-270μm (or more) 

in length in longitudinal section (Fig. 6). 

The thalli are solid or sometimes partly hol 

low. Rhizoidal filaments in the medullary 

layer and phaeophyc巴anhairs are rare. The 

basal holdfast is composed of rhizoidal fila 

ments (Fig. 7)， and never forms an expanded 

mat 

Plurilocular sporangia may form anywhere 

on the surface of th巴 thalli，sometimes in sori 

白骨 -50pm  

Figs. 2-7. Habit and anatomy of Petalonia zosterifolia collected in the field. Fig. 2. Habit of the plant col 
lected on 21 January 1988 at Oshuro. Fig. 3. Cross-section of the sterile thallus having small cavities in the 
medulla. Fig. 4. Cross-section of mature thallus bearing plurilocular sporangia. Fig. 5. Cross-section of mature 
thallus showi時 plurilocularsporangia with a cuticle (arrowheads). Fig. 6. Longitudinal section of mature 
thallus. Fig. 7. Rhizoidal filaments at the basal part of thallus (arrows) 
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which are often longitudinally elongated. 
Maturation of the thallus occurs basipetally. 

Plurilocular sporangia are closely packed， 
covered with a cuticle and 14-40μm (6-12 
loculi) in height (Fig. 5). Paraphyses were 
not observed. 

P. zosterifolia is epilithic or epizoic， growing 
in the upper littoral zone of exposed areas. 
Erect thalli appeared in November and disap-
peared in May at Oshoro. Erect thalli were 
collected in winter and spring at other locali-
ties except for Akkeshi and Hanasaki where 
they were also observed in summer. Some 
fertile plants were found in all collections. 

Compsonema saxicolum 

Plants of Compsonema saxi・'columcollected in 
the field (Fig. 21) consisted ofbranched pros-
trate filaments and simple， uniseriate upright 
filaments， forming small tusts of less than 
1 mm  in diameter and up to 240μmin 
height. Cells ofupright filaments measure 6-
14μm in length and 7-12μm in width. Cells 

of prostrate filaments measure 8-18μm in 
length and 6-17μm in width;也eyoften form 
secondary longitudinal walls. Each cell con-
tains a plastid with a prominent pyrenoid 

(Fig.22). Unilocular sporangia form on pros-
trate filaments with pedicels or sometimes ter-
minally on upright filaments (Fig. 21). They 
are ovoid， 30-50μm in length and 15-25μm 
in width. Plurilocular sporangia we問 notob-

served. 

Herbarium specimens of Nakamura姐 d

Tatewaki (1975) 
The “P. zoster扮lia"specimens of Naka-

mura and Tatewaki (1975) included a female 
plant (marked as no. 18) and a male pla叩n

(伊no.25町). They were 3 mm  in wid也，組d
6.5 cm (female) and 9 cm (male) in length， 
hollow throughout the length in cross section， 
having plurilocular sporangia with unicellular 
paraphyses. 

Culture results 
Petalonia zosterifolia 

Swarmers released from plurilocular 
sporangia were teardrop-shaped， 7-8μmX4-

5μm in size， laterally biflagellated with a 
longer anterior and a shorter posterior flagel-
lum (Fig. 8). They contained a plastid with a 
pyrenoid and a stigma. Sexual reproduction 
and fragrant odors of sexual pheromones 
were not observed. The swarmers showed 

negative photot砿 is，and then settled on也e
substratum. Settled swarmers germinated in 
1-5 days without leaving an emptied “embrγ0・

spore" wall (Figs. 9， 10). The germlings de-
veloped into prostrate thalli of branched創a-
ments from which uniseriate upright創a-

ments arose. The cells of prostrate filaments 
also formed secondary longitudinal walls and 
then sometimes became knotted. The pros-
trate thalli grew larger in higher temperature 
conditions. They remained filamentous 
(Fig. 11)， and never formed compact disks. 
Within a month， erect filaments with a hair 

grew from the prostrate thalli， developing 
into polystichous erect thalli (Figs. 11， 12). 
The erect thalli were flat and solid (Fig. 13) 
and often became twisted. The erect thalli de-

veloped in all conditions examined， but they 
were more abundant under short day condi-
tions and grew larger under lower tempera-
ture conditions. They attained 2 mm  in 
width and 10 cm or longer under 50C SD con-

ditions， but were only 0.2 mm  in width and 
1 cm in length under 200C LD conditions. 

The erect thalli formed closely packed 
plurilocul町 sporangiacovered with a cuticle 
(Fig. 14). The sporangial walls were visible 
after swarmer release (Fig. 15). 

Prostrate thalli formed unilocular sporan-
gia only in strains no. 1， 2， 3， 5， 6， 7 (collect-

ed from Shikabe and Oshoro) (Fig. 16). 
They were formed under all culture condi-
tions except 50C in strain no. 1 and no. 5， un-
der long day conditions of lOoC， 150C and 
200C in strain no. 2， and under 200C LD con-
dition in strain no. 3， 6 and 7. U nilocular 
sporangia were ovoid or ellipsoid， 60-
70μmX30-40μm in length and width， sessile 
or pedicellate on prostrate filaments (Fig. 17). 

Swarmers released from unilocular sporan-
gia measured 7-8μmX←5μm in size (Fig. 
18). They developed to filamentous pro柑 ate
thalli that formed erect thalli in the same man-
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一-10pm
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30pm 100pm 

13 
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Figs. 8-20. Petalonia zosterifolia in culture. Fig. 8. Swarmer released from plurilocular sporangium on erect 
thallus. Figs. 9， 10. Germlings of swarmers from plurilocular sporangium. Figs. 11， 12. Prostrate thalli and erect 

thalli (arrowheads) issued from them. Fig. 13. Cross.section ofAat and solid erect thallus. Fig. 14. Cross-section 
ofplurilocular sporangia on erect thallus. Arrowheads show a cuticle. Fig. 15. Emptied plurilocular sporangia on 
mature erect thallus in surface view. Fig. 16. Prostrate thalli bearing unilocular sporangia (arrows)， uniseriate 
upright白laments(arrowheads) and erect thallus (double arrowhead). Fig. 1 i. Unilocular sporangium on knot-
shaped自lamentofprostrate thallus. Fig. 18. Swanner released from unilocular sporangium on prostrate thallus 
Fig. 19. Unilocular sporangia on erect thallus. Fig. 20. Cross-section of the erect thallus bearing unilocular 
sporangla 

33 
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29 

cr. 

ー;:;;::;5問 、
1 mm  5pml 

Figs. 21-29. Comtsonema saxicolum col¥ected in the日eld(Figs. 21， 22) and in culture (Figs. 23-29). Fig.21 
Squashed自e1dthalli. Fig. 22. An upright自lamentof field thallus showing one plastid with a pyrenoid in each 
cell. Fig. 23. U凶 ocularsporangia (arrows)， uniseriate upright自laments(a口 owheads)and erect thal¥us (double 
arrowhead). Fig. 24. Squashed preparation of prostrate thal¥us showir咋 pedi比cel¥ateu山叩nI吋liloc口印u叫llarsporangia (arrows) 
and upright filaments (arrowheads). Fig. 25. Swarmer released from unilocular sporangium on prostrate thallus. 
Fig. 26. Erect thalli on prostrate thallus. Fig. 27. Cross-section of erect thallus with plurilocular sporangia 
(arrowheads). Fig. 28. Plurilocular sporangia in cross-section of erect thallus. Fig. 29. Swarmer released from 
plurilocular sporangium on erect thal¥us 

ner as those from pluri10cular sporangia 

Strains no. 1 and 2 often formed ovoid ses-

sile unilocular sporangia on the erect thalli 

together with plurilocular sporangia under 

150C and 200C (strain no. 1) and 200C LD 

(町ain no. 2) conditions (Figs. 19， 20). 
Swarmers released from those unilocular 

sporangia developed in the same manner as 

those from plurilocular sporangia 

Compsonema saxicolum 

In culture， Comtsonema saxicolum formed ses-

sile or pedicellate unilocular sporangia on the 

prostrate filaments under lOoC LD， 150C 

and 200C conditions (Figs. 23， 24). Swarm-

巴rsreleased from them (Fig. 25) developed 

into prostrate thalli. The prostrate thalli 

also formed erect thalli under all conditions 

examined (Figs. 23， 26). The erect thalli 

were flat (Fig. 27) or often twisted， similar to 
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Petalonia zosterifolia in culture. They formed 
densely packed plurilocular sporangia covered 

with a cuticle (Figs. 27， 28). Swarmers 
released from them (Fig. 29) developed into 
prostrate thalli forming unilocular sporangia 
and erect thalli. 

Discussion 

The morphology of our plants collected in 
various localities agreed well with the original 
description (Reinke 1889) and other previous 

reports of Atlantic Petal07叩 zosterifolia(Rosen-
vinge and Lund 1947， Clayton 1981， Fletcher 
1987). The occurrence of filamentous pros-
tr割 ethalli in] apanese plants also agrees wi血
the previous culture results on the species 
(Fletcher 1974). Petalonia zosterifolia is taxo・

nomically veηclose to Petalonia.filiformis (Bat-
ters 1888， Kuckuck 1897). Newton (1931) 
and Fletcher (1987) distinguished P. zosterifo-
lia from P. .filiformis by the absence of fi.brous 
rhizoidal mats at the bases， and in having 
broader thalli and different distributions， 
although these characteristics are not very 
clear. Therefore， considering that both of 
the species have filamentous prostrate thalli 
(Fletcher 1974， 1981)， there remains a pos-
sibility that P. zQsterifolia is conspecifi.c with P . 
.filiformis， or differs only at a lower taxonomic 
rank (e.g. variety or forma). However， until 
their taxonomic relations become more clear 
in Atlantic materials， we tentatively classify 
] apanese plants as P. zosterifoli・a.

In the present culture of P. zosterifolia pros-
trate thalli remained fi.lamentous， and never 
formed Ralfsia-like crusts resembling that of 
Sりωsiphon lomentaria (Lyngbye) Link and 
Petaloniafascia (Wynne 1969， Nakamura and 
Tatewaki 1975). Fletcher (1974) and Boone 
and Kapraun (1989) also mentioned that Ral-
fsia-like crusts were not observed in culture of 
P. zoster扮h・'a. On the other hand， Dangeard 
(1963)問 portedglomerulus， myrionematoid 
and ralfsioid prostrate thalli. However， his 
results can not be generalized since his cul-
tures contain contaminants of other brown 
algal species as mentioned above. 

The morphology of prostrate thalli (sporo-

phytes) are known to be more or less variable 
in the Scytosiphonaceae. For example， 
Scytos砂hon lomentaria and Petalonia fascia 
occasionally form filamentous sporophytes in 

culture， although they are normally crustose. 
The quality of light or concentration of 

iodine or phosphate in the culture media 
are shown to affect on their morphology 
(Luning and Dring 1973， Hsiao 1969， 
Roberts and Ring 1972). However， in the 
present species， the morphology of prostrate 
thalli was uniformly filamentous in any condi-
tions examined， and we concluded that the 
prostrate thalli of P. zoster扮liais basically 
filamentous. 
We believe that the filamentous prostrate 

thalli of P. zosterifolia are identical with Com-
psonema saxicolum encountered in the fi.eld. 
This hypothesis is supported by the present 
culture results in which fi.eld plants of C. saxico・
lum formed P. zosterifolia-like erect thalli. 

C. saxicolum has been studied by several 
authors in culture. Fletcher (1987) reported 
the occurrence of erect thalli resembling Petalo・
nia or Scytosiphon in the life history of C. saxico・
lum. He also mentioned that prostrate thalli 
of Petalonia .filiformis in culture appe町 toshow 
a marked similarity toι saxicolum (Fletcher 
1981). Loiseaux (1970) repo口ed白紙 Com-
psonema sporaπrgiiferum Setchell and Gardner， 
which is taxonomically very close to C. s，町 zco・

lum， formed minute匂Itosiphon-likeerect thal-
li. Therefore， it is likely that C. saxicolum 
generally represents a prostrate (sporophytic) 
stage of P. zo抑ゆlia.
Although there has been a report on the life 

history of ]apanese P. zosterifolia (Nakamura 
and Tatewaki 1975)， detailed observations on 
their original material revealed that it was not 

P. zosterifolia but probably a new taxon of 

Scytlゆ 'hon，having hollow thalli and unicel-
lular paraphyses among plurilocular sporan-
gia. The occurrence of Ra伊ia-likeprostrate 
thalli in their culture， which is different from 
filamentous prostrate thalli in our results， also 
supports this conclusion. Therefore， this 
paper represents the fi.rst repo此 onthe life 
history of] apanese P. zosterifolia. 
P. zosterifolia also resembles 兵ytosiphoncom-
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Erect 
thallus 

Prostrate thallus 

Fig. 30. Diagram of the Iife history of 
Japanese P，出loniazos伽 ifoliain culture. P. S.: 
plurilocular sporangium， U. S.: unilocular 
sporanglUm. 

planatω(Rosenvinge) Doty in morphology. 
Pedersen et al. (1987) doubted their distinc-
tiveness. However， the erect thalli of P. 
zosterifolia are solid when young， while those 
of S. comPlanatus町 'eessentially hollow (Rosen-

vinge and Lund 1947). Furthermore， S. com-
planatus forms crustose prostrate thalli (Peder-
sen 1980) which contrasts with the filamen-
tous ones in P. zosterifolia. Therefore， in our 
opinion， these two are distinct species. 

Fig. 30 summarizes the asexual， direct type 
of life history of J apanese Petalonia zosterifolia 
shown in the present culture study. This life 
history pattern in principle agrees wi出 the

reports of Fletcher (1974) and Boone and 
Kapraun (1989) on Atlantic materials. 

However， in our culture， in addition to the 
usual plurilocular sporangia， the erect thalli 
bore unilocular sporangia under 150C and 

200C conditions. This is the first repo此 on

the occurrence of unilocular sporangia on the 
erect thalli in the Scytosiphonales， although 
they were not found in the field materials and 

can be artifact of culture experiment. 

The order Scytosiphonales is generally 

known to form only plurilocular sporangia on 
(gametophytic) erect thalli， and only unilocu-
lar sporangia on (sporophytic) prostrate thal-

li. However， Colpomenia per宅grina(Sauv.) 
Hamel forms additional plurilocular sporan-

gia on prostrate thalli in culture (Sauvageau 

1927， Dangeard 1963， Blackler 1981). As 

shown in the present study， erect thalli also 
form unilocular sporangia under certain con-

ditions. These results suggest that the life 

history patterns of the Scytosiphonales are 

more complicated than so far believed. 

Culture results of J apanese P. zosterifolia， in 
which erect thalli appeared under all culture 

conditions examined， does not explain why 
erect thalli could not be found during summer 

and autumn at Oshoro. However， the 
growth of erect thalli and the swarmer release 

from plurilocular sporangia were less abun-

dant under 200C culture conditions than 

other conditions. Since P. zosterifolia grows 
in the upper intertidal zone， higher air temper-
ature and strong solar irradiation during sum-

mer may cause serious damage to the growth 

of P. zosterifolia. Therefore， the occurrence of 
P. zosterifolia may be suppressed by these fac-
tors. This notion is supported by the fact 

that the species showed longer growth periods 
at Akkeshi and Hanasaki where the air and 

water temperatures are much lower than at 

Oshoro. 
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小亀一弘・川井浩史:日本産褐藻ホソパセイヨウハパノリ Petaloniazoste7静lia(Reinke) 

0_ Kuntzeの形態と生活史

本種の直立藻体は，長さ 20(-30)cm，幅 0.5-8mmの偏平で細長い帯状で，中実だが部分的に中空になる。複

子獲の細胞列は互いに密に接着しており，側糸を欠く。複子嚢から放出された遊走細胞は培養下では糸状のほふ

く体に発達し，単子嚢を形成した。ほふく体は明かな盤状になることはない。直立体はほふく体から直接発出し，

100C以下の低温短日条件下でよく発達し複子嚢を形成した。また，一部の培養株では，直立体上に複子嚢に混

じって単子褒が形成された。有性生殖は観察されず，複子襲および単子嚢に由来する遊走細胞は，いずれも初め

の遊走細胞と同様の直接型の生活史を示した。北海道忍路において形態上 Comtsonemasaxicolum (Kuckuck) Kuck-

uckと同定される藻体を採集し培養したところ，ホソパセイヨウハパノリと同定できる直立体を得た。このこと

から Comtson抑制'axicolumは本績の胞子体世代であると考えられる。 (060札幌市北区北10条西 8丁目 北海道大

学理学部植物学教室)
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Michio Masuda， Tetsuro Ajisaka， Shigeo Kawaguchi， Huynh Quang 

Nang and Nguyen Huu Dinh: The use of Sargassum mcclurei 

as medical tea in Vietnam* 

Key Index U匂rds: Economic s，館山'ed-Sargassum-Sargassumtea-Sargassum mcclurei-t，僻-
ono同y-Vietnam
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Sh伊'oKa即aguchi，D，ψ'artment of Fisheries， Faculty of Agriculture，めlushuUniversi，仇 Fukuoka，812Japan 
HりnhQuang Nang，地uyenHuu Dinh， National Center for ScientがcResearch of Vietnam， Center for Science-
Production of Seaweed. 2A Hung Vuong， Nha Trang， Vietnam 

It is well known that many species of the 

brown algal genus Sarg.ω'sum form seaweed 

beds (underwater fore山)which offer fishes 

and invertebrates spawning grounds and/or 

habitats. In J apan， floating fragments of 
some Sargassum species are of ecological and 
commercial interest as they are accompanied 

by juven祖国 of several fishes (U chida and 

Shojima 1958). Such juveniles (particularly 

of the yellow tail， Seriola quinquerad耐'a)are a 

source of stock for mariculture. In many 

Asiatic countries some species of Sargassum 

have been used for food， for alginate extrac-
tion or for manure (Chapman 1970， Micha-
nek 1975， Lu and Tseng 1983). 

In Vietnam， Sargassum is one of the biggest 
natural seaweed resources and has been har-

vested組 dused for food (boiling with fish)， 
for medicine (making some iodine-based 

drugs)， for manufacturing alginates and for 
manure (sweet potatoes， tobacco， onions and 
others). In coastal provinces of southern to 

central Vietnam，臥anhHoa， Quang Nam， 

Quang Ngai， Binh Dinh and others， dried 
material of Sargassum is used for medical tea 

and offered for sale together with dried Por-

ρ砂ra，agarophytes and carrageenophytes in 

local markets. The prices per 1 kg of these 
dried seaweeds were as follows at the Nha 

Trang Market， Khan Hoa Province， in early 
March， 1992: 1) Sargassum species (Fig. 

* This study was supported by a Grant-in-Aid for 
Scientific Research (Internationa1 Scientific Research 
ProgramーFieldResearch， No. 04041015)仕omthe 
Ministry of Education， Science and Culture， Japan. 

l)=US$ 0.5， 2) POψhyra sheets=US$ 5， 3) 
Gracilaria eucheumoides Harvey=US$ 4.5， 4) 
G. tenuistipitata Chang et Xia=US$ 1.5， 5) G. 
edulis (S. G. Gmelin) P. C. Silva (=Polycaver-

nosafastなiataZhang et Xia)=US$ 1， 6) Eu-
cheuma gelatinum (Esper) J. Agardh=US$ 3， 
and 7) Gelidiella adnata Dawson=US$ 5. 

Some 40 species of Sarg，ω'sum have been 

reported from southern to central Vietnamese 

waters (Pham 1967， 1969). Sargassum tea has 

been traditionally used in Vietnam as a 

source of iodine. The iodine content in Sar-

gωsum species is 0.05-0.16% of dry weight， 
varγing according to the growing season and 

species. Although many species are harvest-

ed from March to May， at present the most 
common species， Sargassum mcclurei Setchell 
(Fig. 2) is chiefly used. Samples collected by 

local gatherers are washed in fresh water， 
dried， and packed for sale in the markets (Fig. 
1). Preparation ofthe tea is as follows: dried 

material is boiled with fresh water and 

filtered. This tea has a yellowish brown 
color. For drinking some sugar can be 

added. 
On the basis of materials collected at Nha 

Trang， the morphological features of Sarg，ω-
sum mcclurei (Fig. 2) are as follows. Thalli are 

yellowish brown in color， arising from a 

depressed scutate holdfast， and attain 70 cm 
or more. Stems are smooth in surface， 2.5-
5.0 mm  long， terete， 2.5-4.0 mm  in diameter， 

bearing several primary branches. The pri-
mary branches are terete near the stem and 

slightly compressed at their middle to distal 
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Fig. 1. Package of Saなαssumsold in Nha Trang Market， Khanh Hoa Province in Vietnam. Scale=4 cm. 
Fig. 2. Herbarium specimen of Sargassum mcclurei Setchell collected at Nha Trang on 5 March 1992 and deposited 
in the Herlコarium，Faculty of Agriculture， Kyoto University. Scale=5 cm 

portions， up to 3.0 mm  wide and 2.5 mm  

thick， having smooth surfac巴s. Secondary 

branch巴sare spiral1y arranged at intervals of 

1.5-2.0 cm and are 5-14 cm long. Leaves of 

primary and secondary branches on the prox-

imal portion of the thal1us are obovate to el1ip-

tic， asymm巴tricalto markedly unequal， with 

cuneat巴 bases，obtuse apices and denticulate 
or entir巴 margins. They are sometimes con-

duplicate (folded on themselves) at the apex 

Midribs are faintly discernibl巴 andvanish 

near the apex of the leaves (Fig. 3). Cryp-

tostomata are prominent and ar巴scatteredall 

over the leaf surfaces. Leaves of primary and 

secondary branches on the middle to distal 

portions of the thallus are smaller and more 

slender than the proximal leaves， rarely 
forked， decid巴dlyasymmetrical， with acute 

apices and faintly disc巴rnible evanescent 

midribs and usually with denticulate mar-

gins. The central portions of these upper 

leaves are swollen into vesicles (Figs. 4， 5)， 

which are termed phyllocysts by Tseng and 

Lu (1979). Each phyllocystic vesicle is com-

posed of a more or less flattened cyst (bladder) 

embedded in a leaf. Phyllocystic vesicles on 

th巴 tertiarybranches are crowned with long 

apical prolongations， and without wings (Fig 
6) 

Plants are dioecious. Receptacles are 

borne on tertiary branches. Female rec巴pta-

cles are simple or once to thrice branched 

racemosely. Mature receptacles are com-

pressed to triquetrous (Fig. 6)， 2-3 m m  long， 
0.5-1.0 mm  wide， and som巴timestoothed. 

Male receptacles are terete and slightly warty; 

spines are absent (Pham 1967). 

The following four species of Sargassum sub-

genus Bactrophycus are grouped in the section 

PhylloりIstaeTs巴月 (1985) on the basis of the 
presence of characteristic phyllocysts (Ts巴ng

et al. 1985): S. phyllo明 tum T問時 et Lu 

(1979)， the type species， S. en叩伊仰tu仰mTs巴n

et Lu (1978)， S. herkμ的JωotむsiiSetch児凶ell(1933) and 

S. mη2CαclルureiSet伐ch巴ell(1933). These species 

hav 巴 b 巴en repor此te吋d from several locali山tl巴白s 

along the coast of the South China Sea， rang-

l時 fromHong Kong to Vietnam (Lu and 
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Figs. 3-6. 必需g邸刷mmcc/urei Setchell. 3-5: secondary branches on the proximal (3)， middle (4) and distal 
(5) po口ionsofthe也aIlus.FL， first leaf. 6: phyllocystic vesicles and female receptacles on a te同 町branch，with 
transverse sections. Each scale= 1 cm. 

Tseng 1983). Judging from the descriptions 
and illustrations of the species of Sarg，ω'Sum sec-

tion R勿!llocystae(SetchellI933， Tseng and Lu 
1978， 1979， Lu and 百 eng1983， Tseng et al. 
1985)， some species are clearly closely related 
and distinctions between them are unclear. 

For example， Sargassum emarginatum has 
occa針。nallyconduplicate leaves (Tse時 andLu

1978) as does 丘町clureiin Vietnam， although 
the latter leaves are conduplicate only at the 
apex. Sargassum herklotsii， described from 

only a single collection and growing with S. 

mcclurei in Hong Kong， has been distin-
guished from the latter species by subtle differ-

ences in leaves， vesicles and receptacles: 1) 
elongated， fairly equal upper leaves， 2) elon-
gated， non-winged upper vesicles with long 
apical prolo時 ations，and 3) fl.at (rather than 
triquetrous)， dentate female receptacles 

(Setchell 1933). These features， however， 
can be also found in single individuals ofViet-
namese S. mcclurei. Further critical studies of 
these species are needed to clarify their status. 

Most of the Sargassum tea sold in the Nha 
Trang Market can be identified with Sargω-
sum mcclurei on the basis of the present circum-
scription of this species， notably the presence 
of toothed， triquetrous female receptacles. 
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Two other species of Sargassum may also be 

included in individual packages (Fig. 1): S. 

po砂cystumC. Agardh and S. crassifolium J. 
Agardh， both of which belong to Sargassum 
subgenus Sargassum. 
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増田道夫*・鯵坂哲朗**.川旧栄男***・ HuynhQuang Nang**料.Nguyen Huu Dinh**** : 

ベトナムにおける SaTgassummccluTeiの薬用茶としての利用

ベトナムでは褐藻ホンダワラ属を食用，薬用，アルギン酸工業，肥料など多方面に利用している。南部から中

部にかけての海岸沿いの地方では，乾燥したホンダワラ属材料を煎じて，沃素を補給するための薬用茶として飲

用しており，乾燥材料が紅藻オゴノリ属やキリンサイ属などの他の食用海藻とともにマーケットで販売されてい

る。ホンダワラ茶の原料にはさまざまな種が用いられているが，上記の地方の沿岸に最も多産する Sargassum

mcclurei Setchellが一般的に利用されている。本種の形態的特徴について記述し，近縁種との分類学的問題を指

摘した。 (*060札幌市北区北10条西 8丁目 北海道大学理学部植物学教室;**606京都市左京区北白川追分町

京都大学農学研究科熱帯農学専攻;***812福岡市東区箱崎6丁目 九州大学農学部水産学第二教室.**** Na-

tional Center for Scientific Research of Vietnam， Center for Science-Production of Seaweed， 2A Hung Vuong， Nha 

Trang， Vietnam) 
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能登谷正浩・菊地則雄・ 有賀祐勝 ・紅藻べニミド口の室内培養による生活史

Masahiro Notoya， Norio Kikuchi and Yusho Aruga: Life history of 

Stylonema alsidii (Rhodophyta) in culture 
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Masahiro Notりa，Norio K山 chiand Yusho An伊 ，Laboratoてy01 Phycology， Tokyo Univ仰の 01Fisheries， 

Konan-4， Minato-ku， To紗0，108jatan 

紅藻のウシケノリ亜綱にはチノリモ目，エリスロベ

ノレティス目， ウシケノリ目， ロドケーテ自の 4目が含

まれる (Garbaryet al. 1980a)が，日本沿岸からはロド

ケーテ目を除く 3目の種が記載されている(吉田ら

1990)。それらの中で，チノリモ目およびエリ スロベ

ノレティス自に含まれる種の生活史に関しては，近年，

外国産の数種について室内培養や天然藻体での観察が

報告され， ~ 、くつかの種では有性生殖の存在が発見さ

れている (Heerebout1968， Kornmann 1984， 1987， 

Hawkes 1988， Magne 1990)。日本産の種の室内培養に

よる観察は，イソハナビ Erythrocladiasubintegraについ

ての無性 生 殖 に 関 す る報告 (Hurtado-Ponceand 

Umezaki 1985)のみである。著者らは 日本沿岸に産す

るウシケノリ班綱植物の生活史を明らかにする目的で

数種について室内培養を試みているが，ベニミド ロ

Stylo叩 naalsidii (Zanardini) Drewを種々の温度と照度

の下で培養し，生活史を観察した結果，高温下で培養

した藻体は天然の藻体とは著しく異なる形態を示した

ので以下に報告する。

1990年 3月23日に千葉県館山市坂田の潮間帯に生育

するウミトラノオ Sargassumthunbergiiに着生していた

ベニミドロを採集 し(Fig.1)，この藻体から放出された

単胞子をガラスピベットで吸い上げ，滅菌海水による

洗浄を数回繰り返した後，単藻培養した。

藻体の生育におよぼす温度，照度，光周期の影響を

調べるため，温度は 10，15，20，24，30oCの5段階，照

度は 1000，2000， 4000， 8000 luxの4段階，光周期は

14L:10Dと 10L:14Dの2段階を組み合わせて計

40条件下で培養した。培養には Grund改変培地

(McLachlan 1973)を用い，3日目ごとに培養液を交換

した。

天然、藻体から放出された単胞子は直径 9.7-12.1μm

(平均 10.8μm)の球形で，赤褐色の星状色素休を l個

持っていた (Fig.2A)。単胞子はスライドグラスに付

着後. 20oC， 4000 lux， 14 L: 10 Dでは 1-2日で等し

い大きさの 2細胞に分裂した (Fig.2B)。その後は分裂

を繰り返して単列糸状の直立体となり. 4日目には 9-10

細胞の藻体に成長した (Fig.2C)o 6日目 には偽分校

が認められ (Fig.2D)，9日目には高さ約 0.3mmで枝

を8-14本持ち，小型ではあるが天然で見られる藻体

と似た形態になった (Fig.2E)。校の先端部の粘質輸が

破れて球形化した栄養細胞が単胞子として放出され

た。単胞子は先端の細胞から順次放出され，校の最下

位の細胞に至るまで放出された。その際，単胞子は 2

個の細胞が密着したままデスミッド様の形状で先端ま

で移動し，放出直前に分離して球形となる場合が多く

観察されたが，少数の細胞では，移動しながら分裂し

て2個の胞子となって放出される場合も観察された

(Fig.2F)。

温度， !!日度，光周期を変えて単胞子を培養した結果，

15-30oCでは成長が見られたが， lOoCでは 1か月間

の培養でも分裂することなく成長は見られなかった。

長 日条件下 (14L:IOD)では 150Cと200Cで，短日

条件下 (10L: 14D)では 200Cで特に速い成長が見ら

れ，いずれの場合も高照度ほど速かった (Fig.3)。単

Fig. 1. Mature tha!li of Stylonema alsidii 

(Zanardini) Drew epiphytic on Sargassum thunbergii 
co!lected at Banda， Chiba Prefecture， on March 23， 
1990. Bar， 200μm 
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Fig. 2. (A-F) Stylollema alsidii (Zanardini) Drew cultured at 200C and 4000 lux (14 L: 10 D). (A) A 

monospore from a wild thallus. (B) Two-celled ge口出ngof one day old. (C) Four-day-old ger口rmlir時 (D) Sは

day-old g伊erm町m凶】山li日Y珂 W削It山hi川Inl山tla討1f，ωa討ls臼ebranchin'g. (伊何E町)Nine-day-old tl出ha叫allu凶lS叩s訂1mηmil加a町rt凹owild one. (F) Monospores form-
ed at the upper part of branch of seven-day-old tllallus. (G) Irregularly branched thalli cultured for a month at 
240C and 4000 lux (10 L : 14 D). (H) Irregularly grown thallus cultured for twelve days at 300C and 4000 lux 
(14 L: 10 D). Scale bar; 20μm in (A)ー(D)，(F)， (H); 100μm in (E)， (G) 

胞子の放出は早いものでは 6日目に認められたが，12 全て塊状に成長して天然、藻体とは全く異なる形態とな

日自には全ての条件下で認められた。また， 150Cで った (Fig.2H)。このような多列や塊状の務体では，

は lー1.5か月聞は単列の藻体であ ったが，その後，藻 単胞子は枝の先端に限られず側部からも粘質輸が破れ

体中央部の細胞で枝の伸長方向に平行な分裂が起こり， て一度に数個から十数個が順次放出された。

2か月後には藻体全体の細胞で同様の分裂が起こり多 ベニミドロの藻体は基本的には単列細胞からなる。

列細胞の藻体になった。 200Cおよび 240Cでは 2週 しかし，球体の極く一部が多列となる場合があること

間目までは天然藻体と同様の単列の藻体であったが， も知られている (Tanaka1952; Garbary ct al. 1980b) 

その後次第に藻体全体が多列化し始め，約 1か月後に が，本培養で観察されたように，体細胞の多列化また

は付着器を残して全体が多列とな った (Fig.2G)。体 は境状化は特に高温環境下で細胞分裂の方向が乱れ細

細胞の多列化は特に短日条件下で早く起こることが観 胞の配列が極端に変化することによるものと考えられ

察された。 300Cでは，単列細胞の務体は見られず， る。したがって，天然、の生育条件によっては室内培養
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Fig. 3. Growth of monospore germlings of Stylonema alsidii (Zanardini) Drew under various temperature and 
light conditions. Open squares， 1000 lux; solid squares， 2000 lux; solid circles， 4000 lux; open circles， 80001ux. 
Arrowheads indicate monospore liberation. Vertical bars， standard deviation. 
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Revised classification of the Bangiophyceae 

(Rhodophyta). Nova Hedwigia 33: 145-166 

Garbary， D.J.， Hansen， G. 1. and Scagel， R. F. 1980b. 

The marine algae of British Columbia and northern 

Washington: division Rhodophyta (red algae)， class 
Bangiophyceae. Syesis 13: 137-195. 

Hawkes， M.九IV.1988. Evidence of sexual reproduction 

in Smithora naiadum (Erythropeltidales， Rhodophyta) 
and its evolutionary significancιBr. phyco1. J. 23: 

327-336. 

下で生じたカズノホシノイト Stylonemacornu-ccrvi類似

の形態となる可能性が示唆される。また，本研究で実

施した温度と照度を組み合わせた培養条件下で‘は単胞

子以外の生殖細胞は認められなかった。
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加藤季夫:関東沿岸水域から得られたミドリムシ藻 Eutreptiellaの3種について

Sueo Kato: On three species of Eutreptiella (Euglenophyceae) in the coastal waters 

of the Kanto district， ]apan. 

Key lndex f1-う~rds: EutreptielIa-EutreptielIa eupharyngea-EutreptielIa gymnastica-Eutrep-

tielIa hirudoidea-marine euglenoid-red tide. 

Sueo Kalo， Laboratory of Natural Science， Kokugakuin University， To紗0，150Jatan 

海産のミドリムシ藻 Eulr，似た-tlaはdaCunhaにより できた。このうち，E. hirudoidea Butcherは日本新産で

ブラジノレのリオデジャネイロ湾から得られた E. あるo

marznaをタイプ種として1913年に属が設立された (da 1) Eutreptiella hirudoidea Butcher， Fish. Invest目

Cunha 1914)。その後， SchilIer (1925)によりのm- Lond. Ser. IV. 5. pl. 1. f. 11. pl. 3. f. 5. 1961. (Figs. 2， 

nastica (= Eut坤 tieUa) として 3種，さらに， Butcher 5-7) 

(1964)， Throndsen (1969)および Walneet al目 (1986)に 遊泳中の変形運動をしていない細胞はこん棒状また

よりさらに 5種が新たに記載され，現在までのところ は倒卵形で，長さ 22-32μm，幅 7-11μm，頭部の先端

9種が知られている。日本でも Eul坤 tieUaは広島湾(羽 はまるく，尾部は次第に細くなり先端は突起状になっ

田1972)，岡山港近辺海域(斉藤1984)，大阪湾(矢持 ている。遊泳していない細胞の変形運動は著しく，細

1984)，五ヶ所湾(斉藤1984)，東京湾(斉藤1983， 胞の形や大きさがかなり変化する。また，変形運動を

1984)および相模湾(加藤1991)などに出現し，E. 

marina da Cunha (羽田1972) とE.gymnaslica Thrond-

sen (斉藤1983，1984)， E. eutharyngea Moe即 upand 

Norris (加藤1991)の 3種が同定されている。

筆者は日本の沿岸水域に出現する EutrettieUaの種類

を明らかにするため，まず関東地方沿岸でこの藻を採

集し，得られた培養株の観察を行った。その結果，日

本新産 1種を含む 3種を同定することが出来たのでこ

こに報告する。

材料と方法:採集は1991年と 1992年に，関東沿岸の

港などでプランクトンネットおよび大型の広ロビンを

用いて行った (Fig.1)。採集した試料は氷で冷やして

持ちかえり，ピペット洗浄法で藻体を単離し， PES 

培地 (Provasoli1966)の入った試験管内で培養した。

培養は温度 200C，照度約 30001ux，12時間明期・ 12時

間暗期の明暗周期の条件下で行った。観察は光学顕微

鏡を用いて主に対数増殖期の藻体で行い，その際にノ

マノレスキー式微分干渉装置も用いた。藻体の固定に 1

%オスミウム酸水溶液の蒸気，ピレノイドの染色にプ

ロピオンカーミン (Rosowski佃 dHoshaw 1970，加藤

1991) ，生体染色に0.1%中性赤水溶液，動きを抑える

ために 1%メチノレセルロース水溶液をそれぞれ用いた。

結果と考察:関東沿岸水繊の海水から単離・培養し

たEutrettieUaの29株は，以下の 3種に同定することが
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Fig. 1. A map showing the localities where 
three species of Eutretli・"ellawere colIected. Symbols 
indicate the taxa. 1. Koshigoe. 2. S司jima. 3. Yoko-
hama. 4. Tama River. 5. Harumi. 6. Odo. 7. 
Kuji. 8. Kaw畦jiri.・:E. hiruゐid.切 Butcher. *: 
E. gymnastおa Throndsen. 畠 E. euthaヮngea

Moestrup and Norris. 
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しながら遊泳している細胞もみられる。業縁体は楕円

形で，細胞あたり 6-12個。 2本の不等長の鞭毛のう

ち，長鞭毛は体長の約3倍の長さで，左右に大きく波

状にうねる。一方，短鞭毛は体長とほぼ同じ長さで，

前方にのび，小さく波打つことが多い。核は球形で，

径 5-6μm，細胞のほぼ中央部にある。限点の大きさは

3-4μm，粘液体は小さくて穎粒状。パラミロン粒は対

数増殖期の細胞ではほとんどみられない。外皮の条線

はラセン状に巻いている。収縮胞は観察出来なかった。

培養株:ME-115 (千葉県安房郡白浜町の小戸港，

1992年 5月6日)

タイプ産地:クローチ川河口(イギリス)。

分布:イギリス，ノルウェー，日本。

ME-115株の藻は，外皮の条線の有無と限点の大き

さにおいて Butcher(1961)の原記載と若干異なってい

た。 Butcherは本種の外皮には条線がないと記載して

いるが，外皮の条線はノマルスキー式微分干渉装置を

用いないと観察しにくいこと， Butcherが外皮の条線

はないとしたEut坤tiapertyi Pringsheimにも外皮の条

線があること (Dawsonand Walne 1991)などから，

Butcherは条線を見落としたと判断するのが適切と思

われる。また，眼点はButcherの図ではほぼ5μmで，

ME-115株の藻の眼点よりもやや大きい。しかしなが

ら， ME-115株の藻は，細胞の形や大きさ，葉緑体の

形や数，鞭毛の長さや動きなどの点でButcherの原記

載とよく一致したので E.hirudoideaと同定した。

2) Eutreptiella gymnastica Throndsen， Nytt Mag. 

Bot. 16: 181. f. 18， 24. 1969. (Figs. 3， 8-10) 

遊泳中の変形運動していない細胞は紡錘形または倒

卵形で，長さ 15-28μm，幅 6-11f.lm，頭部の先端はま

るく，尾部の先端は幾分尖っている。遊泳していない

細胞の変形運動は著しく，細胞の形や大きさがかなり

変化する。また，遊泳している細胞も変形運動をかな

り行う。葉緑体は，細胞あたり 1個で，多くの深い切

れこみがあり，網目状に近い形をしており，両側が薄

いパラミロン鞘で覆われたピレノイドを 1個持ってい

る。また，葉緑体はその一部が切れて10個前後の円盤

状または葉状のものになることも多L、。 2本の不等長

の鞭毛のうち，長鞭毛は体長の 1-1.5倍の長さで，細

胞をラセン状に巻いて後方にのび，ゆるやかに波打つ。

Figs. 2-4. Three species of Eutr，ψtiella. 2. E. hirudoidea Butcher. 3. E. gyrt間前ticaThrondsen. 4. E. 
eupharyngea Moestrup佃 dNorris. Scale bars: 10μm. 
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Figs. 5-7. Eutrψtiella hirudoidea Butcher (strain ME-115). 5. A club-shaped cell. 6. A cell with elliptical 

chloroplasts. 7. A cell with two日agellaunequal in length. Scale bars: 10μm 
Figs. 8-10. Eutre，戸tiellagymllastica Throndsen (strain ME-57). 8. A fusiform cell. 9. A cell with a 

chloroplast containing a pyrenoid (arrow) covered by a pal'amylon cap on each side. 10. A cell w油 twoflagella 
unequa1 in length. The longel' flagellum (arrow) makes helix backwards close to the pellicle. Scale bars: 10μm 

Figs. 11-13. Eutrettiella euthaワ勾eaMoestl'up and Norris (stl'ain ME-64). 11. A fusiform cell with undulate 
outlines. 12. A cell with band-shaped chlol'oplasts. 13. A cell stained with p1'opionoca1'mine. Two pY1'enoid 
cent1'es (a1'1'ows) are composed of many small pYl'enoids. Sca1e bal's: 10μm 
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一方，短鞭毛は体長のほぼ 2/3の長さで，前方にのび，

小さく波打つ。核はほぼ球形で，径5μm，細胞の中央

部か，やや尾部よりにある。限点の大きさは3μm，粘

液体は小さくて穎粒状，パラミロン粒は卵形あるいは

長円形で小さL、。外皮の条線はラセン状に巻いてL、る。

貯胞の底部側方に 1個の収縮胞がある。

培養株 :ME・54-57(多摩川河口， 1991年3月10

日)， ME・96-98(神奈川県横浜市横浜港， 1991年7

月25日)， ME・121-123(東京都中央区晴海埠頭，

1992年8月10日)。

タイプ産地:オスロフィヨルド(ノルウ zー)。

分布:ノルウェー，日本。

ME・54-57，ME・96-98，ME・121-123の10株の藻

の観察結果はThr.ondsen(1969)の原記裁や斉藤(1984)

の報告とほぼ一致していた。 ME・54-57，ME-

121-123株の藻と ME・96-98株の藻では若干の差異

がみられ， ME・96-98株の葉緑体のほうが円盤状ま

たは葉状になりやすい傾向がみられた。

今回，東京湾内の横浜港，多摩川河口および晴海埠

頭の 3地点で本種を採集できたが，それ以外に鶴見川

河口でも1985年9月に出現し小規模な赤潮を形成して

いた(筑波大学井上勲氏が採集)。

3) Eutreptiella eupharyngea M.oestrup and N.orris in 

Walne et al.， Phyc.ol.ogia 26: 110. f. 1-32. 1986. (Figs. 4， 

11-13) 

遊泳中の細胞は紡錘形で，長さ 30-52μm，幅 7-

11μm，その側面は波打っている。細胞の頭部は幅が

あまり細くならず，先端は載頭形をしている。遊泳し

ていない細胞は変形運動が著しく，細胞の形や大きさ

が変化するが，遊泳中の細胞はあまり変形運動をしな

い。葉緑体はりボン状で，その一端にピレノイドがあ

り，さらに，幾つかの葉緑体のピレノイドがあっまっ

てピレノイド・センターを形成する。ピレノイド・セ

ンターは2個で，核の前後にそれぞれ 1個ずつある。

しかし，古くなった培養物では，ピレノイド・センター

がこわれ，葉緑体が離ればなれになった細胞が多くみ

られた。 2本の不等長の鞭毛のうち，長鞭毛は体長の

1-1.5倍，短鞭毛は体長の約 1/2の長さで，共に細胞

の前端付近で波打つことが多い。核はほぼ球形で，径

5-8μm，細胞のほぼ中央部の側面にあることが多い。

眼点の大きさは3μm，粘液体は小さくて穎粒状，パラ

ミロン粒は長円形で小さい。外皮の条線はラセン状に

巻いている。収縮胞は観察出来なかった。

培養株 :ME・62-64(神奈川県横須賀市佐島港，

1991年4月24日)， ME・65-69(神奈川県鎌倉市腰越

漁港， 1991年 5月初日)， ME-79-82 (茨城県目立市

久慈漁港， 1991年 7月5日)， ME・83-86(茨城県目

立市川尻港， 1991年 7月5日)， ME-119-120 (東京

都中央区晴海埠頭， 1992年 8月10日)。

タイプ産地:コリングフィヨルド(デンマ-?)

分布:デンマ-?，アメリカ，日本

本種は18株が関東沿岸の 5地点から得られており，

いずれの株の観察結果も Walneet al. (1986)の原記事t

によく一致していた。今回の採集地点のうち，佐島港

および腰越漁港においてはともにパッチ状の赤潮を形

成しており，海水をところどころ緑色にかえていた。

また，晴海埠頭では本種および Eutreptiellagymnastica 

が優占種となっており，海水がうすい緑色をしていた。

終わりに，本研究をするにあたり援助くださった日

本大学農獣医学部生物学研究室の山岸高旺教授および

大島海一助教授にお礼を申上げる。
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鯵坂哲朗:オース卜リア・ウィーン自然史博物館に所蔵されている Grunow

の木ンダワラ類標本

Tetsuro Ajisaka: Grunow collection of Sargassum deposited in the herbarium of 

Naturhistorisches Museum Wien in Austria 

Tetsur'O Ajisaka， Fi.酬妙 'OfAgriculture，均的 Universiゆ，め岬'， 606Japan

すでに北海道大学の吉田教授(yoshida 1987)によっ Frederike大公とも知り合っています。また，音楽を

て報告されていますが，オーストリア・ウィーンの自 愛好し，楽器も得意で，登山家でもあり，語学にも秀

然史博物館(NaturhistorischesMuseum Wien， W) (Fig でていたそうです。

1)には，膨大な量の褐藻ホンダワラ類標本が保存さ 1885年の59歳のとき彼は大採集旅行の計画を立て，

れており，これらの標本をもとにして Grunow(1915， スエズ，アレキサンドリア，コロンボ，カリフォルニ

1916)はホンダワラ属のモノグラフを記載しました。 ア，ホノルル，ニューカレドニア，シドユー，オーク

しかし，我々は彼のことについてあまり知見をもって ランドなどで自ら採集していますが，大部分の海藻標

いませんしこれらの標本については，山田幸男先生 本はニューカレドュアで採集したものです。それまで

が1928年の外国留学時代の思い出として回想録 は探検隊の採集晶を研究材料にすることが普通であ

(1979)に記されていることと，また，その一部である り，実際に彼のように自ら熱帯地域でホンダワラ類を

Bacか'Ophyc凶亜属についての先述の Yoshida(1987)の 採集した研究者はいませんでした。ウィーンの博物館

ノートがあるだけです。その他の亜属については詳し に所蔵される彼のホンダワラ標本は， 3，129枚もある

く調べられた報告はまだありません。 そうです。 1914年3月17日に88歳で亡くなっています

著者は1989年と1992年の 2固にわたって本博物館を が，ほぼ40年間にもわたる研究成果として先述のホン

訪問し，織物部門の研究者である Passauer博土の手 ダワラ属のモノグラフが出版されたのは残念ながら彼

助けによって，これらの標本を詳しく調べる機会を得 の死後でした。

ましたので，これを機にGrunowの人となりやそのホ ホンダワラ属の分類体系は Ag訂ぬ(1889)によって

ンダワラ類標本について御紹介いたします。 ほぼその基本が完成し， Grunowやその後の研究者た

博物館発行の Grunow自身と彼の標本に関する ちもそれにならっています。特に彼の研究で目だつの

Rechinger博士の紹介文2編， Grunow自筆の手紙 は，ホンダワラ類のそれぞれの種にたくさんの変種を

(Apr. 18， 1884)とH球anssonによるその現代文訳(ド 新たにつくったことです。東京学芸大学の真山博士に

イツ語)の計4通のコピーが著者の手元にあります。 よりますと，彼はケイソウ類についても多くの変種を

それらによりますと， Albert Grunowは， 1826年11月 記載したそうです。ウィーンの博物館に所蔵されてい

3日にベルリンで老鉄道員の長男として生まれまし る標本も，その大部分はそのときの記載に使われた原

た。優秀な成績で学校を卒業するや，ウィーンの南東 標本にあたります。彼の死後出版されたモノグラフに

30kmにある Berndorfe ~、う町の金物工場の化学者と は図版がなくて記述のみでしたので，後生の分類学者

して， 1851年 (25歳)から1901年 (75歳)まで働きま たちには彼の新変種の実態を理解することがなかなか

した。その仕事の合間の自由な時間と引退後亡くなる 困難でした。しかし，ここの標本室にはこれらの原記

直前までの時聞を自然科学の研究(主にケイソウ類と 載の標本についての彼の意見や，葉・気胞・生殖器床

ホンダワラ類の分類学的研究)にささげました。彼は などのスケッチ (Fig.2)が彼の自筆で書き込まれてい

幼少の頃からカプトム・ン，蝶や鉱物の収集を始め，し たり，彼が参照した Ag釘 dh(1889)や Greville(1848) 

だいに植物，特に藻類であるケイソウ類とホンダワラ などのスケッチの模写がたくさん残されており，それ

類に輿味をもつようになりました。友人である宮廷天 らがきちんと標本と同じく通し番号をつけて整理して

文学者Schwabe(1843年に太陽の黒点の周期性を発見 ありますので，ここにくれば彼のつくったホンダワラ

した)の取り持つ縁で，この地方の藻類収集家である の変種に関する考えがよくわかり，研究の手助けにな
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Fig. 1. Naturhistorisches Museum Wien， Austria 
Fig. 2. Grunow's sketch in出especimen of Sa伊 ssumsiliqulosum J. Agardh 

ると恩われます。 特に彼は慎重に形態の変異を観察し 文 献

ていますし，生殖器床の雌雄性にも注意をはら ってい

ます。ホンダワラ類のほとんどを占めるホンダワラ亜

属の種は世界の熱帯・亜熱帯地域に分布し， その形態

変異が著しいために分類が未だに困難な状況にありま

す。将来は DNA分析などによ って種の区分が明確に

なると思いますが， 現在はそれぞれの種を区別できる

形態学的変異の範囲を明らかにすることが重要である

と考え，地理的 ・生態的に異なる個体群ごとの変異の

i隔を調べたり，生長段階による変異のi隔を調べる研究

を進めています。このため， Grunowの仕事によって

得られた知見は貴重であり，大変参考になります。
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重E藻に関する徴細構造を含めた形態学的特徴や，生 ( cyanobacteria)として扱い，分類の基本単位として培

理・生化学的情報が増え，また培養技術が進み，伝統 養株(c1one)を用いようという Stanierら(St阻 ierand 

的な形態分類学だけではこの生物群の分類をすること Cohen-Bazire 1977; Stanier et al. 1971， 1978)の細菌学

ができない現状である。一方では分類学や生態学の専 的な分類方法を比較し，それぞれの問題点を挙げてい

門家のみならず，実験生物学者も藍藻を材料とした研 る。その上で，伝統的な植物学的分類方法を用い，ま

究を盛んに行う様になるに至って，現在までの知識を た分類群の概念や命名も植物命名規約に従っている。

取入れた，論理的で分かりやすい新しい藍藻の分類体 従って属名の出発点は，非糸状体(小球体)の藍藻で

系が多方面から望まれていた。そこで， 1983年に聞か はLinne(1753)のSpeciesplantarum，糸状体の藍藻で

れた第9回国際藍藻研究会(IAC)シンポジウムで，最 は Gomont(1892)および Bornetand Flahau1t (1886-

近の知識を反映させて藍藻の分類をより発展させよう 1888;植物命名規約第13条により，出発点は1886年 1

という討議がなされ，それを受けて， K. Anagnostidis 月 1日)である。

(ギリシャ，アテネ大学)と J.Komarek (チェコスロ monothetic原則に従い，分類の基本単位を種として

パキア，植物学研究所)は， 1985年から1990年にかけ いる。また属の捉え方にも 2通りあるが， r大きな」

て， rModern approach to the c1assification system of 属ではなく， r小さな，不明瞭でなし、，限定された」

cyanophytesJを5編， 400頁の論文として発表した 属を選び，将来は属として区別できるかも知れないが，

(Anagnostidis and Komarek 1985， 1988， 1990; Komarek その基本的証拠がまだ不足している場合に亜属を用

組 dAnagnostidis 1986， 1989)。この論文では， Geider い，多様な種の区別をつけやすい場合には節も用いて

(1925， 1932， 1942)に代表される伝統的分類体系に変 いる。種内分類群としては変種と品種のみを用いるが，

わるものとして，藍藻の新しい分類体系を作る上での 両者の差は量的なものと考える。

著者らの基本的な考え方が示され，属以上の階級のい この分類では，過去に記載された種の正当性を評価

くつかの分類群について，最新の知識を交えた比較検 し，また新しく分類群を設立するに当たっては，著者

討が行われている。 らの経験と合わせ次のデータを検討している。

序 論

最も一般的な， Geider (1925， 1932， 1942)に代表さ

れる伝統的分類方法と，タイプ標本の再検討を行い，

種の幅を広く捉え，分類群の数を徹底的に減らした

Drouetら(Drouetand Daily 1956; Drouet 1968， 1973， 

1978， 1981)のecophene的分類方法，それに，藍藻を

藻類としてでなく細菌類の一群，藍色細菌類

1.分類の基本的骨格として用いる以下のモノグラ

フ。

Bornet and Flahault (1886-1888)， Gomont (1892)， 

Geider (1925， 1932， 1942)， Elenkin (1936-1949)， Holler-

bach et al. (1953)， Desikachary (1959)， Starmach (1966)， 

Kondrateva (1968)， Bourrelly (1970)。

2.新分類群や，分類群の修正に関する，様々な出

版物で発表された論文。

3.藍藻細胞の徴細構造を扱っている論文。
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4.様々な種や属の形態学的，生化学的，環境生理

学的変異や生殖過程等について情報を提供してくれる

実験的研究。

5.藍藻の化石に関する研究論文。

藍藻の生殖方法を表す術語については，若干の説明

を付け加え，いくつかの術語については新しく日本語

訳を設けた(+印)。

i )通常の(二)分裂:細胞分裂が互いに垂直なし

2または3の面で行われるか，それ以上の面で行われ

るか等，分裂方法は多くの属で安定した特徴である。

細胞分裂の型は，偽糸状体や偽柔組織を作るという進

化の傾向と関係があるので，属より上の階級の特性と

みなしている。

u)徴胞子+(nanocytes) :特別の生殖細胞が内生的

に発達するのではなく，細胞が連続的またはほとんど

同時に分裂して娘細胞が形成され，分裂様式は基本的

に二分裂と変わりがない場合，このようにして形成さ

れた娘細胞を徴胞子(n姐 ocytes)という。徴胞子の分

裂様式は属より上の階級の分類に用いられる。徴胞子

のうち特に滑走運動をするものを動徴胞子 (plano-

cytes)，滑走運動のないものを不動徴胞子+(monocytes) 

と区別している。またこの定義は単細胞性のPロオコ

ックス目のみならず多細胞性のスチゴネマ自にも適用

されている。

出)外生子+(exocytes): Chan蹴 siphonaceaeで，直

立する細胞(体)において，その長軸に対して垂直(横)

の面で細胞の上部が不均等に分裂して形成されるか，

または不均等に分裂した細胞がさらに多面的に分裂し

て形成される細胞をいう。

iv)連鎖体(hormogonia):トリコーム主軸または分

枝の先端から遊離する数細胞からなる小体で，運動性

を示す。

v)不動連鎖体(hormocytes):連鎖体と同様に形成

されるか，あるいは壊死細胞+(necridic cells)を介在

して形成され，連鎖体と同様の構造を持つが運動性が

ない。

vi)厚膜連鎖体(hormocystes):層状の輸に包まれ

た不動の連鎖体で，連鎖体や不動連鎖体とは区別して，

多細胞のアキネートと見なしている。

以下に目および科と亜科の特徴を記述し，各科(亜

科)内の属を列挙する(属のうち，再検討を要する属

に*培養でのみ知られている属に判がつけられてい

る)。新しくこの論文中で発表されたり，訂正された

りした科，亜科，属については，やや詳しく記述する。

Pロオコックス目 Chroococcales Wettst. 1924 

細胞は単独で生育するか，群体か偽柔組織または偽

糸状体を形成する。細胞はトリコーム，異質細胞，ア

キネートをつくらない。通常は主に二分裂による単純

な細胞分裂をし，条件によっては外生子や徴胞子を形

成する。

(1) Microcystaceae Elenk. 1933 

単細胞または粘質性群体。細胞分裂は 1方向または

互いに垂直な 2または3面で起こる。細胞は次の分裂

開始前に元の大きさにまで生長する。時に徴胞子を形

成する。

(i) Aphanothecoideae Kom. et Anagn. 1986 

細胞は卵型または円筒形，単独で生育するか粘質性

の群体を形成するが偽糸状体は作らない。分裂は細胞

の縦軸方向に垂直な面で起こる。時に徴胞子を形成す

る。

Anacystis Menegh. 1837宍Apho.notheceNag. 1849 nom. 

cons. (syn.: Coccochloris Spre珂・ 1807);匂刷obacterium

Rippka et Cohen-Bazire 1983**; Cyanobium Rippka et 

Cohen-Bazire 1983円。'anodic，砂on Pasch. 1914; 

Cyanograni・SHind. 1982; Cyanonψhron Hickel 1985; 

Cyanothece Kom. 1976; Gloeobacter Rippka et al. 1974糾;

Glo副知eNag. 1849; Lemmermanniella Geitl. 1942 (syn.: 

Lemmermannia Elenk. 1933); Litho印刷sErceg. 1925; 

Radiocystis Sk吋a1948 

(ii) Synechococcoideae Kom. et Anagn. 1986 

細胞は卵形，円筒形または紡錘形(稀に長卵形)， 

単独で生育するか，粕質性群体か両極同形の偽糸状体

をつくる。細胞分裂は細胞の縦軸方向に垂直な面での

み起こる。徴胞子を形成しない。

Alternantia Schill. 1954*; Bacularia Borzi 1905 (syn.: 

B匹 H紛争hon Copel. 1936); Catella AIvik 1934円。'anocatenaHind. 1975; Dzensia Voronich. 1929; Joho.n-

nesbψtistia De Toni 1934 (syn.: Cyanoth巾 Gardn.1927， 

Heterohormogonium Copel. 1936); Myxobaktron Schmidle 

1904; Rhabdoderma Schmidle et Lauterb. 1900; Rhab-

dogloea Schrod. 1917 (syn.: Daゆ'lococcopsisH卸 sg.1888 

sine typo); Romeria Koczw. in Geitl. 1932 (syn.: Cam-

pylotゆ iumHortob. et Hilliard 1965 incl.);・Synecho抑制

Nag. 1849; Tetrar，即 Sk叩 1932*;Tubiella Holle也 1934;

陥均ellaClaus 1963 * 

“Dactylococcopsis Hansg. 1888"とL、う属名は，この
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属の lectotypeである D.rup.町 trisが緑藻であるため，

用いることができなし、。従来この属に含まれていた種

のうち，細胞が必ず粘質中にあって群体を形成するも

のは Rhabdogloeaに，単独で生育するものは A今IX-

obaktronに移される。

。ii)Merismopedioideae (Elenk.) Kom. et Anagn. 1986 

細胞は通常球形，稀に倒卵形または卵形，単独で生

育するか，偏平または球形の群体を形成し，群体中で

ー列か不規則に並ぶかまたは表面に並ぶ，粘性の柄を

持つ場合がある。細胞分裂は互いに垂直な 2面，また

は群体の表面に対して垂直な面で起こる。時に徴胞子

を形成する。

Aphanocapsa Nag. 1849; Chroostipes Pasch. 1914*; Coc-

copedia Troick. 1922; CoeloゆhaeriumNag. 1849; Gom-

phosphaeria Kutz. 1836 (syn.: Woronichinia Elenk. 1933 

incl.， Snowella Elenk. 1933 incl.); Merismopedia Meyen 

1839 (syn.: Agmenellum Brゐ.1839， Gonidium Ehrenb. in 

Menegh. 1849， Pseudoholopedia [Ryppova] Elenk. 1933 in-

c1.); Microcrocis P. Richt. 1892 (syn.: Holopedia Lagerh. 

1892);秒間chocystisSauv. 1892 

A々.gm四 elltルumとMゐensmoψ'pe，袖dゐz悶aは同じ年に発表されたの

でで、 sy刊n叩。叩nymでで、あるが，前者は実験科学者達に使われ

る場合が多く，後者の方が一般的である。

(iv) Microcystoideae Kom. et Anagn. 1986 

細胞は球形，不規則に並んで粘質性群体を形成する。

細胞分裂は互いに垂直な 3面で生じる。時に徴胞子を

形成する。

Eucapsis Clem. et Shantz 1909; Gloeocapsa K凸tz.1843; 

λI!icrocystis Kutz. ex Lemm. 1907 nom. cons. (syn.: 

D砂locystisTrevis. 1848， Anacystis Menegh. sensu Kutz. 

1894， Polycystis Kutz. 1894， Clathrocystis Henfr. 1956， 

Microhaloa Kutz. sensu Rabenh. 1865) 

AphanocapsaとMi・croりなtむは，粘質体内に不規則に並

ぶ細胞の密度の違いによって区別されていたが，前者

においては 2面，後者においては 3面で分裂が起こる

ことがわかってきた。

(2) Chroococcaceae Nag. 1849 

細胞は球形，卵形，半球形または不定形，単独で生

育することは稀で通常群体を形成する，次の分裂前に

元の形まで生長することはない。群体を含む粘質は，

柔らかく均質であるか，固く多層である。細胞分裂は

3またはそれ以上の面で起こる。徴胞子を形成しなし、。

Chroococcus Nag. 1849; Cyanokyb山 Schill.1956; Cyanosar-

cina Kovぷ. 1986 provis.; Gloeocapsopsis Geitl. 1925; 

Pseudocapsa Erceg. 1925 

(3) Entophysalidaceae Geitl. 1925 

細胞は初めほぼ球形，後に不定形，球形または長く

伸びた不定形粘質中に不規則ないし放射状に並んで極

性のある群体を形成する。粘質膜(鞘)は微かまたは

しっかりしている。細胞分裂は次々に違う面で起こる

か，または発達した群体では放射状に並んだ細胞に垂

直な面で起こる。時に不動徴胞子を形成する。

(i) Entophysalidoideae Kom. et Anagn. 1986 

細胞は初めほぼ球形，後に不定形，個々に粘質膜(翰)

を持つ，列をつくって球形または不定形の群体を形成

する。細胞の並び方は不規則，または縁辺部で・放射状

かつ密に並ぶことが多い。

Chlorogloea Wille 1900; Cyanodermat出 mGeitl. 1933; En-

to戸紗'salisKutz. 1843; Lithocψsa Erceg. 1925*へPa町ra広c四aψ，psa

Nau山叩m訂m瓜n.192匁24*民本へ H￥恥加町仰'omaS紬ch。叩u山sb版o田e1876民*へ p.ん'se帥 n附印り蜘y吋s

Geitl. 1ω925 

(ii) Siphononematoideae (Geitl.) Kom. et Anagn. 1986 

細胞は初めしばしば根俸状， しばしば個々に粘質膜

(翰)を持つ，後に多列多層の群体を形成する。群体

は球状，または長く伸び，しっかりした粘質体である。

古い群体で不動徴胞子を形成する。

Siphononema Geitl. 1925 

SiphononemaはGeitlerによって 1属よりなる独立し

た科 Siphononemataceaeに置かれていたが，その生活

環は EntopわIsalisと閉じであるので Entophysalidaceae

の亜科 Siphononematoideaeとして扱われている。

(4) Chamaesiphonaceae Borzi 1882 

細胞は極性を示し基部で着生する，単独，または層

状体あるいは極性を持つ偽糸状体(ー列細胞)を形成

する。細胞分裂は連続的またはほとんど同時に，長軸

(縦軸)に垂直な面で起こるか，または細胞上部では

多くの違う面で起こる。偽糸状体では先端の細胞だけ

が時には次々と分裂し，藻体から遊離する(外生子に

よる生殖)。輸は粘質か固く多層，稀に非常に薄く微

かにしか見えなL、か基部にだけ残っている。
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Astalatia Erceg. 1927*; Chamaecalyx Kom. et Anagn. 1986 か(後に)不定形の群体を形成する。細胞分裂は連続

(syn.: Dermocartella sensu Waterbury et Stanier 1978); 的に，様々な方向の分裂面で不規則に起こり，時に(古

Chamaesithon A. Br. et Grunow 1865 (syn.: 、塊において)徴胞子が形成される。鞘は通常薄く，

Sthaerogonium Rostaf. 1883， Godle印刷'ajancz. 1884 pro 固く，稀に粘質，時に多層である。

sectio， Hyellococcus Schmidle 1905， Chamaesi旨honotsisF. E. Chroococcidiotsis Geid. 1933; Chroococcidium Geid. 1933 

Fritsch 1929 inc1.); Clastidium Kirchn. 1880; Cyanothanon (syn.: Gloeocatsidium Geit1. 1935 nom. nudum); Chroococ-

Geit1. 1955; Geitlerihιtron Kom. 1975; Rhodostichus Geid. cotsis Geit1. 1925; Etilithia Erceg. 1932*; .A今Ixosarcina

et Pa叫.1931; Stichos桝onGeit1. 1931 Printz 1921 (s戸.:Endostora Gardn. 1927); Xenococcus 

Thur. 1875 (syn.: Der明ocaψaCrouan 1858 pro typo p. p.， 

(5) Dermocarpellaceae Ginsb.-Ardre ex Ch耐.1980 

細胞は球形または長く伸びる，極性を持ち基部て着

生する，単独で生育するかまたは群体を形成する。細

胞全体が分裂を繰り返し多数の徽胞子をつくる。徴胞

子は粘質性の膜から放出される。粘質膜(輸)は固く，

多層のことが多い。

。刷ocystisBorzi 1882 (syn.: Dermocaψa Crouan sensu 

auctt. post. sine typo， p.p.); Dermocaψlla Lemm. 1907; 

Stanieria Kom. et Anagn. 1986 (syn.: Dermocaゆ'asensu 

Waterbury and Stanier 1978) 

“Dermoca脚"とL、う属名は混乱してL、る上にタイプ

標本には数種混在しているので無効である。

従来，“Dermocaψa"に分類されていたいくつかの種

のうち，始めの分裂が細胞の縦軸に垂直に生じ，下部

の細胞は分裂せず，上部の細胞が次々とまたは同時に

分裂し，多数の娘細胞(外生子)を形成するものを

Chamaesiphonaceae (前項)とし，細胞全体が分裂す

るものは， Dermocarpellaceaeとしている。

従来の“Dermoca脚"に分類されていた種のうち，上

部の細胞で分裂が起こるものを“Dermocaψella"とする

研究者もあるが，この属は細胞全体が分裂を繰り返す

ことを特徴としている。それで，上部の細胞だけが分

裂するものを新属 Chamaecalyx(Chamaesiphonaceae)と

している。

細胞が極性を持ち，基部で着生し，細胞全体が多数

の細胞に分裂するものは CyanocystisBorzi 1882で，細

胞が極性を持ち，細胞全体が分裂する点は共通するが，

始めの分裂が横方向である属は，DermocaゆellaLemm. 

1907である。また，細胞が球形で，極性を持たず，

細胞全体が分裂して多数の徴胞子を形成するという特

徴を持つものを StanieriaKom. et Anagn. 1986として

いる。

nomen ambiguum) 

Chroococcid坤sis:極性を持たない細胞が次々に様々

な方向に分裂し，不動徴胞子を形成する。今後，多く

の種が発見されると予想される。

地Ixosa町i間:細胞は球形，塊状の極性のない群体を

形成する，多面的に分裂して次の分裂まで元の大きさ

に戻らない。時に動徴胞子を形成する。

“地JXosavcina"とされていたもののうち，徴胞子を

全く形成しない種はのanosarcina(Chroococcaceae)へ
移すべきである。

(7) Hydro∞ccaceae Kutz. 1843 

細胞は様々な形を示し，多少極性を持つ，単独で生

育することは稀，不規則に並ぶかまたは縁辺部で規則

的かつ放射状に並び，偽柔組織か，糸状柔組織+

(nematoparenchymatous)または偽糸状性の群体を形

成する。細胞分裂は主として一方向の面で起こるか，

場合によっては世代と共に分裂面を変えて起こり，先

端部の細胞においては時に早い自発的な分裂が起こり

徴胞子をつくる。粕質膜は大抵聞く，通常多層である。

(i) Pascherinematoideae (Geid.) Kom. et Anagn. 1986 

-列細胞からなる偽糸状体をつくり，その基部細胞

で着生し，極性を示す。細胞分裂は偽糸状体の軸方向

に垂直に起こる。先端部の細胞は分裂して徴胞子とな

る。徴胞子は後に堅い粘質膜から放出される。

このE科についての情報は乏しい。

P出 chen・財閥 DeToni 1936 (syn.: Endonerna P剖ぬ.1929)* 

(ii) Solentioideae Kom. et Anagn. 1986 

群体は不規則に時々分枝する粘質体で，偽糸状体を

形成する。細胞は偽糸状体内で互いに離れて並び，藻

体の頂点にしか存在しないこともある。粘質膜は薄い

(6) Xenococcaceae Er'αg. 1932 が明瞭，または水溶性，多くの場合層状である。時に

細胞は球形，多角形または不定形，単独で生育する 徴胞子を形成する。
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Cyanostylon Geitl. 1928 (syn.: Homwthece Jao 1944 incl.， 

Stilocapsa Ley 1947 incl.); Hormathonema Erceg. 1929; 

Solentia Erceg. 1927 

(iii) Podocapsoideae (Erceg.) Kom. et Anagn. 1986 

群体は極性を持つ細胞の塊で構成され，岩石着生か

岩石内生である。栄養細胞は通常洋梨形で，稀に卵形

か球形または不定形である。始めの細胞分裂は細胞長

軸に対して垂直だが，後に末端部では縦に分裂し，基

質表面に近い部分は徴胞子を形成する。徴胞子は球形

である。輸は層状である。

Cyanos，町叫sLukas et Golub. 1981; Ercegovicia De Toni 

1936 (syn.: Brachynema Erceg. 1931)*; Podocapsa Erceg. 

1931* 

(iv) Hydrococcoideae Kom. et Anagn. 1986 

細胞はやや規則的または不規則に伸び，列状に並ん

で糸状柔組織様または偽柔組織様群体を形成する，特

に縁辺部において列状に並ぶ。細胞分裂は様々な方向

に不規則に起こるか，または伸長した細胞(及び偽糸

状体)の縦軸にほぼ垂直な面で起こる。時に徴胞子が

形成され，後に粘質膜(鞘)から放出される。輸は固

く，薄い。

均d町 oc，印 sKutz. 1833 (syn.: Oncobyrsa Menegh. 1842 

p.p.， Askena抑 Mob.1887); Hyella Born. et Flah. 1888; 

の生長点を持つ場合と，そうでない場合とがある。ま

た，連鎖体を形成する際に壊死細胞が生じる場合とそ

うでない場合がある)，糸状体(輸の中のトリコーム

の数等)，細胞隔壁のくびれ，連鎖体と不動連鎖体，

トリコームと連鎖体の運動性の有無，頂端細胞と頂冠

(カ担プトラ)の形態，輸の有無，藻体の形態，細胞

内の徴細構造(チラコイド，穎粒)，ガス胞の有無，

生理学的及び生化学的な特徴，色素(色素組成の安定

性)及び色彩的適応(choromaticadaptation)，細胞の大

きさ，生態と地理的分布，自然界での形態的変異，培

養下での形態的変異，等である。

(1) Borziaceae Borzi 1914 

トリコームは短い， しばしば数珠形，壊死細胞なし

で分断する，直径は 11μmまで，鞘を持たないか，

またはやや幅の広い粘質性の輸を持つ，場合によって

僅かな運動性を示す，単独で生育するか，または集合

して非常に薄い層を形成する。細胞は短い円筒形か亜

球形，全てが分裂能力を持ち，次の分裂前に元の大き

さにまで生長する，ガス胞を持たない，周辺部にチラ

コイドを持つ(? )。生殖は連鎖体または不動連鎖体

による。

Borzia Cohn ex Gom. 1892; Komvophoron Anagn. et Kom. 

1988; Sinaiella Gruia 1965* 

地IXO，伊lla Geitl. 1925; Nemator，邸前ia Geitl. 1925; “Ps，制 danab，酬 a"の種の中で，ほぽ球形または樽形の

Onkonema Geitl. 1933; Pilgeria Schmidle 1901*; 細胞を持つものは，Komvophoronに移された。

P加 rocapsaThur. ex Hauck 1885 (syn.: Scopulonema 

Erceg. 1930); Radaisia Sauv. 1895; Radaisiella Geitl. 1935 (2) Pseudanabaenaceae Anagn. et Kom. 1988 

(syn.: Geitleriella De Toni 1936) トりコームは円筒形，多くの場合幅3μm以下，鞘

ユレモ目 Oscillatoriales Elenk. 1934 

典型的なトリコームを作る。 トリコームは運動性を

持つかまたは持たない，通常輸を持たないが持つこと

もある，真分枝を持たなL、，通常偽分枝を持たないが

稀に持つことがある，異質細胞やアキネートを持たな

い。細胞はガス胞を持たないことが多いが，場合によ

っては持つ。生殖は連鎖体，または不動連鎖体により，

稀に動徴胞子を形成する。

ユレモ自の科や属の分類にあたり考慮される特徴

は，細胞分裂(分裂した細胞が次の分裂までに元の細

胞の大きさまで生長する場合ι細胞分裂が非常に早

く行われ，一つの分裂が終わらないうちに次の分裂が

始まる場合がある)， トリコーム(トりコームが特別

を持たないものが多いが，輸を持つ属もある，偽分校

を持たないか，鞘を持つもので偽分枝を持つ場合があ

る，運動性を示す場合があるが，旋回運動はしなし、，

単独で生育するか，または束状か薄いマット状の団塊

を形成する。細胞は全て分裂能力を持つ，次の分裂前

に元の大きさにまで生長する，ガス胞を持たないか局

所的に持ち，縁辺部にチラコイドを持つ。色彩的適応

がある。生殖は連鎖体，または不動連鎖体による。細

胞壁に電子顕微鏡レベルの穴が配列する。

(り PseudanabaenoideaeAnagn. et Kom. 1988 

トリコームは運動性を示し，通常輸を持たないが，

時に薄い粘質性の輸を持つ，また，培養下で薄い輸を

つくる場合がある，偽分校を持たなL、。生殖は連鎖体

による。ガス胞は時に細胞先端部にできる。
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Pseudanabaena Lauterb. 1915 (subgenera: Pseudanabaena， 

説明仰aAna伊・ etKom. 1988， Ilyonema Anag. et 

Kom. 1988); RomeTIa Koczw. in Geitl. 1932? 

(ii) Limnotrichoideae Anagn. et Kom. 1988 

トリコームは不動，輸も偽分校も持たない。生殖は

不動連鎖体による。ガス胞は通常無いが，細胞の先端

部か中央部に局在することもある。

Arthronema Kom. et Lukav. 1988; Jaaginema Anagn. et 

Kom. 1988*; Limnothrix Meffert 1988; Palikiella Claus 

1962* 

Arthronema :トりコームを形成する細胞の数は限ら

れていて，大抵160細胞以下である。細胞は非対称的

に分裂することがある。壊死細胞を形成しない。細胞

周辺部にチラコイドを持つ。

J時 in仰:トリコームは多少波うつ，直径 0.5-

3pm，先端は漸次細くなることはあるが頭状になるこ

とはない，単独ないし多数からまり合って生育する。

細胞は円筒形である。壊死細胞を形成しない。

L抑制thrix:トリコームは隔壁でくびれないかまた

は少しくびれ，直径 1-6μm，両端で細くならない，通

常鞠を持たないが時に薄いものを持つ。細胞は先端ま

たは中央部にガス胞を持ち，多くの場合細胞周辺部に

チラコイドを持つ。色彩的適応としてフィコシアユン

とフィコエリトリンの比率を変えることができる。

(iii) Leptolyngbyoideae Anagn. et Kom. 1988 

トリコームは不動，直径最大4μmまで，時にしっ

かりした輸に包まれた糸状体を形成する，稀に偽分校

を持つ。生殖は連鎖体による。ガス胞は無い。

Leibleinia (Gom.) L. Hoffm. 1985; Lψtゆ習byaAnagn. et 

Kom. 1988; Planktolyng切 Anagn.et Kom. 1988 (syn.: 

Lyngbya subg・LimneticaeForti 1907) 

Lei・bleinia:糸状体は波打つ，直径1.5-12μm，始め側

部全域で基質に着生し，後に両端は基質から離れて伸

長する，単独で生育する。トリコームは常に鞘を持ち，

運動性を示さなし、。不動連鎖体は側部で基質に着生し，

その両端から生長する。他の性質はLψωlyngbyaと同

じである。

Lψtolyngbya :トリコームは直径0.5-2(-3)μm，多少

湾曲し，隔壁部に微かなくびれを持つ，直径と同じか

やや長い細胞からなる，先端で頭状にならない，ほと

んど不動，時に培養下で鞘を形成することがある。細

胞は偽分校を出す，ガス胞と穎粒を持たない，細胞周

辺部にチラコイドを持つ。フィコピリンの比率は変化

する。生殖は壊死細胞無しにできる不動連鎖体あるい

は微かに揺れる連鎖体による。糸状体は薄膜状に集合

する。

Planktolyngbya :糸状体はまっすぐないし多少螺旋状

に曲がる，単独で浮遊生活をし，先端で細くならない，

頭状にならない，薄いしっかりした無色の輸を持つ，

極稀に偽分枝を持つ。

(3) Schizotrichaceae Elenk. 1934 

糸状体はやや両極異形，常に頂端部分で輸は閉じて

いるないしそれ以上のトリコームを持つ，偽分枝

は無いが糸状体が分かれたり融合したりする，皮殻状

または層状の群体を形成する，稀に房状集合体をつく

る。トリコームは不動，両極同形。細胞は全て分裂能

力を持ち，次の分裂までに元の大きさにまで生長し，

ガス胞を持たず，色彩的適応は無い(? )。生殖はト

リコームの先端部から生じる連鎖体による。

Schizothrix K凸tz.ex Gom. 1892 (sect.: Schizoth巾， Inactis 

Kutz. ex Gom. 1892) 

(4) Phormidiaceae Anagn. et Kom. 1988 

トリコームは単独かまたはマット状に集合する，通

常輸を持たないが持つものもある。輸は微かまたはし

っかりしている，両端は聞き，一つの鞘中に 1本また

はそれ以上のトリコームを含む，時に運動性を示す。

いくつかの輸を持つ属では，稀に偽分枝をつくる。細

胞は先端細胞以外全て分裂可能で，次の分裂までにほ

とんど元の大きさにまで生長し，ガス胞を持たないか

稀に持つ，チラコイドはやや周辺部にあるが，たいて

い不規則な螺旋状か細胞壁に対して垂直である。色素

組成はほぼ一定で，色彩的適応はない(? )。生殖は

連鎖体，または不動連鎖体による。細胞壁に電子顕微

鏡レベルの小孔が配列する。

(i) Phormidioideae Anagn. et Kom. 1988 

糸状体は場合によって輸を持つかまたは持たない，

通常偽分校をつくらないか稀につくることもある，常

に1本のトりコームからなり，単独で生育するかまた

は群体を形成する，時に粘質性のマット状となる。ト

リコームは円筒形，運動性を示す。生殖は連鎖体(左

右の振動，滑走，波動，または回転運動を示す)によ

る。

Phormidium Kutz. ex Gom. 1892 (subgenera: Geitlerinema 

Anagn. et Kom. 1988， Gomontinema Anagn. et Kom. 
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1988， Phorm凶 <m，Ha時 irgiaAnagn. et Kom. 1988); 

Planktothrix Anagn. et Kom. 1988 (syn.: Oscillatoria sect. 

Proli.ficae Gom. 1892); POゆhyrosiponKutz. ex Gom. 1892; 

Proterendothrix W. et G. S. West 1897*; Pseudophor-

midium (Forti) Anagn. et Kom. 1988;今mplocaKutz. ex 

Gom. 1892 (syn.: Cym叫yd:刷用 Copel 1936 incl.); 

Trichodesmium Ehrenb. ex Gom. 1892 (syn.: Pelagothrix 

Johs.-Schmidt 1901 incl.， Haliarachne Lemm. 1899 incl.， 

Skujaella De Toni 1938， Xanthotrichum Wille 1893， 

Heliotn.chum Wille 1893); Tychonema Anagn. et Kom. 

1988; Yonedaela Umez. 1962 (syn.:やhaeronemaUmez. 

1961) 

Oscillatoria， Phormidium， Lyngbyaは伝統的に輸の有無

等によって分類されていたが例外が多く， 7.111の特徴を

考慮する必要が指摘されてきた。これらの属には異質

な分類群が混在していることは早くから言われてきた

が，大幅な修正が加えられ，多くの種が Leptolyngbya，

Planktolyngbya， Lei・bleinia，Jaaginemaに移された。

Phormidium トりコームは僅かないし強く波うっ

か，不規則な螺旋状，通常隔壁でくびれないが僅かに

くびれる場合もある，直径 1-12f1m，運動性を示す，

偽分校を持たなL、。 トリコームの周囲に輸が形成され

るかどうかは環境条件に左右される。輸は硬く， トリ

コームに密着し，層状ではなL、。細胞は次の分裂が起

こる前にほぼ元の大きさに生長する，ガス胞を持たな

い。連鎖体は長めで，トリコーム先端部で形成される。

藻体は大きなあるいは多少小さな広がりの薄い集合

か，または凝集してしっかりと結合して皮状の広がり

となる。この属には“0・rcillatoria.に含まれていたかな

りの分類群が移される。

Planktothrix :トリコームは単独で，まっすぐか多少

曲がる，通常隔壁で僅かにくびれるがくびれない場合

もある，直径 3.5-10μm，長い (4mmに達する場合が

ある)，先端に向かつてやや細くなる場合とならない

場合がある，成熟期にカリプトラを持っか頂端細胞の

細胞壁が肥厚する場合が多い，通常粘質輸を持たない

が，悪条件または培養下で稀に薄い鞘をつくる，運動

性は目だたない，壊死細胞によって分離される。細胞

は長さが直径よりやや小さL、かほとんど同じで，長い

ことは稀，ガス胞を持つ。

f弘ゆhyrosiphon:卜リコームは不動，波打つ，直径6-

20μm，常に硬く厚い層状の輸を持つ。連鎖体を遊離

した輸は広がったり，螺旋形になったり，変形するこ

とが多L、。糸状体は他の藻に混在するか，または多数

密着して広がる。従来“Lyngりょに所属していた種で

多層の輸を持つものはこの属に移される。

Pseudophormidium 常に偽分枝を持つ点で他の属と

異なる。

Symploca :群体の形が直立する糸状体の束である点

が他の属と異なる。糸状体の初期は Phormidiumと同

じだが，後に束状となり，常に正の光走性を示す。

Trichodesmium : Planktothrixと似るが，放射状または

平行に並ぶ糸状体を持ち，浮遊性の群体を形成する点

で異なる。トリコームはほとんどまっすぐか曲がり，

僅かに運動性を示す，直径 6-22μm。細胞は長さと径

の等し~、円筒状，ガス胞を持つ，異質細胞を持たない

が窒素固定能を持つ。

Tychonema :トリコームはまっすぐないし少し波う

つ，単独か，稀に薄い層状となり，底生生活をするか

一時浮遊性または浮遊性，長さは 5mmに達し，直径

2-16μm，輸を持たないか場合によって薄い粘質性の

膜を持つ，偽分校を持たない，先端で細くならない，

通常運動性を示さないが僅かに示す場合もある。細胞

はほとんど全て同じ形で，直径と長さが等しい円筒形，

ガス胞を持たない，頼粒を持つ。頂端細胞は稀に厚い

壁を持っか，狭いカリプトラを持つ。フィコピィリン

組成は変わり得る。生殖は不動連鎖体による。

(ii) Microcoleoideae Hansg. 1892 

トリコームは両端の開いた輸の中に複数あり，運動

性を示す。糸状体はほとんど両極同形，稀に両極異形，

基質上に粘膜性の層状またはマット状の群体を形成す

る。輸はトリコームに密着しなL、。生殖は連鎖体によ

るo

輸と藻体の形態によって 4属に分類されるが，さら

に詳しい検討が必要である。

均dro印刷mKutz. e出xGom.lω89侶2(syn.: PO吟l;砂y広必Ichl，仙lam吋ryd:ぬum

et G. S. West 1897); Lyngbyopsis Gardn. 1927*; 

Microcoleus Desm. ex Gom. 1892; Sirocoleum Kutz. ex 

Gom. 1892 (syn.: Da抑 loeaThw. ex Gom. 1892)* 

(iii) Spirulinoideae Forti 1907 

トリコームは常に規則的な娘旋を巻く，輸を持つか

または持たない，単独で生育するか薄いマット状の群

体を形成する。生殖は連鎖体による。

ArthroゃiraStizenb. ex Gom. 1892;争irolinaTurp. ex 

Gom. 1892 

上記の 2属をひとつの属として扱う意見もあるが，
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細胞墜にある電子顕微鏡レベルの小孔の配列の違い，

頂冠(カリプトラ)の有無，運動性の強弱を考慮し，

2属を認める。

(5) Oscillatoriaceae [S. F. Gray) Harv. ex Kirchn. 1898 

トリコームは単独で生育するか，マット状または層

状に集合する，稀に束状になる，輸を欠くか，属によ

り必ず持つ，運動性を示す場合と示さない場合がある。

輸は固い，末端で閉口する。糸状体は 1ないし多数の

トリコームよりなる，稀に偽分校を作るものがある。

細胞は円盤状，分裂の盛んな部分では元の大きさに生

長する前に次々に新しい分裂が起こる，通常ガス胞を

欠くが稀に作るものもある。色彩的適応は知られてい

ない。生殖はトリコームの分断，または連鎖体による。

(i) Hormoscilloideae Anagn. et Kom. 1988 

トりコームは単独で生育する，大抵短い円筒形，輸

を持たなL、かまたは粘質性の膜を持ち，運動性を示さ

ないか僅かに示す場合がある。生殖はトりコームの分

断により生じる不動の断片による。

Camptoth市 W.et G. S. West 1897でHormoscillaAna伊-

et Kom. 1988; Kat得nymeneLemm. 1899 

Hormoscilla :トリコームは輸を持たず，長さと細胞

数が限定されている (140μmまで， 1-30細胞)。ト

リコームは壊死細胞によって分断される。

Ka勾nymene:トリコームは単独で生育する，運動性

を示さないかまたは滑走運動を示し，無色で明瞭な粘

質性の膜を持ち，湾曲または不規則か規則的な螺旋状

に捻れる，直径 10-28μm。 トリコームは不動の断片

に分断される。

(ii) Starrioideae L. Hoffm. 1985 

トリコームは単独で生育する，運動性を示さない，

輸を欠く。トリコーム断面が円形でなく，側面が平ら

な点が特徴的である。生殖はトリコームの分断によっ

て生じる不動の断片による。

Crinalium Crow 1927へのlana町山 P踊 ch.1914*; Gomon-

tiello. Teodor. 1901 *; Stama Lang 1977 

(iii) Oscillatorioideae Gom. 1892 

トリコームは単独で生育することは稀で，大抵層状

となる，輸を持っか極めて稀な特殊な条件下でのみ持

つ，偽分枝を欠くものが多いが，属によって短い偽分

枝を持つ場合がある，運動性を示す。細胞は短く，円

盤状。生殖は連鎖体による。

Bl，抑制thrixKutz. ex Anagn. et Kom. 1988; Oscillatoria 

Vauch. ex Gom. 1892; Lyng桝 G.Ag. ex Gom. 1892 

B抑制thrix:1つの輸の中に数本のトリコームを持

つ。 トリコームの直径は 8-30μm，まっすぐか曲がる。

Oscillatoria :トリコームはまっすぐか僅かに曲がる，

直径約8μm，通常鞘を持たない，肉限的な大きさの滑

らかで多層の群体を形成する。

Lyngbya:トりコームが常に絡を持つ点で Oscillato加

と異なる。糸状体は波打つ，直径約8μm，時に密生す

る皮状の多層の群体を形成する。輸は時に多層となる。

(iv) Plectonematoideae (Elenk.) Anagn. et Kom. 1988 

トリコームは常に輸を持つ，通常偽分校を持つ，運

動性を示さない，層状または房状の群体を形成する。

生殖は連鎖体による。

Plectonema Thur. ex Gom. 1892 

Plectonema :トリコームは波打つ，直径8-25μm，輸

を持つ，常に偽分校を作る，運動性を示さない。糸状

体は巻いて塊を形成する。細胞は円盤状。連鎖体はト

リコームの先端部で形成される。

(6) Homoeotrichaceae Ele凶.1934 

トリコームは革命を持ち，糸状体を作る，運動性を示

さない。糸状体は単独で生育するか集合し，着生する

ものが多い，場合により偽分枝を作る，両極異形，後

に両極同形になることもある。細胞は分裂域において

のみ分裂する，ガス胞を欠く，色彩的適応は知られて

いない。生殖はトリコーム先端部で作られる連鎖体に

よる。

(i) Ammatoideoideae (Elenk.) Anagn. et Kom. 1988 

糸状体は両極異形，時に後に両極同形となる，常に

偽分枝を作る。

Ammato幼 aW. et G. S. West 1897; 1切 doscytone隅aElenk. 

1949 

上の 2属はトリコームの形態で異なる。 Ammatoidea

のトリコームの先端は毛状に細くなるが，

R切udos，り'tonemaでは先端が太くなり数珠状になるこ

ともある。

(ii) Homoeotrichoideae (Elenk.) Anagn. et Kom. 1988 
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糸状体は常に両極異形，常に偽分枝をつくるものか (2) Microchaetaceae Lemm. 1910 

ら，稀につくるものまである。生活史全体を通じて常 トリコームは両極異形，輸を持つ，円形または広円

に糸状体の一方が基質に着生する。 形の先端細胞を持つ，場合によりアキネ一トを作る，

H晶'et.防町'olei白ib.帥leini削ia川(Geitl.)Hoffm. 1ω98釘5(令syn.:Lyngb)勿'ase伐ct. 通常は末端部に稀に末端部の近くに分裂域を持つ。異

H晶k討砂te.防e町erok伽“凶j，必.苫b抽h帥in問官

Born. et Flah.) Kirchn. 1898; Sokolovio. Elenk. 1926* る。糸状体t;t~、くつかの属では通常，単独側生の偽分

枝を作る。属によってはトリコームが異質細胞の部分

品伽leible仇必のトリコームの頂端細胞は円頭形だが， で分断し，異質細胞を含まない側のトリコームが偽分

Ho脚 eothrixでは細くなり，毛状に終わる。 枝として発達する。連鎖体は中央に異質細胞を持ち，

ネンジュモ目 Nostoca1es (Borzi 1914) Geitl. 1925 

トリコームは両極同形または両極異形，偽分校を作

るものは多いが，真分校は作らない，異質細胞と，条

件によってアキネートを作る。細胞分裂は常にトリ

コームの縦軸に対して直角に起こる。生殖は主に連鎖

体または不動連鎖体による，徴胞子はー属でのみ知ら

れている(Coleodesmiu仰がめ。

ほとんどの特徴においてユレモ目 (Osci1latoria1es)

と同じであるが， トリコームが異質細胞とアキネート

を作る能力を持つ点で異なる。科以下の分類の特徴と

して， トリコームと糸状体の構造，偽分枝の構造，藻

体の形態，細胞分裂，細胞の徴細構造，異質細胞(従

来“heterocyst.という言葉が使われてきたが，これは

cystではないので“heterocyte.としている)，アキネ-

h 生理学的・生化学的特徴，運動性の有無，色素，

生殖方法，生活環，生態等が挙げられる。

(1) Scytonemataceae Kutz. 1843 

トリコームは両極同形，輸を持つ，場合によりアキ

ネートを作る，末端部ないしその近くに分裂域を持つ

場合と特定の分裂域を持たない場合がある。異質細胞

は介生的に形成される。糸状体は通常2本 1組になっ

た偽分枝をつくる。連鎖体の発芽の時，その両端が対

称的に生長する場合と，一端から生長する場合がある。

Kyrtuthrix Erceg. 1929;勾伽emaAg. ex Born. et F1ah. 

1886 (syn.: Diplocolon Nag. in Itzigs. 1857);匂tonematop-

sis E. Kisel. 1930 (syn.: Til，伽 iaKosinsk. 1926， Set-

chelliella De Toni 1936) 

めげtu幼巾は，従来， Mastigocladaceae (Stigonema-

ta1es)に分類されていたが， Stigonemata1esの特徴で

ある真分枝が知られていないこと，また，Scytonemaや

Scyωnema坤 'SISと同様， トリコームがループを形成す

る点から， Scytonemataceaeに移される。

両端から対称的に発芽するが，後に両極異形の糸状体

に発達する。

(i) Tolypotrichoideae Kom. et Anagn. 1989 

糸状体は側生する偽分枝を必ず持つ。

Coleodesmium Borzi 1879 (syn.: Desmonema Bern. et Thw 

ex Born. et Flah. 1886); Coleo如 miumopsisDutt et a1. 

1982; H.叩 .allio.Berk. ex Born. et F凶1.1886; Petalonema 

Berk. ex Kirchn. 1898 (syn.: Croatella Erceg. 1925); 

Tolypothrix Kutz. ex Born. et Flah. 1886 

(ii) Microchaetoideae Kom. et Anagn. 1989 

糸状体は過渡的な偽分枝を疎らに持っか，または持

たなL、。

Camp伸 ne脚 ItsisDesik. 1948; Fortiea De Toni 1936 (syn.: 

Lψtobasis Elenk. 1915); Microchaete Thur. ex Born. et 

Flah. 1886 nom. cons. (syn.: Fre.myella De Toni 1936) 

(3) Rivulariaceae Kutz. 1843 

トリコームは両極異形，輸を持つ，先端部で毛状に

伸長した細胞に終わる，末端近くに分裂域を持つ。異

質細胞は通常基部に形成されるが，場合によっては介

生的に形成される。アキネートは属によって形成され

る場合と形成されない場合がある。偽分校は単独で側

生する，いくつかの属では常にあるいは場合によって

異質細胞の下部から発達する。連鎖体は一端に異質細

胞を形成し，他端から非対称的に生長する。

Calothrix Ag. ex Born. et Flah. 1886; Dichoth巾 Zanard.

ex Born. et Flah. 1886;白 rdneruUlDe Toni 1936 (syn.: 

Polythrix Zanard. ex Born. et Flah. 1886); Gloeotrichia J. 

Ag. ex Born. et F1ah. 1886 (syn. PO巾叫sKuntze 1891); 

Isactis Thur. ex Born et Flah. 1886; RivuUlria [Ro出1Ag. 
ex Born. et Flah. 1886; Sacconema Borzi 1882 

(4) Nostocaceae Dumort. 1829 

トリコームは両極同形，円形の細胞に終わるか，ま
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たは先端部で細くなり，時に毛状の細胞に終わる。特 れる (apoheterocytic)。

別の分裂域はなく，細胞は全て分裂能力を持つ。異質 Aulosira Kirch. ex Born. et Flah. 1886; Isocystis Borzi ex 

細胞は通常末端か介生的に形成されるが，属によって Born. et Flah. 1886 (syn.: Pseudonostoc Elenk. 1949); 

は全く形成されなL、。アキネートを作る場合，アキネ NodulariaMe此. ex Born. et Flah. 1886 nom. cons.; 

トは，異質細胞の近くから形成される場合と，離れた Nostoc Vauch. ex Born. et Flah. 1886 (syn.: Nematonostoc 

ところから形成される場合がある。偽分校はない。連 Nyl. 1873 ex Elenk. 1931， Amoψ，honos，ωc Elenk. 1931， 

鎖体は両端から対称的に生長する。 SthaeronostocElenk. 1931， Stratonostoc Elenk. 1931); 

属聞の分類基準として，異質細胞の位置， トりコー Trichormus (Ralfs ex Born. et Flah.) Kom. et Anagn. 

ム(糸状体)の構造，アキネートの位置や形といった 1989 

従来から用いられてきた特徴の他に，群体の形態，鞘

や細胞やアキネートの形態，生活環，ガス胞の有無な Trichormus :トリコームは単列細胞からなり，両極

どの特徴を考慮する。特にアキネートの発達様式に着 同形，介生する異質細胞を持ち，異質細胞から離れた

目して 2亙科を設る。 ところからアキネートを形成する，基質上でマット状

の群体を形成する，またはやや気生，あるいは水中に

(i) Anabaenoideae (Born. et Flah.) Kirchn. 1900 生育する。タイプ種は Trichormusvariabilis (Kutz. ex 

アキネートは異質細胞に隣接するか，またはその近 Born. et Flah.) Kom. et Ana伊・ (basionym:Anabaena 

くから形成される (paraheterocytic)o variabilis Kutz. ex Born. et F凶 1ぷ

Anabaena Bory ex Born. et Flah. 1886 (syn.: Cyano.ゆzra

Florenz et al. 1985 incl.); Anab，酬 otsis(Wolosz.) V. M辺1.

1923; Athanizomenon Morr. ex Born. et Flah. 1886; Cyl.仇・ スチゴネマ目 StigonematalesGeitler 1925 

drost町間ltsisSeenayya et Subba R司ju1972; Cylindroゆ町ー 細胞は縦軸に垂直な面で分裂し，単列のトリコーム

mum Kutz. ex Born. et Flah. 1886 (syn.: Hormothamnion を作ることが多いが，部分的にあるいは属によっては

Grun. ex Born. et Flah. 1886?， Anabaenothrix Randh. 藻体のほとんどの部分において縦軸に平行な薗及び不

1936); Rathidiotsis Fritsch et Rich 1929; Richelia Johs.- 規則な面でも分裂し，糸状体の横断面において多細胞

Schmidt 1901; Wollea Born. et FIぬ.1886 となることが少なくない。トリコームは真分枝を作る，

場合によって偽分枝も作る，属によっては異質細胞を

AnabaenaとAthanizo脚 'nonはタイプ種を比較する限 作る，ほとんどの場合アキネートを作らない。生殖は，

りでは容易に区別できるが，中間的な形態を持つ種が 連鎖体，不動連鎖体，厚膜連鎖体，アキネート，徴胞

いくつか存在する。 子，動徴胞子，不動徴胞子による。

Anabaena :トリコームは両極同形，介生する異質細 スチゴネマ目では，次の 4つの糸状体の分枝型が最

胞を持ち(非常に稀に頂生する)，異質細胞のすぐ隣 も重要な分類基準とされている。

かまたは近くにアキネートを形成する，単独で生育す A.細胞の不規則な涜である X字型分枝:細胞が多

るか，または束状かマット状の群体を形成する，湿土 面的に分裂して細胞塊を形成するが，生理学的には細

上あるいは水中の基質(植物，水底，木等)上に生息 胞同士が結合しているものである。

するか，水中で浮遊生活をする。タイプ種はAnabae加 B.側生する T字型分校:トリコームの主軸の細胞

oscillarioides Bory ex Born. et Flah. 0 A，叫酬aにはガス は縦軸に平行な面で分裂し，分裂した細胞の一つが縦

胞を持つものと持たないもの(浮遊生または着生)， 軸に直角な方向に生長する。この分裂には 4つの変型

先端細胞が細くなるものと細くならないもの等が含ま がある。

れており，今後の研究が必要とされる。アキネートの C.偽叉状のV字型分校:頂端細胞が縦に軸方向に

発達様式の違いによって従来のAnab醐 aの種のうち 平行な面で分裂し 2本の分枝が斜めに出る。この型

Trichormus (Nostocoideae)に移されたものがある(後 にもいくつか変型がみられる。

述)0 D.逆Y字型分枝:側生する枝が形成された後に分

枝が生じる。一個の頂端細胞が分校になり 2個の亜

(ii) Nostocoideae (Borzi 1914) Kom. et Anagn. 1989 頂端細胞または元のトリコーム断片が逆Y字構造と

アキネートは異質細胞から離れたところから形成さ なる。この分校型にもいくつか変形がみられる。なお
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これは Geitler(1925)の逆 V 字型分枝， Umezaki 

(1958)の逆 Y字型分枝に等しい。

科以下の分類のための特徴として分枝型の他に次の

ものを考慮する。細胞分裂と細胞構造，異質細胞，ア

キネ-r，運動性，連鎖体，生理学的・生化学的特徴，

生殖方法，生活環，藻体の形態，形態学的変異，生態

と地理的分布。

(1) Chlorogloeopsaceae (Mitra) Mitra et Pandey 1966 

トリコームは短い，円筒形ないし数珠形，単列ない

し多列，時にプレウロカプサ状，はっきりとした枝を

作ることはなL、。 X字型分校を作る。異質細胞は介

的生または先端に形成される。生殖は連鎖体とアキ

ネートtこよる。

Chlorogloeotsis Mitra 1966**; Het町'ocyano，四ccusKuffer. 

1929* 

(4) Fischerellaceae Anagn. et Kom. 1990 

トリコームは主軸と枝とに分化する，主軸において

は多列で小数珠状，枝においては単列でほとんど円筒

形。 T字型， V字型分枝を作る。異質細胞は形成され

ないか，または介生的に形成される。生殖は連鎖体，

厚膜連鎖体，アキネート，不動徴胞子による。

Doliocatella Geitl. 1933; Fischerella (Bom. et Flah.) Gom. 

1895 (syn.: Fischera S. H. Schwabe 1837， Sommierella Bor-

zi 1907); Fischerellotsis Fritsch 1932; LψωItogon Borzi 

1906; Parthasarathiella Subba R司ju1962**; Hゐstiellotsis

M. Janet 1941榊

Fischerellaceaeはトリコームに主軸と分枝の分化が

あること，細胞分裂の様式に違いがあることから，

Stigonemataceaeから分離して設けられた科である。

(5) Borzinemataceae Geitl. 1942 

一属一種である Chlorogloeotsisfritschii は，自然界か トリコームは主軸と枝とに分化する，主軸において

らはまだ見つかっていない。また類似の形態を持つ は多列で数珠状，枝においては単列の円筒形，偽分枝

Heterocyanoc，抑制は，蜘toc抑制約rmeの生活史のー を作る。 T字型分枝を作る。異質細胞は介生約に形成

段階ではないかと考えられている (Geitler1932， 1942)。 される。生殖は連鎖体，厚膜連鎖体，アキネートによ

る。

(2) Capsosiraceae (Borzi) Geitl. 1925 Borzinema De Toni 1936 (syn.: D争lonemaBorzi 1917); 

トリコームは単列ないし多列，枝を作るが主軸と枝 Handeliella Skuja 1937; Schmidleinema De Toni 1936 

の聞に形態の違いは認められない。藻体は基部におい (syn.: Camt砂伽emaSchmidle 1900); Seguenzaea Borzi 

て偽柔組織状になることがある，上部においては放射 1906;伽仰向'onBorzi 1905 (syn.:んゆ抑加'otogon

状に発達し，時に二叉分枝状の糸状体になる。 X字 Elenk. 1949 incl.) 

型， T字型， V字型分枝を作る。異質細胞は形成され

なし、かまたは介生的に形成される。生殖は不動徴胞子 (6) Loriellaαae Geitl. 1925 

または動徴胞子，アキネート，連鎖体による。 トリコームは全て単列，数珠形ないし円筒形，主軸

Catsosira K曲tz.ex Bom. et Flah. 1886; Desmosithon Borzi と分枝に分化することはない。 T字型， V字型分校を

1907*;母Ithomoψ，haBorzi 1916*; Letestui・nemaFremy 作る。異質細胞は形成されなし、か，または介生的に形

1930*; NemaゅlacaGeitl. 1933; Sta抑制tonemaFremy 成される。生殖は連鎖体，厚膜連鎖体，アキネートに

1930* よる。

AlbrなhtiaCopel. 1936*; Brac，砂trichiotsisJao 1944; Col-

(3) Stigonemataceae (Hass.) Kirchn. 1898 teronema Copel. 1936*; Geitleria Friedm. 195デ;

トリコームは多列となることが多い，多かれ少なか Lo必reniaGom. 1896本;Loriella Borzi 1892; Mastigocoleot-

れ主軸と枝との聞に分化が認められる。 X字型， T字 sis Geitl. 1925*; Matteia Borzi 1906* 

型， V字型分枝を作る。異質細胞は形成されないか，

介生的に形成される。生殖は連鎖体，不動連鎖体，厚 LoefgreniaとMastigocoleotsisは先端で細くなる毛状の

膜連鎖体による。 分校を持つ。もしこの特徴が重要と認められるなら，

Homoeo的 'cheSkuja 1944 (syn.: Thackerella Bharadw. 両属は Loriellaceae内の亜科として分類されるべきで

1963); Pulvinularia Borzi 1917; St伊nemaAg. ex Bom. et あろう。

Flah. 1886 (syn.: Sirosithon Kutz. 1843) 

(7) Nostochopsaceae Geitl. 1925 
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トりコームは全て単列，ほぼ円筒形ないし数珠形，

主軸と枝の分化が認められない。 T字型， V字型，稀

に逆Y字型分校を作る。異質細胞は介生的かまたは

短い側枝の先端に形成される。生殖は連鎖体による。

Baradlaia Palik 1960*; Mastigocladopsis Iyeng. et Desik. 

1946*; M，酎 'ligocol，削 Lagerh.1886;飾的chopsおWoodex 

Born. et Flah. 1886 (s戸・:.A今'xodermaSchmidle 1901) 

(8) Mastigocladaceae Geitl. 1925 

トリコームは全て単列，円筒形ないし数珠状，主軸

と枝の分化が認められない。 T字型， V字型， Y字型

分枝を作る。異質細胞は形成されないか，または介生

的に形成される。生殖は連鎖体，不動連鎖体，厚膜連

鎖体，アキネート，例外的に徴胞子による。

(i) Mastigocladoideae 

トリコーム及び分枝の頂部は多少円筒形で，やや円

い頂端細胞を持ち，分校は主にT字型またはV字型

で Y字型は稀である。

Ad問仰 DeToni 1936 (syn.: Lit，伽 emaErceg. 1929); 

Chondrogloea Schmidle 1902*; Hapalosiphon Nag. in 

Kutz. ex Born. et Flah. 1886; M，国 tな'oclad，山 Cohn1862; 

⑪閉tphyonema Jao 1944; Thalpophila Borzi 1906*; 

Umezakia M. Watanabe 1987; Voukiella Erceg. 1925; 

M今stiellaBorzi 1907 

(ii) Brachytrichioideae (Born. et Flah.) Fritsch 1945 

トリコームの頂部は細くなり毛状に終わり，分枝は

おもに V字型と Y字型である。

Brac，砂trichiaZan釘 d.[1872] ex Born. et Flah. 1886; Her・

紗'zonemaWeber-Bosse 1913; lyengariella Desik. 1959; 

Parenc砂脚ゆhaTseng et Hua 1984; 伽nphyonemopsis

Tiwari et Mitra 1969 

最後に，様々な質問に答えて下さったチェコスロパ

キア科学アカデミー植物学研究所のJ.Komarek博士

に心から感謝する。
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言ト 報

本会設立発起人稲垣貫一氏は去る1992年12月22日逝去されました。謹んで衰悼の意を表します。

日:本藻類学会

退 会

討論会のお知らせ

本学会の学会誌改革についてのアンケートの結果がワーキンググループによってまとめられましたので，これ

を受けて討論会を下記の通り開催しますので，多数の会員のご参加をお願いします。

会長有賀祐勝

記

日時:1993年3月30日 16 : 25~18 : 25 

会場:東海大学海洋学部(日本藻類学会第17回大会会場)
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一日本藻類学会誌改革ワーキンググループの中問答申に関するアンケー卜の結果ー

藻類40巻 4号に掲載された日本藻類学会誌改革ワーキンググループ答申案に関するアンケートに対し67通の回

答が寄せられました。その内容は以下のように要約されます。

回答者のうち86%が基本的な方針として「藻類」を現状の和文・笑文の混合状態から和文誌，英文誌を独立し

たものとする事に賛成し， 7%が反対， 7%がその他と回答した。また，分割に賛成の方のうち93%が英文誌を

国際的な商業的出版社との契約のもとで出版することに賛成し，明確な反対は 0%であった。雑誌の体裁・年間

出版回数は英文誌ではA4版 (75%)，年4回 (76%)，和文誌では B5版 (93%)，年2回 (44%)ないし 4回

(49%)というのが多数意見であった。一方，和文誌に掲載する記事に関してはアンケートであげた項目のほとん

どに半数以上の賛成があった。

また数人が賛成の前提条件として1)英文誌と和文誌に出版回数，印刷レベル等で格差がつかないこと， 2) 

会費の値上げをしないこと， 3)国際的出版社から出版しても，また外国の藻類学学会組織と共同編集・出版を

行っても，出版主体は日本藻類学会であること， 4)文部省の科学研究費学術刊行助成金が得られるめどがある

ことを挙げていた。

一方，反対意見としては以下のような内容のものがあった。

1 )日本藻類学会の現状から考えて英文と和文を分割することの負担(予算面，編集・事務能力における)が大

きすぎる。 2)日本の雑誌として日本の編集スタッフで独立してできることをやるべきである。 3)全編英文と

し和文の要旨をつける方がよL、。 4)体裁などは現状のままでも，編集スタッフを充実し会員がよい論文を投稿

するよう努力すれば充分である。

以上のアンケート結果をふまえて，ワーキンググループはさらに具体的な改革案を本年度の第17回大会までに

策定する予定です。また，アンケートの集計結果，回答・コメントの具体的な内容は大会会場に掲示いたします。

さらに，同大会において，学会主催の討論会「日本藻類学会誌の改革について」が聞かれます。
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ーユース

第15回国際植物科学会議

開催期間 1993年 8 月 28 日 ~9 月 3 日

開催場所: 横浜国際平和会議場(パシフィコ横浜)

ポスター申し込み，登録(割引)締切:1993年 4月10日

登録連絡先: 干103東京都中央区日本橋2-1←9 加商ピル 2F

脚アイシーエス企画第15回国際植物科学会議係

FAX: 03-3273-2445 

その他の連絡先:干112東京都文京区白山3-7-1

東京大学理学部附属植物園岩槻邦男

TEL: 03-381←0138 FAX: 03-381←0139 

(藻類学会会員用のセカンドサーキュラーは藻類学会編集局(東京学芸大学)にあります。)

っくぽ国際藻類フォーラム~藻類研究の今日と展望 のお知らせ (2回目)

INTERNATIONAL PHYCOLOGY FORUM (TSUKUBA)， 
PHYCOLOGICAL SCIENCES-TODAY AND TOMORROW 

本誌の昨年の12月号でお知らせしました本フォーラムの詳細が以下のように決定しましたのでお知らせしま

す。尚，正式なサーキュラーが出来ましたので希望者は「フォーラムのサーキュラー希望」と書いたものに「氏

名・所属・住所・電話番号」を添えたものを“実行委員会庶務幹事"野崎久義[干305つくば市小野J1116-2 園

立環境研究所 FAX 0298-51-4732J宛に郵便またはF田で請求して下さい。

日時:1993年8月23日(月)-8月26日(木)

会場:筑波大学園際会議場(つくば市天王台1-1-1)

参加費:一般 10，000門学生 5，000円

(6月 1日迄に送金した場合)

一般ポスター発表要旨締切:8月 1日

招待講演者によるシンポジウムの予定

Symposium 1 
Organizer 
Speakers 

Mangrove Ecosystem and Algae 
Y. Hara (Univ. ofTsukuba， Japan) 
E. Coppejans (State Univ. of Ghent， Belgium) 
M. Faust (Nat. Museum of Natural History， Smithonian Inst.， U.S.A.) 

: T.H王。rig酔u叫c
U. Kar附s針te釦n(何Un即i討v.ofB勘rem陪悶悶e白阻叫n叫1，Germany) 
R. A. King (Univ. of New South Wales， Australia) 

: J. Tanaka (Nat. Science Museum， Japan) 
: J. A. West (Univ. of California， Berkeley， U.S.A.) 



Symposium 11 

Organizers 

Speakers 

Symposium 111 

Organizer 
Speakers 

Symposium IV 

Organizer 

Speakers 

Symposium V 

Organizer 

Speakers 

Symposium VI 

Organizer 

Speakers 

Algae as Constituents of the Carbon Cycle and Global Environment 

M. Okazaki (Tokyo Gakugei Univ.， Japan) 

M. Tsuzuki (Univ. of Tokyo， Japan) 
Z. Dubinsky (Bar-Ilan Univ.， Israel) 
S. Fujiwara (Nat. Inst. of Bioscience & Human-Tech.， Japan) 
H. Ikemoto (M羽田 BiotechnologyInst.， J apan) 

P. Westbroek (Univ. ofLeiden， the Netherland) 

Algae as Resources for Technology and Industry 

N. Kurano (Marine Biotechnology Inst.， Japan) 
L. Borowitzka (Western Biotechnology Limited， Australia) 

C. Gudin (Heliosynthese， Cadarache， France) 
A. Mitsui (Univ. of Miami， U.S.A.) 
K. Miyamoto (Osaka Univ.， Japan) 
A. Richmond (Jacob Blaustein Inst.， Israel) 

Algae as a Model Experimental System for Plant Sciences 

H. Kawai (Kobe Univ.， Japan) 
P. L. Beech (Univ. of Melbourne， Australia) 
D. Menzel (M田 PlanckInst. for Cell Biology， Ladenburg， Germany) 
D. G. Muller (Universitat Konstanz， Germany) 

K. Ohki (Tokai Univ.， Japan) 
: J. P. Van der Meer (AtIantic Research Lab.， Nat. Research Council， Canada) 

Biodiversity and Phylogeny of Algae-Morphological and Molecular Aspectsー

1. Inouye (Un肌 ofTsukuba， Japan) 
R. A. Andersen (Bigelow Laboratory for Ocean Sciences， U.S.A.) 
R. L. Chapman (Louisiana State Univ.， U.S.A.) 

1. Inouye (Univ. of Tsukuba， Japan) 
L. A. Lewin (Scripps Inst. Oceanography， U.S.A.) 
C.J. O'Kelly (Massey Univ.， New Zealand) 

Algal Blooms in Eutrophic Waters 

M. M. Watanabe (Nat. Inst. for Environmental Studies， Japan) 
Y. Fukuyo (Univ. of Tokyo， Japan) 
G. M. Hallegraeff (Univ. of Tasmania， Austral同
K. Kaya (Nat. Inst. for Environmental Studies， Japan) 

: J. Komarek (Czechoslovak Academy of Sciences， Czechoslovakia) 
Y. Shimizu (Univ. of Rhode Island， U.S.A.) 

田宮.Avron両先生を偲ぶ夕べ
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田宮.Avron両先生の学問的業績を偲ぶ特別集会をつくば国際藻類フォーラムの期間中に開催いたします。両

先生は微細藻の生理・生化学分野での貢献のみならず，基礎から応用への架け橋となる多大な業績を挙げられま

した。田宮先生はクロレラの同調培養の創始者として発育生理の解明に寄与されました。また，大量培養のパイ

オニアでもあります。 Avron先生は DunaliellaのFーカロテン生成と高塩濃度耐性の生理学的メカニズムの研究で

広く世界に知られております。本集会では，二人の優れた科学者の業績をたたえて以下の 2題の記念講演と会食

を予定しており，皆様のご参加をお願い申し上げます。

1993年 8月24日(火)

16: 30-18 : 00 Memorial Lecture 

18 : 30-20 : 00 Memorial Banquet 

司会宮地重遠(海洋バイオテクノロジー研究所総合所長，東京大学名誉教授，東海大学教授)
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講演 Prof.Horst Senger (Philipps-Universitat， Marburg， Germany) 

「田宮先生の思い出J(仮題)

連絡先

Prof. Ami Ben Amoz (Nat. Inst. Oceanography， Israel Oceanographic阻 dLimnological Research， Haifa， 

Israel) 

[" Avron先生の思い出J(仮題)

岩手県釜石市平田第三地割75-1

勝海洋バイオテクノロジー研究所釜石研究所

蔵野憲秀

電話:0193-26-6537 

Fax: 0193-26-6584 



会 止と
Eコ

日本藻類学会第17回大会プログラム

(1 9 9 3) 

学 会 会 長

大 会 会 長

有賀祐勝

山 田信夫

The XVIIth Annual Meeting of the 

] apanese Society of Phycology 

March 30 -31， 1993 
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日 本 藻 類 学 会 第 17回 大会プロゲラム

第 1日目 (3月30日)

8: 50 大会会長挨拶 山田信夫

講 演(午前の部)

9:00(1) 淡水産超微細緑藻の微細構造と分類

0高村典子・渡辺信・野崎久義・木幡邦男(国立環境研究所)

9 : 15 (2) 緑藻 Carteria属の一新種の有性生殖について

o須田彰一郎*・奥田 徹キ・渡辺信**(*日本ロシュ研究所，材国立環境研究所)

9: 30 (3) アオミドロ争irogyram司;usculaKutzingの核分裂後期における染色体運動の研究

福永公平(阿佐谷生物研究所)

9 : 45 (4) 川崎市産の Carteriaの一種(緑藻植物)の形態と有性生猫

野崎久義(国立環境研究所)

10 : 00 (5) 緑藻カエトフォラ自の 1新属について

o飯田高明・中野武登・岩月善之助(広島大・理・植物)

10 : 15 (6) 東京湾品川芝浦運河に生育するシオグサ属植物

宮地和幸(東邦大・理・生)

10 : 30 (7) 羽状珪藻 Achnantkesja凶 nicaf. subconstrictaの被殻とベリゾニウムの微細構造

0井出雅彦*.南雲保紳・水野真*材(*文教大・短大，紳日本歯科大・生物*材東

京農大・生物産業・生産)

10 : 45 (8) Thalassiosira eccentrica (Kutz.) Cleveの有基突起の内部構造

o小林弘*・徳田欣之柿(*東京珪藻研究所・料足立学園高校)

11:00(9) 羽状珪藻 Pinnularia属数種における葉緑体核の分布様式

0真山茂樹・小林美香・石川依久子(東京学芸大・生物)

11 : 15 (10) 海産黄金色藻オクロモナス属の 1種の形態と分類

0本多大輔・井上勲(筑波大・生物科学系)

11 : 30 (11) 養殖スサピノリの紫外線吸収物質と生活史

清水陽子・舘 洋・ 0前川行幸・喜田和四郎(三重大・生物資源)

11 : 45 (12) 生育場所を異にするアマノリ属数種の紫外線吸収物質

0清水陽子・前川行幸・喜田和四郎(三重大・生物資源)

12 : 00~13 ・ 00 (昼休み)

講 演(午後の部)

13 : 00 (13) 免疫電顕法による Stichococcusbacillarisのピレノイドに局在する葉緑体 DNAの検出

0片平幸枝*・宮村新-*.中野武登料・堀輝三*(*筑波大・生物科学系，糾広島大・

理・植物)

13 : 15 (14) 紅藻ハケサキノコギリヒパの植食動物2種に対する摂食阻害

0谷口和也*・高島国男糾・蔵多一哉帥*・鈴木 稔****・林 育夫料柿本(キ東北水研，

紳槍山南部水試，紳*函館高専*料率北大・理・化学*****日水研)

13 : 30 (15) 渦鞭毛藻を共生者とする二枚貝の光合成特性

o加藤哲也h 白岩善博材・大野照文糾*・弥益輝文**判・酒井一彦*件特(*京大・理・

植，料新潟大・理・生物，紳*京大・理・地鉱，材料琉球大・教養**柿*琉球大・熱帯

海洋センター)
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13 : 45 (16) オオパロニアの拡大成長のしくみ

0杉山孝一・石川依久子(東京学芸大・生物)

14: 00 (17) オオバロニアの細胞外摘出原形質のプロトプラスト化に及ぼす Ca2+， pH，温度の影響

0奈島弘明*・渥美茂明紳(*兵庫県立青雲高校，特兵庫教育大・自然系)

14 : 15 (18) 潮間帯上部の褐藻イシゲが乾燥ストレスに遭遇する際のアミノ酸代謝

佐藤涼子・川野和歌子・志村都美子・ 0鈴木章方(山梨大・教育・生物)

14 : 30 (19) ハプト藻 Pleurochrysishaptonemoferaによる CO2固定

樋渡武彦・ O湯津篤*.岡崎恵視紳・山本雅祥・赤野徹・清原正高*柿(*日本エヌ

・ユー・エス伺，柿東京学芸大，糾*関西電力側)

14 : 45 (20) アナアオサ不稔性変異種の光合成特性

0村瀬 昇*・前川行幸**・村井敏夫*・大貝政治*(*水産大学校・増殖，柿三重大・生

物資源)

15 : 00 (21) エゾノネジモPの C，H，Nの部位別，季節別変動

0小河久朗・清水悟史・木内悦子・金谷夏宏(北里大・水産)

15 : 15 (22) 褐藻ナガコンプの光合成ー温度特性の季節変化

ot反西芳彦・飯泉仁(北水研)

15 : 30 (23) 褒状緑藻オオハネモ (Bヮopsism制問)の葉緑体該様体の組成に関する予備的研究

0宮村新一・堀輝三(筑波大・生物科学系)

15 : 45 (24) 円石藻 Pleurochψiscarteraeの細胞膜画分の調製と膜結合 ATPaseの性質

0森 泉・岡崎恵視(東京学芸大・生物)

16 : 00 (25) 多核緑藻タンポヤリのプロトプラストから発達する球形細胞における成長極性の分化と表層徴

小管の動態

。奥田一雄・水田 俊(高知大・理・生物)

16 : 25-18 : 25 (討論会)r日本藻類学会誌の改革について」於:研究発表会場

18 : 30-20 : 00 (懇親会)於 4号館(食堂)

第2日目 (3月31日)

講 演(午前の部)

9 : 00 (26) ガゴメの生活様式について

0佐々木茂本・川嶋昭二柿(*北海道中央水試・増殖，紳函館市)

9 : 15 (27) ガゴメ (Kjellmaniellacr，前 'SifoliaMiyabe)の龍紋状凹凸の形成

oJII嶋昭二h 佐々木茂**(*函館市，紳北海道中央水試・増殖)

9 : 30 (28) Polyopes clarionensis Setchell et Gardner (紅藻，ムカデノリ科)の形態学的新知見

梶村光男(島根大・理・臨海)

9 : 45 (29) 管状緑藻モツレチョウチン属 2新種

0高原隆明*.千原光雄榊(*専修大・商，料日;赤看護大)

10 : 00 (30) ?ロララタニオ藻の分類学的研究(1)アメーパ細胞を欠くグアム島産藻

0石田健一郎・原慶明(筑波大・生物科学系)

10 : 15 (31) 褐藻クロガシラ属 Sphacelariaの棒状座芽枝の分枝様式について

北山太樹(筑波大・生物科学系)

10 : 30 (32) 褐藻イワヒゲの有性生殖と分類

川井浩史(神戸大・理・生物)
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10 : 45 (33) モズク糸状体種苗の室内培養法

当真武(沖縄水試)

11 : 00 (34) 沖縄県宮古島産紅藻アヤギヌ属の l種の形態学的研究と交配実験

0神谷充伸*・田中次郎材・原 慶明*(*筑波大・生物科学系，紳国立科学博物館)

11 : 15 (35) オオイシソウ科数種の再評価

0瀬戸良三*・熊野茂糾(*神戸女学院大，紳神戸大)

11 : 30 (36) 北海道産紅藻サンゴモ科植物の種の分類学的研究(1 ) Lithothamnion イシモ属の死状一樹枝状

4種について

o秋岡英承*.正置富太郎材(*北教大・函館・生物，料北大・水産・植物)

11 : 45 (37) 紅藻スサピノリの色素変具体の色彩に関する比較研究

0二羽恭介*・三浦昭雄糾・有賀祐勝*(*東水大・藻類，柿青森大・工・生物工)

12 : 00-13 : 00 (昼休み)

講 演(午後の部)

13 : 00-13 : 30 展 示 講 演

(38) マングロープ環境に生息する渦鞭毛藻類の分類学的研究

堀口健雄(信州大・教育)

(39) Pseudendoclo，山澗 basiliensevar. brandii (緑藻カエトフォラ目)の温度変化における多様性

O中野武登・飯田高明・岩月善之助(広島大・理・植物)

(40) 単細胞藻類 Dunalie[[aのストレス応答一合成洗剤暴露の場合一

0綿貫知彦・字都宮暁子・松下和弘*・加藤賢三柿(神奈川県衛生研究所*埼玉医大，

**国立予防衛生研究所)

(41) 長野県およびカリフォルニアから採集された Endolithicalgaeについて

o久保文靖・堀口健雄(信州大・教育)

(42) 緑藻 Pediastrum(クンショウモ属)の多形性

o大西綾美・中野武登・岩月善之助(広島大・理・植物)

(43) 初等中等教育段階における藻類の扱われかたの問題点.その 2

o片山吉子康*・今井正江**(*東京学芸大・生物，林中央大学杉並高校)

(44) 18SrDNAの塩基配列によるプラシノ藻の系統解析

O中山剛・井上勲(筑波大・生物科学系)

(45) 葉緑体と細胞質の ssurRNAの塩基配列から推定した特異的な色素組成を持つ緑藻 Chlamy-

domonas parkeaeの系統

0金永植*・小柳津広志*.松本聴*・渡辺信料・野崎久義材(*東大・農，紳国立

環境研究所)

(46) 創傷オオパロニアの survivalstrategy一生存のための原形質運動

o縄問利寿・石川依久子(東京学芸大・生物)

(47) 円石藻(ハプト植物門)における光合成及び石灰化速度

0江津千佳・岡崎窓視(東京学芸大・生物)

(48) 南房総沿岸におけるカイゴロモ(緑藻，シオグサ科)の生態学的研究

o松山和世・有賀祐勝(東水大・藻類)

13 : 30 (49) 日本産マジリモク(褐藻類ホンダワラ亜属)について

鯵坂哲朗(京大・農)
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13 : 45 (50) 日本新産ホンダワラ亜属(褐藻類)の 2種について

0鯵坂哲朗*・宇井晋介料(*京大・農，特(株)串本海中公園センター)

14: 00 (51) 温泉藻イデユコゴメ類の生育と光合成に対する CO2濃度の影響

0長島秀行・原田美穂・吉田充輝(東京理科大・基礎工)

14 : 15 (52) 南原川水系(広島市)における付着珪藻群落の主成分分析による解析

0半田信司*・中野武主華料(*広島県衛連，判広島大・理・植物)

14 : 30 (53) 好酸性緑藻 Chlamydomonasの脂質組成について

0立沢秀高*・鷹取 信**・山本鎗子柿(*(鈎荏原総研，判明治大・農化)

14 : 45 (54) 中性及びアルカリ性 pH緩衝液としての炭酸塩の溶液化学的研究

清沢桂太郎(大阪大・基礎工・生物工)

15 : 00 (55) 津軽十二湖湖沼群の日暮の池に出現する Anabaenaについて

0相馬咲子・佐藤貴子・道合修子・大高明史・斎藤捷一(弘前大・教育・自然科学)

15 : 15 (56) スベイン，シェラネパダ山中の水践の藻類植生

0吉武佐紀子h 福島博**(*湘南短大・生物，紳藻類研)

15 : 30 (57) King George Island (南極)のケイ藻植生(予報 2) 

o福島 博*・大谷 修**・小林艶子キキキ・藤田晴江紳**(*藻類研，材島根大*材横浜

市立大，材料神奈川公衛試)

15 : 45 (58) 富山湾及び北海道南西岸のエゾイシゴロモの生態について

藤田大介(富山県水試)

16 : 00 (59) 接着剤を用いた褐藻カジメ幼植物体の移植法

16 : 15 (60) 

16 : 30 (61) 

0横浜康継*・平田 徹料・佐藤欝彦*・土屋泰孝*・植田一二三*(*筑波大・臨海，材

山梨大・教育・生物)

日本沿岸に多産しはじめたオゴノリ類の成長と寒天質特性について

o Anong Chirapart・大野正夫(高知大・海洋生物教育センター)

トサカノリ生活環の生態的考察

回井野清也・ o大野正夫(高知大・海洋生物教育センター)

16 : 50-17 : 50 (総会)於:研究発表会場

編集委員会:3月29日(月)15: 00-16 : 00 1号舘 4階中会議室

評議員会 3月29日(月)16: 00-17 : 00 1号館 4階中会議室

注意

受 付 8号館 4階で 3月30日(火)午前8時30分から行います。当日の参加申込みも受付けます。

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L、。進行に関しては，

進行係の指示に従って下さし、。スライド(作成要領は会誌40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ち帰り下さL、。

展示講演 展示発表は 3月31B (水)午後 1時から午後 1時30分まで行います。展示物(作成要領は会

誌40巻 4号を参照)の貼付けは30日午前中にお願いします。

懇親会 懇親会は 3月30日(火)午後 6時30分から 8時まで 4号館(食堂)で行います。大会当日の

参加申込み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。

開会わせ先:干424静岡県清水市折戸3-20-1 東海大学海洋学部水産学科

日本藻類学会第17回大会準備委員会

電話 0543(34) 0411 内線 2234(林田)， FAX 0543 (34) 9764 
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発表会会場(東海大学海洋学部)案内図

清水駅前パスのりば案内図

く交通案内〉

JR東海道線清水駅下車 パス:三保線 (9番のりば)，東海大学・国立海員学校前下車 (20分， 270円)。タ

クシー:清水駅前のりばから15分(約1300円)。

8号館H ・H ・受付，大会本部，休憩室，

(4階) 研究発表会会場

4号館……食堂，懇親会会場



81 

日本藻類学会第 17 回大会講演要旨

一般詩漬

(1) 0高村典子・渡辺信・野崎久豊島・木幡邦男:淡

水産超微細緑獲の微細構造と分類

湖沼におけるピコファイトプランクトンの生態的役

割がクローズアップされて7-8年になるが、その分類

についての研究報告は未だない.演者は日本各地44の

湖沼から59株の超微細穏を単醸した.これらを形態と

色素組成からグルーピングしたところ、ランソウと緑

灘から成る 10のグループに分かれた.今回は楕円体と

球体の録音Eの分類学的特徴について報告する.楕円体

のグループ(5株)は短輔、長輔のサイズの平均値が

0.8-1.4 x 1.3-2.3μ皿、球体のグループ(1 5株)は

径の平均値が1.5-1.9μmの範囲にあった.細胞内には

それぞれ 1ヶの核、ミトコンドリア、薬縁体が観察さ

れた.葉緑体は前者が盤状、後者はカップ状でともに

ピレノイドはなかった.色素組成はクロロフィル a" 

b、βカロチン、ルテイン、ネオキサンチン及ぴビオ

ラキサンチンで高等植物と同じであった.細胞壁は 2

層からなり acetolysis-resistant物質が認められた

(subfamily Scotiellocystoideae) 0 精円体の表面

構造は比較的smoothであったが、球体には不規則に配

列した葉脈の網状の構造があった o (国立環境研究所}

(2) 0須田彰一郎*・奥田徹*・渡辺信料:緑藻

Carteria属の一新種の有性生殖について

演者らは、茨城県水海道市の池より C副~eria と同定さ

れる株を数株分離培養し、同種と恩われる 3株を得た。

この 3 株は、今まで報告されているC副~eria のうち C

rotundaに酷似しているが、眼点を有する点ではっきり

と異なり、他に類似した穫が存在しないことから新種

であることが判明した(第 57回日本植物学会発表)。

今回、培養下での生活史の研究を行なったので報告

する。現在分離培養されている 3株のうち一株は、異

なる交配型を示し、窒素分の欠乏した培地に相補的な

交配型の株どうしを混ぜ合わせることで有性生殖が誘

起された。有性生殖は、クランピング現象から始まり、

その後ペアとなった細胞の一方が細胞壁を脱ぎ捨て、

次に他方の細胞が細胞壁を脱ぎながら鞭毛の先端どう

しを集めるようにして細胞の側面どうしで融合が開始

する。融合後運動性接合子となり数時間遊泳後、鞭毛

が抜け、着床し不動接合子となる。 2-3日後、接合

子は赤褐色になり、接合子壁も厚くなる。

(*日本ロシュ研究所，帥国立環境研)

(3) 福永公平:アオミドロ 包江盟主笠盟主笠ula

Kutzingの核分裂後期における染色体運動の研究

包江笠江主 F旦些些laの核分裂後期は，中期の赤道

面から娘染色体群が，紡錘体の両極に向かつて移動す

るが，その聞の両極間の距離および両染色体群聞の距

離を，描画器を用いて紙上に記録し，それらが時間的

経過とともに如何に変化するかを調べた。

その結果，包江盟主主盟且笠且呈においては，核分裂

後期の染色体の運動は，二種類の要素が関与している

ことが考えられたロ即ち，紡錘体の両極聞の伸長(つま

り紡錘糸のはたらき)と，極と染色体の動原体聞の短縮

tつまり染色体糸のはたらき)である。

そして，染色体群が極に到達して終期に入ると，新し

い二娘稼聞に残された紡錘体が伸長して，二個の娘核

を遠ざける。

(阿佐谷生物研究所)

(4) 野崎久義:川崎市産の包旦笠担の一種(緑藻

植物}の形態と有性生殖

包旦旦i呈は細胞壁のある単細胞の前端より等長の

四鞭毛が伸び.葉緑体にはピレノイドを持つ緑藻類で

ある。本属は約 60種を含むが.その有性生殖は余り

頻繁ではなく (Ettl1983)，近年では C.eugametos， 

ι一旦坐旦主主における観察があるとされている(Bold 

and Wynne 1985)。

今回.神奈川県川崎市産の包旦旦担の一種の形態

と有性生殖を培釜条件下で詳細に観察した。本藻の栄

養細胞が十字形のパピラと縦筋の入ったコップ型の葉

緑体の底に一個のピレノイドを持つ点は C. inversa 

と類似するが.眼点の形態が異なる。有性生殖はホモ

タリッタ・同型配偶であり.二個のクランピングする

細胞の墜が割れ配偶子が放出される。この配偶子は鞭

毛で泳がず，放出された直後に融合する。その結果.

不動で球形の接合子となる。次に接合子は幅の広いゼ

ラチン状の基質を分泌し.その中で厚膜の休眠接合子

となる。接合子発芽時には 4. 8または 16個の等長

四鞭毛型の発芽細胞が透明な膜に包まれたまま接合子

の壁より放出される。(国立環境研究所〉
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(5) 0飯田高明・中野武登・恭丹善之助:緑藻カエ

トフォラ目の 1新属について

カエトフォラ目 (Cha巴tophoraJes)は、単被・糸状

の緑藻の一群であり、一-般に伺旬枝と直立伎が分化し

ている.本研究ではフィジー・ Viti [，eveの担ロイモ

畑の士壊からこの自に属する藻体を分離・培養し、分

類学的研究を行なった a この藻体の形態は同l.~カエト

フォラ目の Pseudopleurococcus属に類似する.この

属の種は、球形及び円筒状の細胞からなる伺旬枝、円

筒状の細胞からなるl直立校を持ち、それぞれの細胞に

は側壁性の葉緑体が 1枚あり、その中に 1個のピレノ

イドを持つ.しかし、今回フィジ から得られた藻体

は、節句枝が長い円筒状の細胞から、直立枝は球形に

近い円筒状の細胞からなり、旬旬枝・直立枝の細胞は

共に、 Pseudopleurococcus属の種に比ペて非常に大き

く、それぞれの細胞には網目状の葉緑体があり、その

中に 2--5個のピレノイドを持つ点に於いても大きく

異なる.また、カエトフォラ目には他に同様の形態を

持つ腐は無い.よって、との穣体はカエトヲォラ日の

新属の種であると考えられる.

(広島大・理・植物)

(6) 宮地和幸:東京湾品川芝浦運河に生育するシオ

グサ属植物

これまで一度も日本では記録されたことがないと思

われるシオグサ属植物を東京都港区東京水産大学に近

い芝浦運河で採集した.このシオグサ属植物を 92年

の3月から約 1年間，ほほ1ヶ月毎に採集し，観察し

た.

このシオグサ属植物は運河のコンクリート護岸の側

壁に 1年中生育しており，もっとも繁茂していたのは

5月から 6月であった.Blidingia mBl脚 ataの層より下

にある帯位に生育していた.藻体は多細胞単列の糸状

体でほとんど分枝することがなかった.それぞれの糸

状体の末端は一方では先端に向かつて細長く伸びて仮

根糸となり，もう一方は鈍頭に終わっていた.仮根糸

は時々複数個出ることがあった.藻体の太さは20.μmか

ら40.μmまであり，細胞の長さと幅の比はI.Sから8まで

あった. 1細胞内の核数は最低6個で最高は80個ま

で存在し，最も多い核数は 10個から 30個であった.

このシオグサ属植物はCl.globulina (KUtz.) KUtz.と同定

された〈冶nden Hoek， C. 1963， 1978) . 

(東邦大・理・生)

(7) 0出井雅彦$・南雲保H ・水野真H 傘:羽状珪藻

坐担盟旦控!~翌且ca f. ~ub∞nstricta の被殺とペリゾニ
ウムの微細構造

本種の配偶子形成から初生細胞形成に至る一連の有性生殖

に関する光顕観察の結果は.既に日本植物学会(992)に於い

て演者の一人の水野が報告した。今回は有性生殖の前後の栄

養細胞被殻及び増大胞子形成の過程で生じるべリゾニウム

(perizoniu田)についての電顕観察の結果を報告する。

栄養細胞搬は深い殻筒をもち、中央で折れ曲がったくの字

形をしている。条線は縦溝殻では2-3列(大部分2列). 

無縦溝殻では 2-4列(大部分 3列)の胞紋からなる。各hの

胞紋は外表面に位置するv01a型の師板によって閉塞されて

いる。縦溝の外裂講は中央ではまっすぐに，殻端では大きく

折れ曲がって終わる。無縦溝殻の両般端には特に大きな胞紋

がl個あるが，他の胞紋と同様にv01a型の師板によって閉

塞されている。また.無縦構殻には殻面と殻筒の境界部に波

状の隆起が見られた。殻帯は 3.4枚の開放型の帯片から成

り，殻と同様の胞紋構造が見られた。ぺリゾニウムは多数の

縦帯(longitudina1 bands)から成り，増対包子全体を包み

こむ構造になっていた。

(事文教大・短大.

H 日本歯科大・生物...東京農大・生物産業・生産)

(8) 0小称 弘・・徳田欣之..: Thalassiosira 

包堕且忌旦 (Kutz.)Cleveの有益突起の内節摘造.

有基突起(fultoportula)は中心類珪穫の中の Tha-

lassiosiraceae斜に特有の傭造で.この科に含まれる

Thalassiosira. Planktoniell1.盤邑阜包盟旦且.包且且

包且呈. ~tephanodiscus などの属にのみ見られる.

有基突起は費量を貫〈管状の構造で.周りに支柱(st-

ruts)とよばれる構造をもち.支柱と支柱の聞には.衛

星孔(satellitepore)とよばれる孔があるが，この孔

には麓(operculu田} がかぶさり見え鍛〈なっている.

支柱の数や登のっくりは種によっても，また.属によ

っても異なっていて，重要な分類の基機として使われ

ている.有基突起は.SEHを用いて観察すると，その

外商も，内面も詳し〈観察することができるが.殺壁

に隠れている内部の織造はいまもって不明のまま残さ

れている.内部僧遣は.結局は.有基突起を縦に切り

製〈ように削ってみる以外に突き止のようがないので

あるが，幸いにも，そのような断面をThalassiロsira

包些且且旦且について得ることができた.これでは内部

に半球形の大きな空間が存在する特異な綿遣がみられ

た市東京珪蕊研究所， 紳足立学園高校}



(9) 0真山茂樹・小林美香・石川依久子:羽状珪義

Pinnularia属数種における棄縁体核の分布様式

今固まで珪穫の業縁体核は薬縁体周辺にリング状に

配列することが数穏において報告されている。演者ら

は Pinnularia腐の数種において葉緑体を DNA特異的

蛍光色素である DAPIにより染色し観察した。その結

果，本属の葉緑体核の分布様式には分類群によって異

なる 3つのパターンが存在することがわかった。すな

わち，①葉緑体の周辺部にリング状に分布するもの:

~.盟註並旦呈~.旦旦堅旦巴盟~・辺陛註且呈・~.

生翌旦旦!var.立iverge旦E・②業縁体全体に分散する

もの:~.込且坐呈~.邑主主主星ens var.回旦且主主，

③葉緑体周辺にリング状に分布し，かつ分散もするも

の P. sundaensis. P. maior var. transversaであ

る。②，③の分布パターンは珪穫では初めて見つかっ

たものであるが DNase処理により DAPI蛍光が消失す

ることから.それらが DNAであることが確証された。

分散する葉緑体核の存在は.可視光線観察でも確認で

きる。 1937年に Geit1 er によって報告された~. !!Q-

bilisの薬縁体に分散する多数の小孔は.まさにこの

糞縁体核を観察したものと恩われる。(東学大・生物)

(10) 0本多大輔申，井上勲申:海産黄金色重量オクロ

モナス属の 1種の形態と分類

1989年3月に鹿児島県徳之島で採取した海岸の砂の粗培養

から賃金色藻類を分貴重，培養した。この蕩は単細胞遊泳性

で，やや偏平な楕円体であり，長短2本の鞭毛が細胞の前

鏑郵から生じている。これらの特徴から，この蕩はオクロ

モナス属の一種と同定された。以前からオクロモナス属は

賃金色遺産類の基本形としてとらえられることが多いにもか

かわらず，その海産穏に関しては，ほとんど報告がないの

が現状である。そこで，属の分類学的位置を検討する研究

の一端として，細胞構造を調査した。

服点穎粒が他の藻類と比べて顕著に大きい，ピレノイド

が薬縁体の後端部に位置する，さらに核の一部がピレノイ

ドに陥入するなどの特徴は，これまでに記載されている濯

には認められない。このことから，この穫は新種であると

判断される。鞭毛装置は. 3番目の微小管性の鞭毛根がル

ープ状になる典型的なオクロモナス型で，これまでの知見

と一致する。しかし，賃金色蕩綱サルシノクリシス白書直類

のいくつかの種で観察される餓状構造と類似した構造をも

つこと，またマスティゴネマは側毛を欠くシンプルな形態

で，同属の淡水種で知られる倒毛をもっタイプとは異なる

ことは，この属の形態的多様性を示すものである。

{事筑波大・生物)
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(11) 消水陽子・舘洋・ O前川行幸・喜田和四郎:養殖ス

サピノリの紫外線吸収物質と生活史

本邦各地で養殖されているスサピノリ (Porphyrayezo-

e119is)は、冬に葉状体として海のごく浅所に生育し、夏には

貝殻などの石灰質に穿孔する糸状体となる.禁状体と糸状体

では生育する光環境が大きく異なり、特に糸状体は直射日光

に著しく弱い.そこで、養殖スサピノリは生活史の各段階

で、直射光、特に紫外線に対する耐性が異なるのではないか

と考え、紫外線に対する生態防御物質としての紫外線吸収物

質に焦点を当てて研究を行なった.

実験には培養されたフリー糸状体およびこの糸状体から得

られた殻胞子と葉状体を用いた.紫外線吸収物質は葉状体に

多量に含まれていることがこれまでの研究から明らかにされ

ているが、未成熱の糸状体にはほとんど含まれていないこと

が本研究から明らかになった.次に、この紫外線吸収物質は

生活史のどの段調書で合成されるのかを明らかにするため、糸

状体の成熟段階およt織胞子について紫舛線吸収物質を測定

した.その結果、紫外線吸収物質は成黙が進み、設胞子が形

成される段階で合成されることが明かとなった.放出された

殺胞子には多量の紫外線吸収物質が含まれていた.

紫外線に対する防衛物質としての紫外線吸収物質の量は、

スサピノリの生活史の各段階で著しく変化する.すなわち、

浅所の明るい光環境の下で生育する葉状体は紫舛線吸収物質

を多量に持ち、紫外線吸収物質をほとんど持たない糸状体

は、夏の強い紫外線を避げるため海底の貝殻に穿孔する.こ

れはスサピノリのみごとな生活史戦略といえる.

{三重大・生物資源}

(12) 0清水陽子・前川行幸・喜田和四郎:生育場所を異
にするアマノリ属数種の紫外線吸収物質

近年、オゾン層の破壊による紫外線量の増加が問題にな
っており、紫外線が地球生態系に及ぼす影響が各方面で盛
んに研究されている.私たちは、これまでの研究から、紫
外線は海藻の垂直分布を支配する重要な要因であることを
明らかにしてきた.また、アマノリ属のスサピノリ (por-

phyrayezl僧 'nsis)は、生育相が異なると紫外線に対する

耐性も大きく異なり、これは藻体に含まれている生体防御

物質である紫外線吸収物質に大きく依存しているためであ
ることを確かめた.本研究では、紫外線はアマノリ腐の生
活史のみならず、その生育窃所においても重要な役割を果
たしていると考え、これを紫外線吸収物質の面から明らか

にしようと試みた.
実験材料には、深所産としてウタスツノリ (Porphyra

kinositae)、カイガラアマノリ (Porphyratenuipeda-

lis)を用い、浅所産としてオニアマノリ (Porphyradent-

ata)， Porphyrahaitanensisを用いた.室内培養によっ

て得られたそれぞれの糸状体、および業体の紫外線吸収物
質の量を比較した.その結果、 4種の糸状体の紫外線吸収
物質の量はほとんど同じであった.一方、薬体では紫外線
吸収物質は紫外線の多い浅所産の Porphyrahai飽nen-

sisとオニアマノリには多く含まれるのに対し、紫外線のほ

とんど届かない深所産のウタスツノリ、カイガラアマノリ
では非常に少なかった.これらのことから、紫外線の多い
浅所に生育する種は有害な紫外線から身を守るために紫外
線吸収物質を多く含み、紫外線の少ない深所に生育する種
は銭外線吸収物質の量も少ないと考えられた.これは、ア
マノリ腐肉の種に見られるみごとな生育戦略といえる.

(三重大・生物資源)
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(13) 0片平幸枝・宮村新一・中野武登・・堀 輝三

免疫電顕法によるStichococcus担込且旦与のピレノイ

Fに局在する薬縁体DNAの検出

護状緑事草色叫主立主，黄緑色蕩Pseudodichoto血oshiDh

onなどで薬縁体のピレノイド基質に核様体DNAが局

在することがDAPI染色ー蛍光顕微鏡法を用いて報告さ

れている (Miyamuraand Hori 1989， 1991)。今回，

さらに緑藻UlotricalesのStichococcusのピレノイドに

全葉緑体DNAの局在することを免疫篭顕法によって

確かめた。本務は直径Hp皿，長さ5-10pmの細胞が通常

分枝しない糸状体を形成する。しかし液体培地では，

細胞は連結せず単細胞状態で存在する。今回単細胞状

態のれichococcusを使用し. 1¥・ラホルム7ルデヒト， -1;' )H-)~7ル

ヂヒドまたは凍結置換で固定を行い， LRホワイト，ス

パ一樹脂に包埋し，切片作製後，過酸化水素でエヅチ

ング， BSAプロッキング，抗DNA抗体処理，二次

抗体一金粒子またはプロテインAー金粒子を処理し，

DNAの検出を行った。細胞内の大半を占める葉緑体

が l個存在し，中央部にチラコイドの貫通を受けるピ

レノイドがある。このピレノイド基質の領域に金粒子

が集中的に分布し，薬縁体DNAの局在が示された。

(筑波大・生物科学系，噂広島大・理・植物)

(14) 0谷口和也'・高島国男・・・蔵多一哉・ s・・鈴木
稔いい・体 育夫・・・・奪:紅環ハケサキノコギリヒパ由

祖量動物 2盤に対するlI!食阻害

エ ゾパ 7 ンウニの人工種苗を放流した漁婚において

は紅穣ハケサキノコギリ ヒパ白みが大毘に残存L" 餌

料として全 4利用きれないことから， ハケサキノコギ

リヒパは禍l!Iiアミジグサ科やコンプ科植物など申よう

に特有白二次代謝産物を生産する ζ とによ 9 て櫨食動

物の仮食を強 4楓 害 していると考えた. そこでハケサ

キノコギリヒパからメタノール抽出物を得て， エゾア

ワピとエゾパフンウニを用いてセルロース仮法により

摂食 阻 害 試 肢 を 行 9 た. 得られた 5湿の函分自うち酸

性部に極めて強い摂食限寄活性が認められ1':.. 菌性部

から商適液体クロマトグラフィーと分取樽周クロマト

グラフィーにより B置のプロモフェノールを単漉して

試験した結果， いずれも極めて強い摂食阻害活性が認

められた. 以上の結果， ハケサキノコギリヒパはプロ

モフ皐ノールを生産す ることによって植食動物の摂食

に対して化学的に防御していると結論され1':..

{怠東北本研楢山南部水指，

g ・・函館高専， 掌..'，t大・理・化学， 事本・・・目水研〉

(15) 0加藤哲也矢白岩善博付，大野照文州安，弥益

輝文付対.酒井一彦付付合:渦鞭毛藻を共生者とす

る二枚貝の光合成特性

オオヒシガイは亜熱帯のサンコ礁に棲息する二

枚貝で、えらや外套膜に渦鞭毛藻を共生させている。

この貝の殻は一般の二枚貝のそれより光透過率が高

いが、棲息している場では通常貝全体を砂中に埋め

ていて、実際に貝殻を透過して共生藻に到達する光

はきわめて微弱である。本研究ではこの貝とそれか

ら単離した渦鞭毛藻とについて光合成の光強度特性、

炭酸濃度依存性を測定し、員の中で共生渦鞭毛藻が

入出水孔方向からの照射に高効率の光利用を行うよ

うに配位していること、また共生藻の光合成特性が

いわゆる High-C02適応型であることを明らかにし

た。

(*京大・理・植.付新潟大・理・生物***京大・

理・地鉱材対琉球大・教養，対安材琉球大・熱帯

海洋センター)

(16) 0杉山孝一・石川依久子:オオパロニアの拡大

成長のしくみ

球状の多核細胞性緑藻オオパロニア(主豆旦主主主主!!!

E旦立主旦~ Olsen et West)は、巨大な中心液胞をも

ち、細胞壁に沿って簿〈広がる原形質層に、核および

葉緑体が均等に分布している。 藻体の成長にあたっ

て、球状体は歪を生じることなく拡大し、原形質層は

核および葉緑体分布の均等性を失うことなく拡大す

るo 多核藻体にのみみられるこの特異な成長のしく

みを理解するために、 DAPI染色および間接蛍光抗体

法を用いて、藻体の成長にともなう核の挙動を観察し

た。全藻体には無数の核が分布しているが、分裂核は

斑紋状の領域をなして出現した。その領域内では綾分

裂は同調して進行した。各々の核分裂軸はランダムに

配向し、核問微小管によって 2つの娘核は一平面状で

ランダムな方向に押しやられるので、核分裂領域は二

次元の鉱大がもたらされる。核分裂後の核配置の調整

は核微小管によってなされる。斑紋状の核分裂領域は

全藻体に万遍なく次々に現われるようであった。葉緑

体の分裂には同調性はなく、核分裂後の原形質層の拡

大に備えて随時分裂がみられた。(東学大・生物}



(17) 0奈島弘明・・渥美茂明日:オオパロニアの細

胞外摘出原形質のプロ卜プラスト化に及ぼすCa2l. pH. 

温度の影響

オオパロニア (YentrICariaventrfcosa (]. Agardh) 

Olsen " J.官est1988)の原形質を細胞外に嫡出すると

なめらな界面を持つ小球(プロトプラスト)を形成す

る。その数は実験条件によって変化した。改変 ASP7

(pH8) • 25"Cで培愛した直径 4.0-4.5回目の 1細胞か

ら生じるプロトプラストの数は反応液のCa21護度に比

例し Omllでは約10. O. 75回目で約50. 7.5mllで約200に

なった。 Ca211.25mllの存在化で. pH 7以下では低く約

10. pH 8ならば約65.pH 9と10は約250になった。温

度を変えてCa217.5mllで反応させたところ. 5"Cで約

87. 15"Cで約191• 35"Cで約330となった。 25"Cで培

養した細胞を10"C前後で前処理を行うとその数は減少

した。 35"C前後で前処理を行うと 1時間では増加し，

3時間以上では減少した。細胞外に摘出された原形質

がプロトプラストになる数がCa 21 • pH.温度の影響を

受けた事から，細胞の膜の性質とオオパロニアのプロ

トプラスト化は関連があると考えられる。

(・兵庫県立青雲高校，日兵庫教育大・自然系)

(18) 佐藤涼子・川野和歌子・志村都美子・
O鈴木章方

:潮間帯上部の褐藻イシゲが乾燥ストレスに遭遇する
際のアミノ酸代謝

イシゲは干潮時には強い乾燥ストレスおよび温度ス

トレスに遭遇するものと考えられる。一般に植物は種
々のストレスに対応してストレスタンパクを合成する

が，それと同時あるいはそれ以前の反応として遊離ア
ミノ酸などの中間代謝物質の分子比が顕著に変化する
ことが知られている。

本研究では，乾燥時および浸水時にイシゲの遊離 7

ミノ酸がどのように変化するかを調べた。イシゲから
検出されたアミノ酸は.含量l頓にグルタミン酸 (GL 

U) • 1ーアミノ酪酸 (GAB). アラニン 7ルギ

ニン，アスパラギン駿，など既知のアミノ酸 19穫と
未同定のアミノ酸類似物質 11穫であった。これらの

アミノ酸のうちで，注目すべきこととしては，乾燥時
には GLUが減少し，これを楠う程度に GABが増加

し，その変化は可逆的であった。すなわち，浸水時に
はGLUはふたたび増加した。これに対して. A L A. 

A S Pは別の変動を示した。
GLUとGABの聞の代謝経路はグルタミン酸脱炭

酸E事業によって触媒される一段階反応である。したが
って.乾燥ストレスとその回復の際には，この酵素が

鍵酵素となっており，少なくともアミノ酸代謝関連酵
素のうちでは，この酵素が乾燥ストレスに最も敏感な

酵素であるといえる。

(山梨大・教育・生物)
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(19) 樋渡武彦・ 0湯湾篤ト岡崎恵視綿・山本雅祥

・赤野 徹・清原正高制'":ハプト藻 Pleurochrysis

haptonemoferaによるCOz固定

f.l!laptone回。feraの光合成と石灰化によるCO2固定量

を明らかにするため、 CO2濃度 (360，2000，5000ppm)を

変えた通気培養実験を行った.CO2通気培養における最

大細胞収量は，CO2の漉度変化による大きな差は見られ

ず2x10ちcells/ml程度であった.pHの変化は360ppmで

上昇し、 2000pp固と5000ppmでは急滋に低下した。有機

物・石灰化量の最大健はそれぞれ25.4μg-C/ml(5000p

pm) ， 3.4μg-C/ml (360pp田)であった。

pH制御下 (pH8.2)における最大細胞収量は，360ppm

で4.3x 10o， 2000ppmで 9.5x105 ，5000ppmで1.3X1が

cellsl田1であった.有機物・石灰化量はともに5000pp

田で最大となり，それぞれ125.6μg-C/ml，16.9μg/m! 

とpH非制御時の約5倍の値となった.

以上の結果から， pH:を制御することにより，高自民度

CO2の通気によってf.l!aptonemoferaの光合成と石灰化

を促進させることが可能であることが判明した。

(窓日本エヌ・ユー・エス(練) ，帥東京学芸大学，

*輔関西電力(株)) 

(20) 0村瀬 昇ト前川行幸糾・松井敏夫傘・大貝政

治*:アナアオサ不稔性変異種の光合成特性

右田(1985)によって見出されたアナアオサ変異種

(也E皇 sp.;以下、不稔性種と略)は、不稔性の特性

に加え、生長が速いことが知られている.本種のこの

ような特質を利用し、魚介類の館料として、また浅海

養魚場におりる海水浄化に役立つ海濠として、大量培

養技術の開発が進められている.このような増養殖の

ための技術的な研究に比べ、不稔性種の生理生態に関

する研究はほとんどみられない.そこで、本研究では、

不稔性種および野生種の光合成活性の測定を行い、両

種の生長の違いを光合成の面から解明しようと試みた.

水温20・Cにおける光合成一光曲線を求めたところ、

岡種とも光合成活性は約300μE/nf /sで光飽和に達し、

光飽和光合成速度は、不稔性種が31.1-36.8μ10';cnf 

/h.野生種が27.8-32.5μlO';cnf /hであった。呼吸速

度は、不稔性種の方が0.91μ10';cnf/hで野生種の1.38 
μ10';cnf/hに比べ、小さい値を示した。また、 300μ
EI nf 15における光合成ー温度幽線を求めたところ、 15
・Cまでの低混域では野生種の方が、 20-35・Cの高温域

では不稔性穏の方が高い光合成活性を示した。光合成

最適温度は、不稔性種で30.C、野生種で25-30.Cであ

った.

不稔性種の速い生長は、野生種に比べ、高温域での

高い光合成活性と低い呼吸活性によるものと考えられ

た.

(*水産大学校・瑠殖、林三重大・生物資源)
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(21) 0小河久朗・清水悟史・木内悦子・金谷夏宏:

エゾノネジモクのC，H， Nの部位別、季節別変動

目的:エゾノネジモク体内でのC，H， 0Jの分布と

変動を藻体の部位、生育段階に着目して調べた。

材料・方法:1992年2-12月にかけて月に 2且、岩手

県三陵町越喜来湾で採集した藻体の仮根部と体部(よ、

中、下に三区分)した体部の葉、枝、側枝、生殖器床

についてCHNコーダー(柳本製作所)で分析した。

結果:仮根部、体部共にC、H、Nは藻体の伸長期

に婚加したものが成熟期~枯死期ににかけて・減少し、

休眠期~伸長期にかけて再び増加した。生殖器床での

N量は短期間に急速に増加して生殖細胞放出期には他

の部位の1.ト2.9倍となり、放出後は減少して同程度

の値となった。本種は多年生なので仮根部の値に対す

る他の部位の値を比較してみると、 Cは茎と側枝では

調査期聞を通して大きな変動はなかったが、業では値

が大きく上回った。 Hは調査期間を通して全ての部位

で上回った。 Nは葉と側枝では値が大きく上回ったが、

茎部では成熟期には仮根部の値よりも下回った。

(北里大・水産)

(22) 0坂西芳彦・飯泉 仁:褐藻ナガコンブの光

合成ー温度特性の季節変化

北海道東部太平洋岸の岩礁域に生育するナガコンブ

(国且単品畠担盟主邑旦畠)の光合成速度を酸素ぴん法

で測定し，光合成ー温度特性を周年にわたって調べたe

光合成ー温度特性の季節的な差異を明瞭にするため，

最適温度における光合成速度を100%としたときの相対

値で各温度における光合成速度を表し，光合成一温度

幽線を比較したa 光合成最適温度は年間を通じて20'C

付近であったs 低温域 (1-5'C)の光合成速度は季節

による差異がみとめられ，月平均水温が最低を記録す

る2月の義体では， l'C， 5'Cにおける光合成速度は最大

値の40%，60%を有するのに対し，月平均水温が最高

を記録する9月の藻体では10%，25%と低いイ遣を示したa

また，高温 (30'C)での光合成速度も季節による差異

がみとめられ， 2月の藻体は9月の藻体に比べ， 30'Cで

の低下が著しかったg

(水産j宇・北水研)

(23) 0宮村新ー・堀 輝三: 嚢状緑藻オオハネモ

(位辺E邑呈 盟註旦旦〉の薬総体核様体の組成に関する予

備的研究

善事類の薬縁体の遺伝子発現の場である葉緑体核様体

の形状は、著しい多様性を示すことが DNA特異的蛍光

色素DAPIを用いた蛍光顕微鏡観察によって明らかにな

っている。例えば、多くの緑藻では多数の微小な核様

体が葉緑体全体に分散するが、核様体がピレノイドの

周りに分布したり、ピレノイドが核様体である場合も

ある。しかし、葉緑体核様体の組成については、多く

は被子植物についてのものであり、藻類の;!i!i縁体核様

体については未知の点が多い。そこで、緑藻オオハネ

モ(!!.盟単盟)から核様体を単離し、 その組成を調べ

た。 薬縁体をショ精密度勾配遠心で分画後、 1% 

Nonidet P40を加え10分撹持した。この液を5000g、10

分遠心して不溶性成分を除いた。次いで、 38000g、 40

分遠心して業縁体核様体薗分を沈澱として得た。この

核様体をDNase1、蛋白質分解酵素および2MNaClで処

理したところ、核様体構造は解体した。 そしてDNase

Iと2MNaC1によりそれぞれ分子量40問、 40KDと14KDの

蛋由貿の遊離が見られた。(筑波大・生物科学系)

(24) 0森 泉・岡崎恵視:円石藻 P1eurochrysis

旦旦主主主の細砲膜函分の調製と膜結合ATPaseの性質

単細胞石灰藻の円石藻ではゴルジ体由来の小胞中

で炭酸カルシウム沈着がおきる。そのため特殊なCa2+

輸送系か特殊な細胞内Ca2+濃度を調節する機構が存

在する可能性が高い。そこで円石藻の一種 Pleuro-

chrysis carteraeの細胞膜に注目じ、これを単麟す

ることを試みた。

1)藻体のコッコスフェアをCO2で溶解し、低張処理

するごとにより膜函分が得られた。 2)膜画分には
ITPase活性とNADPH-cyt.creductase活性が低いこ

とから、ゴルジ体や小胞体由来の膜などはあまり含

まれないことがわかった。 3)膜画分を TEM観察す

ると小胞を形成しており、多糖を染色するリンタン

グステン酸ークロム般で染色すると、小胞が染色され

た。 4)ごの画分には強いHg-ATPase活性が認められ、

活性はパナジン酸で80%阻害され、アジ化物では13%
阻害された。この画分のATPase活性の最適pHは7.5付

近にあり、硝酸塩やカリウム寝によって活性化され

た。また、 10-20田Hの重炭駿イオンによっても活性化

された。ごれらの結果からこの画分は細胞膜に富み

ミ卜コンドリアや液胞の膜をあまり含まないごとが
示唆された。

現在、この膜画分を用いてプロトンポンプ活性や

カルシウム輸送活性について検討している。

(東京学芸大・生物)



(25) 0奥田一雄・水田俊:多緩緑藻タンポヤリのプロト

プラストから発達するまま形細胞における成長極性の分化と表

層微小管の動態

タンポヤリのプロトプラストは、細胞墜を形成して球形細

胞に発達する.光の一方向連続照射は、線形細胞の細胞壁の

局留的突出を光と平行方向に窃噂し、その結果その突出留の

先舗で成長する円筒形の細胞が分化する.即ち.円筒形細胞

の成長極性が光の方向によって場形細胞の暗期に決定され

る.本研究は、 E事形細胞における成長極性の分化が、表腐微

小管(MT)の経線配列の構築及びその方向に依存することを示

す.

プロトプラストを一方向連続照明条件で培養した時、球形

細胞の突出率は24時間で20%.60暗聞で80%に遣し、突出方向

はほぼ100%光と平行であった。微小管重合阻害剤APMは細

胞の突出を阻害するが、 APM処理の解除後細胞は突出する.

この時、細胞の突出方向lまAPM解除後の光の方向に依存し

た。一方向連続照明条件で培餐された穣形細胞のMTの分布と

i!JlJは;欠のように変化した:1.長い曲がったMTの束がランダ

ムな方向で高密度に分布(プロトプラストの形成後30分);2. 

短いMTがランダムな方向で低密度に分布(2.5時間);3.長い

MTがランダムな方向で低密度に分布(6時間);4.長いMTが細

胞の一節で平行に配列し高密度に分布(12時間);5.多数の細胞

で長いMTが細胞の両極に収量生して経銀配列した(18時間);6. 

細胞が突出すると宮、長いMTが突出鶴の先舗に収量生するよう

に平行配列した.

{高知大・理・生物)

(26) 0佐々木茂・.川嶋昭二“:ガゴメの生

活様式について

ガゴメの主産地は鹿部町，南茅部町，椴法華

村，恵山町および戸弁町である.母ガゴメによ

る遊定子の付着期は 10-12月，これらは短

期生存配偶体に， 1-3月に大時化による磁掃

除で裸面が造成されると，長期生存配偶体が関

与する。商配偶体は 2-5月に造胞体が大型海

産植物の下藻として発芽するのが普通に見られ

るが中には上藻がない場所で発芽する造施体が

ある。前者は 1年目を下藻で生活 2年目薬体

で初めて成熟するので3年ガゴメで漁業資源に

成長する。後者はまれであるが 1年目薬体で初

めて成熟するので2年ガゴメで漁業資源に成長

する。このようにガゴメは下藻生活期間プラス

1年で漁業資源に成長するものと思われる」年

ガゴメの伸長速度の最高は 9月で1.8皿I/B.
2年ifゴメの伸長成長期は 2月から 8月で伸長

速度の最大は 4月で8.0剛/日 3年ifゴメの

伸長成長期は 2月から 7月で伸長速度の最大は

2-3月で9.5mm/日て切る。

(・北海道中央水試・増殖部

“画館市日吉町 4-29-14)

(27) 0)11鴫昭二・・佐身木茂・・:ガゴメ{出旦!-

担担担且呈包笠豆島iよ<1Miyabe}の飽紋状凹凸の形成

トロロコンブ属 (Kjellmaniella)は葉の縁辺部全面

に飽紋状の凹凸{以下飽紋と略称する)が形成される

ことを特徴とする(宮部1902)0 ガゴメ(!C.!:!:笠g-
色込呈)の飽紋始原は葉長2・2.3c咽の頃に禁の中心線を

挟む2"Jの凹凸として表われ.次いでおもて面で中心

線が潟となり.左右の始原凹部と連絡講でつながる.

実は本種の完成された一見復雑な飽紋はこの基本型式

の組み合わせで出来ているものである.すなわち集長

3・5cmころから更に両縁部にそれぞれ 1列の凹凸を生

じ.やがてそのうちの凸部と掻初にできた始原凸部が

それらの聞を縦走する隆起線とつながり.母初の基本

簡紋を侠んでこれと同形式{凹凸は逆)の2"Jの偲紋

を形成する.業体が更に成長し縁辺部が広がるにつれ

録外側の各凸部を起点として斜め下に向かう葡萄の房

状の飽絞が両縁辺部に並列して生ずる.この形もまた

量初の基本型式と共通する.業体が老成するにつれ中

央の溝部は鉱大し.長初の基本飽敏郎分は不明瞭にな

り.ついに消失する.これが中帯節である. い函館

市日吉町 4・29・15...北海道中央水試}

(28) 梶村光男:巨並盟竺邑笠並並竪is

Setchell et Gardner (紅藻，ムカデノリ

科)の形態学的新知見

本種は雌雄異株で，造果枝及び助細胞は異

なるアンピュラに形成され，造果枝は 2個細

胞から成る。受精後に造果器と器下細胞が癒

合し.その覇軍合細胞から数本の連絡糸を生ず

る。Jl/J細胞は連絡糸と覇軍合した後に造胞糸始

原細胞を 1個生じ，又それに隣擁するアンピ

ュラ細胞と癒合する。殆ど全ての造胞糸細胞

が果胞子のうに成る"成熟したのう巣は果皮

及び l個の果孔を有し，禁状体中ー上部に存

在する。雄性配偶子のう母細胞は内皮屑細胞

から生じ.雄性配偶子のうを各 l佃生ずる。

(島根 k.J!!!'臨海)
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(29) 。高原隆明*・千原光雄林・管状緑藻モツレ

チョウチン属2新種

モツレチョウチン属駐型空psisは A.& E. S. 

Gepp(191l)により設立され，ごれまでに7種が記載さ

れている。先に演者らは，沖縄本島と奄美大島で採集

した2藻がともに藻体の二叉分枝の基部にくびれを欠

く特徴をもつことから， Calder6n-Saenz & Schnetter 
(1989)が南米，コロンピアのカリプ海沿岸から採集し

た標本に基づいて記載したB.vaucherioid閣 に 類 似

することを報告した(高原・千原， 1990)。その後，こ

れらの標本と培養株の形態をさらに調査した結果，こ

れら 2藻は独立した種で，しかも里. vauch町 ioideaと

異なり，いずれも新種と考えられたので報告する。

沖縄本島産の藻:1987年5月，沖縄県知念村の潮間

帯で採集した。サンゴ礁の岩の凄みにたまった砂泥中

に生育する。春から初夏に出現し，秋・冬は消失する。

細胞糸の直径はB.vauch町 ioideaのそれより細く，

生殖器官のサイズも小さい。この藻の学名には旦

立些担塑豆空を用意した。

奄美大島産の藻:1985年3月，奄美大島住用村のマ

ングロープで採集した。干潮時にできる小川の底の泥

上に生育する。一年中見られる。細胞糸の直径は旦

much町 ioideaのそれより太く，細胞糸は頻繁に三叉，

四叉に分枝する。この藻の学名にはB.a脇田iensisを

用意した。<*専修大・商，林日;赤看護大)

(30) 0石田健一郎・原慶明:クロララクニオ藻の分

類学的研究(I)アメーバ細胞を欠〈グアム島産藻

クロララクニオ穫鋼〈門〉はHibberd& Norris(198 

4)が設立した藻群で、現在2属2種が知られるのみで

ある.最近、葉緑体の外周のperiplastidalcompart回

ent(pc)にnucleomorph(n聞〉を有することから『もう一

つのevolutionarychaemeraJとして注目されている.

世界各地の熱帯・亜熱帯域の海岸より独自に単離培

養した株とProvasol卜GiIlard海産プランクトン株セ

ンターより譲受した未同定株を用いて本藻群の分類・

系統学的研究を進めてい ~o 今回は表記の譲株立つい

て、その生活環と微細構造を詳査し、分類上の位置を

確定したので綴告する.

厚い多層の細胞壁に固まれた球状細胞と 1本鞭毛の

遊走細胞からなる生活環を基本とし、アメーバ細胞相、

有性生殖過程は観察されない.ピレノイドにpcが深〈

侵入し、ピレノイド基質を貫通するo n聞はピレノイド

基部の脇に位置する.これら本穫の特徴を他藻のそれ

ら毅べ認と、本穫は新属新種とするのが妥当であり、

国並紅邑1呈足旦恒星皇を与え、登録準備を進めている.

〈筑波大・生物科学系〉

(31) 0北山太樹:褐議クロガシラ属皇I!h些単些主の

棒状怪芽枝の分枝様式について

クロガシラ属の種分類において.JIf芽枝は重要な形

質として扱われてきた。特に待状の匠芽枝を持つグル

ープ(sec出 nA旦虫皇旦盟)では庇芽枝がよく分枝す

るため特異な」分枝様式を示す種が多数記事2され

た。しかし大協分の穏における腔芽枝の形態変異の実

態はいまだ未知で，分類・同定が困難な状況にある。

圏内 27カ所から得た 34線の義体について庇芽枝の

分枝様式を培養下で調査した。いずれの株でも分枝の

際には頂舗のセグメントが不等割して形状の異なる 2

個の細胞を生じ，それぞれ新しい腕枝 (α枝， β枝)

のイニシャルとなった。その結果形成された涯芽枝の

形状は多様であったが，それぞれの株で決められてい

る分枝様式に従っており，温度には左右されなかっ

た。分枝様式は以下の 3つに分けられた。 1)2叉分

校で左右不対称，腕枝の憂さ 30-750Jlm (α枝は 300

p.m以上， β枝は 70pm以下になることが多い) (.6.. 

皇国主盟旦些). 2) 2叉分枝で左右対称，腕枝の長さ

100-300岡崎.昼註組g担，宣・ Z盟組盟). 3) 2-

4文分枝で左右または回転対称，腕枝の長さ 200-700

)lm (.6..豆盛昼叫畠)0 筑波大・生物科学系)

(32) 川井治史:褐軍事イワヒゲの有性生殖と分類

伊豆半島下回選のイワヒゲ Hyelophycussimplex 

(Harvey) Papenfussで有性生殖を含む生活史の全体

像を明らかにし，また本種の性フ zロモンがホルモシ

レン hormosireneであることを示した.

下回では単子婆を有する覇軍体と複子嚢を有する義体

がみられ，前者が優占する.このうち前者は胞子体，

後者は雌雄呉稼の臨偶体であり，基本的に同型の世代

交代をする.槙子轟から放出された砲偶子は雌雄同形

で，雌性の毘偶子が先に基物に付着し丸〈なり，雄性

の甑偶子を録引し接合がおこる.付着した雌性E儒子

から抽出した揮発成分を分析した結果，ホルモシレン

が主要な成分であった.また滋度既知の合成ホルモシ

レンを用いた生物検定で雄性毘偶子の誘事l活性を確認

した.綾合子または単為発生の毘偶子は発芽後プロト

ネマを繕てほとんどが抱子体に発達し，単子裂を形成

する.単為発生体ではプロトネマまたは直立体の発達

途中で DNA量の栄養的な倍加がおこる.以上の結果

と本程の業縁体の形状，栄養覇軍体と複子讃の構造の類

似から本種はカヤモノリ目に近縁であると考える.

(神戸大・理・生物}



(33)当真 武:モズク糸状休種苗の室内埼養法

沖縄島産モズク(通称イトモズク)の生態調査と養

殖法の開発を1989年以来進めてきた園その養殖生産量

は1992年約30001である.その夏季における種苗保存

はオキナワモズクと同織な方法でFRP製11タンク

やち tコンクリート製タンクで実施されてきた(当真 1

979)が、地域によって成功率が低く大きな課題であっ

た. 今度、改善策として室内培養を試みたところ、

良好な結果を得たので報告する.モズク同化糸をi有I品

分の環境下で待費すると個々の同化糸細胞に形態変化

が起とり、 11周(.f<の細胞が分裂と発生を緑かえ Lて糸

状体に変化した.これを消浄海水て'数回iit浄た後、 5

dフラスコでJi!i気培養したところ、直径約5酬の球形

となった.それらを12L.12D .24'Cの恒温室でI曽殖さ

せて種箇保存とし、 10月にヒビ網にNl苗Lた.比較の

ためi中縄島の東海岸域と西海岸波でそれそ'れ展開Lた

ところ、 12月には約 35c.のモズクii体に生長した.

しかし、遊走子から問機に保菌したヒビ綱の発芽率は

極端に悪く対称的であった. 成功したものは同化糸

(2n)に由来する種苗であり、画期的なモズク種苗の

保存方法の一つが確立したといえる内容であった.九

州以北産のモズクがホンダワラ類上部に着生するのに

対し、沖縄諸島産にはそのような状況は観察されてい

ない.今後.生懸調査と並行してそれぞれの発生過程

を詳細に比較し、その生懸的特徴を有する本種が琉球

列島特産種であるのか、検討していく予定である.

(沖縄水試)

(34) 0神谷充伸*・田中次郎**・原Ifl明*沖縄県

宮古島産紅藻アヤギヌ属の1種の形態学的研究と交配

実験

宮古島島尻の海岸においてアヤギヌ属の来記載種と

恩われる 1種(calogloss~sp.) を採集・培養し、

日本に生育するアヤギヌ (Q.kP.主主旦主主主 f. 

co旦且旦旦主)、ササパアヤギヌ (Q..!旦..Q.!.並旦riivar.

hookerilとの形態比較および交配実験を行った。本

藻は、 1)護休の節部が著しくくびれる、 2)二次枝が節

部の中紬細胞から多数生じる、 3)節部の臨側から東状

および糸状の仮根を生じる、等の点においてアヤギヌ

と異なり、ササパアヤギヌに似る。しかし、本藻の節

間部の滋体幅がO.I-0.8mmと細い点でササパアヤギ

ヌ (0 .4-1. 2mm) と異なる。これら 3~車の聞で交配

実験を行ったところ、同じ分類群間では、異所産の個

体聞でも果胞子嚢が形成され、正常な四分胞子体を生

じた。異なる分類群闘では、同所産の個体閣でも果胞

子畿の形成はみられなかった。以上の結果は、本藻が

新種である可能性とアヤギヌ属の種分類の再検討の必

要性を示唆する。

(*筑波大・生物、**国立科学博物館)
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(35) 0 綱戸良三 ・熊野 茂 : オオイシソウ科散

種の再評価

最近、 K.L.Vis， R.G. She!th and K.H.Cole (1992) 

はオオイシソウ科 9 種の基串舘本と、 北米産自観:$1: 

基 づい τ、 従来の同科白視を検討し、 オ オ イ シ ソ ウ 腐

を 2 穏に、 オオイシソウモドキ圏在 1 種 1:.，由るとい

う、 思 い 切 っ 世 見 解 を 示 し た が . これは閣かに行き過

車であると考える.

今回、 轟々は、 オ オ イ シ ソ ウ 属 8 種‘ オオイシソウ

モドキ属 3 種目基申楓本と日本・マレーシア・インド

産自揮:$に基づいて、 これら 2 圃について、 直 圃 細 胞

形成槽式、 .')載小枝の存吾、 単胞子轟町大量君、 血圃

由厚さ{細胞敏}などの主要形慣を比較検討した.

その結県、 陸来の卦銅体晶に大きな改変を加える上

記の YI ，ち(I 9 9 2) の見解に従うことは出来ないとの

結論に遣し、 以下のようにオオイシソウ属の 4種を 2

園町組曲るに止めた!<.且旦..¥!..l!.且且且且且且u!.且.ll主主且.!( c. 

E旦工i且.!..l.llI】、 ~. c.且且且且.ll且且 ( . ~. 旦i主主1.. 1> 

{・神戸女学院大学・一神戸大学)

(36)羽(岡英剥・正置富太郎林:北海道産紅諜サン

ゴモ科植物の種の分額学的研究(I)Lilholhamnionイ

シモ属の沈状一樹枝状4種について

北海道沿岸に生育する有節サンゴモ6属9種と無節サ

ンゴモ 16属33極.計22属42種の地理的及び垂直分布と

水温との関係を明らかにし.主な種の形態と分類学的

知見も述べてきたが.今後は未報告の無節サンゴモ11

種も詳らかにして. 33種全般にわたっての分類学的な

検討を行いたL、。イシモ属は7種産するがそのうち突

起を有するのは沈状種Lilholhamnionpacificum 

(Foslie) Fo喧1ieアッケシイボイシ(寒流域亜寒帯種浅

所産)とLi1I恒也豆mni旦 SP.ヒメイシモ(暖流域温帯種

浅所産). !厄状または樹技状種 L.japonicum Foslie 

ミヤベオコシ(寒暖流峨禍指庵深・浅所産).樹伎状種

~. ~主且l空 Kjellmanキタエダイシモ(寒流域亜寒帯

護深所産)である。このうらし pacificumとL. japon-

icumは既に報告したが，前者と近縁種のL. lemoineae 

Adeyとの比較検討を試みる。また. L. glacialeは日

本新産であり. Lilholhamnion sp.と共に解剖学的

特徴を示し. 4寝間の区別点を明らかにする。

(本..lt教大・函館・生物.料北大・水産・植物)
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(37) 0二羽恭介・・三浦昭雄日・有賀祐勝・ :紅藻

スサビノリの色素変異体の色彩に関する比較研究

紅藻スサビノリの色素変異体のうち紫色型，権色型

および黄色裂の色彩に関する特徴を明らかにするため，

室内培養した野生型および変異型葉状体を用いて生体

吸光スペクトルと光合成色素含量を測定し，比較した。

紫色型ではクロロフィル亘 (ch l.~)含量が，権色型
ではフィコシアニン (PC)含量が，そして黄色型では

フィコエリスリン (PE)含量が野生型より明らかに低

かった。燈色型および黄色型の生体吸光スペクトルで

は. PCが関与する吸光極大が野生型よりわずかに長

波長置11へシフトしており，さらに黄色型では PEが関

与する吸収帯で明瞭な 2つの吸光極大がみられた。ま

た，紫色型および権色型では紫外部でみられる 2つの

吸光極大の吸光度比 (A'34/ A"，)は，野生型およ

びその他の色素変異体に比べて高かった。以上の結果

から，紫色型は主に chl.~の，後色裂は主に PC
の量的な変異に基づくものであると推測される。赤色

型遺伝子と緑色型遺伝子による二重劣性遺伝子支配を

受けている黄色型は. PEの量的変異に加えてフィコ

ビリン色素の質的変異に基づくものであると推測され，

赤色型と緑色型の両方の性質を兼ね備えていることが

示唆された。紫色型および燈色型では 334nmに吸光

極大をもっ紫外部吸光物質が相対的に多いことが示唆

された。

(・東水大・藻類，“青森大・工・生物工)

(38) 堀口 健雄:マングロープ環境に生息する渦鞭

毛藻類の分類学的研究

我々は，オーストラリア(1991年)，ノVいカリフォ

ルニアならびにフロリダ半島(1992年)のマングローブ

域に生息する議類の調査をおこなってきた(代表:原

慶明氏，筑波大).ここでは演者の担当した微細藻類

の内，渦鞭毛藻類に関する調査結果を報告する.渦鞭

毛藻類の生育の場としてのマングローブ域を考えると，

①マングローブ河川の水の中，②河川あるいは林床の

底泥あるいは砂地中，③干潮時にマングローブ林床の

泥のくぼみに出来る潮溜り，などが挙げられる.之の

うち②と③の環境からは渦鞭毛藻類が多く得られた.

出現した渦鞭毛藻類は，Prorocentrum (プロロケント

ルム目) ， Scrippsiella， Peridinium ペリディニ

ウム目) ， Amphidinium， Gymnodinium， Gyrodinium， 

(ギムノディニイウム日) Stylodinium， Spinifero-

dinium (有柄渦鞭毛藻目)など広い分類群にわたるこ

とが明かとなった.このうち，マイアミのフロリダ半

島から採集された Gyrodiniumは新種であると考えら

れた.

(信州大・教育)

(39) 0中野武登・飯田高明・岩月善之助:Pseud 

虫色叫旦旦旦単包μ旦些 var.br呈E昼ii (緑灘カヱト

フォラ目)の温度変化における多様性

Pseudendocloniu!!! basiliense var. brandiiは緑君事

カエ卜フォラ自に属し、旬旬枝はよく発達するが、直

立校が殆ど発達せず、遊走子には4本の鞭毛がある。

本種は Vi scher (1933)がスイスの淡水から分離・記

載し、その培養株はテキサス大学にlITEX337として

保存されている。しかし、 Tupa(1974)が UTEX337に

は Vischerの原記載のとは全〈違う単細胞性の種が保

存されており、自ら分離した株 (UTEX1913)が本穏に

相当する株であるとし、その株を基に原記載に修正を

加えた。本研究では Vischerの UTEX337を用い、 15

"C. 2 O"C. 25"Cの 3種類の温度条件で椿養を試みた。

その結果、 15"Cでは三日月形の単細胞状態、 20'Cでは

球形の単細胞状態のコロニーが得られた。ごれら 2つ

の条件下ではTupaの指摘通り原記載とは全〈異なる形

態を示した。しかし、 25"Cで培養すると、原記載通り

の形態が磯認された n よって、lJTEX337は Typest-

ralnとして有効であり、 Tupaによる原記載修正は無

効であるとの結論に達した。(広島大・理・楠物)

(40) 綿貫知彦・宇都宮暁子・松下和弘・・加藤賢三 .. 
単細胞藻類 E旦且且よよ旦lliのストレス応答

一合成洗剤暴露の場合一

単細胞穏期 E旦旦旦よi旦!l旦は細胞壁を欠く緑蕩で、 気水峨から.

高塩湖まで広く分布している. また E旦旦且li旦lよ且は塩ストレスに

対して代謝産物 glycerolを増減させて対応していることは、 す

でに知られている。

また. 私たちは温度や遮光ストレスに対しても glycerolは重

要 な 鍵 を に ぎ っ て い る こ と を 経 験 し て い る の で 各 種 ス ト レ ス の

応苔を知るには適していると考えられる。

ここでは E旦旦旦li旦!l豆町代謝産物 glycerolを指標として合成洗

剤に対する影轡を glycerolの動 態 を 細 胞 を 生 か し た ま ま の 状 態

で 'H-NMR(核磁気共鳴法)で調べた.

合成洗剤として多量に使用されている直鎖型アルキルベンゼ

ンスルホン酸塩(LAS)は木峨で遊館型とコンプレックス型の ffl

態で存在する.

LASとコンプレックスを生成する化合物の一つに陽イオン界

面活性剤がある。 トリメチルアルキルアンモニウム趨 (TM).ジ

アルキルジメチルアンモニウムクロリド[日M).アルキルベンジ

ルジメチルアンモニウムクロリド印刷などの 3種類の陶イオン

界 面活 性剤 およ び LAS用いて実験した所、 それぞれ ECso以下町

低漉度で影響を見た所短時間に、 それぞれ glycerol代謝に微妙

な彰轡を与えていることが 'H-NMRの シ グ ナ ル で 判 明 し た の で 報

告する.

(神奈川県衛生研究所、 ヨ埼玉医大国立干防衛生研究所)



(41) 0久保文靖・堀口健雄:長野県およびカリフォ

ルニアから採集されたEndolithicalgaeについて

Endolithic algae (岩生藻と呼んでいる)は岩石表

面下数回目の内部に生存する藻類である.本研究は、長

野県北部の国道406号線沿いの 5箇所および、アメ

リカのシエラネパダ山脈 (EasternSierras)で採取

した岩石を用いて岩石中に存在する藻類のフロラを明

らかにすることを目的としておこなった.採集した岩

石を割り、表面、表面下0-5皿皿、 15皿m以上の部位

から岩粒を削り出し培養した.その結果、ほとんどの

岩石にはラン藻類、および緑藻類が存在することが明

らかになった.日本の岩石からは、 Oscillatoria，

Nosto~ ToJypothrix. (ラン縫類)、 KJebsormidium，

PJanktosphaeria. ChJorella. (緑藻類)などの各属

が出現した.またカリフォルニアの岩石からは、

ToJypothrix. ChJorella. KJebsormidium，などカT出

現した.出現鍾構成は地繊、岩貿を問わず似ていた.

また岩石表面と内部の種構成を比較したところ、表面

からより多くの種類が得られたが、内部に出現したも

のはすパて表面でも見られた。

(信州大・教育)

(42) 0大西綾美・中野武登・岩月善之助:緑藻

Ped iastrum (クンショウモ属)の多形性

Pediastrum属は緑穣クロロコックム日に属し、

coenobium(定数群体)を形成する。本属では coeno-

bium及びそれを構成する倒々の細胞の形態の変異が著

しく、これまでに多くの績や変績が記載されている.

本研究では、 Pcdiastrum属の10積3変種の藻株につい

て繕養を行い、第養による形態の変異を観察し、その

分類学的意義を検討した。その結果、著しい今形性を

示す種と、形態的に安定した績のあることが明らかに

なった.f.血叫旦 var.笠盟旦盟、 f.虫叫旦 var.

E呈註且且旦Eの2績は、共に口oenobillmの形熊変異が

著しく、群体によっては f.単立盟盟と殆ど灰WJI:H来

ないものも観察された。島幸養には組成の異なる数縄の

培地を使用したが.特に Davis府地では f.生旦担z
var. 旦型担盟E、 f. 足盟担豆、~.包包怒号事の績では

coenobiumが解離して、単細胞状態、あるいは数細胞

の群体になる傾向が確認された。本属は単細胞件a の緑

藻から進化したと考えられていることから、これらの

種は、 Pediastrum属の中で、原始的な形質を残してい

るグループと推察される。(広島大.JIl!.純物)
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(43) 0井山富子康・・今井正江・・:初等中等教育段階

におげる藻類の扱われかたの問題点.その2

昨年の本大会で、我，qは、新しい小・中学校学智指

導要領では議類の緩いがこれまで以上に軽〈なる可能

性を指摘しておいた.実際にどのような級われ方にな

っているのかを明らかにするたのに、 5祉の教科書会

祉の小学校理科教科書{本年度から使用)と、中学校

理科教科書{来年度から使用)を調査した.

小学校の教科書では、これまでと同様に、水の中の

小さな生物としてわずかな数の組物プランクトンが取

り上げられていた.これまでの教科書と比べると緑藻

の種類数は減り、珪藻の種類数が多〈なっていた.

一方、中学校の教科書では、取り上げられている穫

類の積数がこれまでよりも著し〈減少していた.海穫

は紅濠・縄穣・緑議を 2種類ずつ示す教科書が多〈、

その扱いが軽〈なっていた.これに対して植物プラン

クトンは水圏の生産者としてこれまで同様に扱われて

おり、特に珪務の種類数は多〈なっていた.また、紅

蕩・褐穣・緑蕩という用語は会〈用いられな〈なって

おり、分類的な緩いが笹視されているように思われた.

{・東京学芸大・生物，・・中央大学杉並高校)

(44) 0中山剛・井上勲:18SrDNAの塩基配列

によるブラシノ藻の系統解析

プラシノ藻は，陸上植物も含めた緑色纏物共通の

祖先生物群であると考えられている。しかし，形態

形質のみから系統解析を行うには，いくつか問題点

があり，別のアプローチによる相互検証が必要であ

る。本研究ではブラシノ藻4種について18SrDNAの

塩基配列を決定し，ぞれによって系統解析を行った。

ブラシノ藻の中からピラミモナス系統群 3種

(Pterosperma cristatum. Cymbomonas 

tetramitiformis， Pyramimonas parkeae)お

よびMamiellabipyrenoidosaから全DNAを抽出

し， PCR法によって18SrDNAの増幅を行った後，そ

の産物から直後シークエンスを行った。塩基配列か

らNJ法，軍大節約法によって系統樹を構築し，ブー

ツストラップ法による検定を行った。 4種の中では

Mamiellaが忌初に分岐することが強〈示唆された。

また，陸上植物や緑藻のデータを加えた際にもピラ

ミモナス系統群3種の単系統性が支持された。

(筑波大・生物)
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(45) 0金永植・、小柳津広志ヘ松本聴ヘ渡辺

信"、野崎 久義...葉緑体と細胞質のssurRNAの鑑基

配列から推定した特異的な色素組成を持つ緑藻

ChJamydomonas parkeaeの系統

ChJamydomonas parkeaeはEttl(1967)が記載した黄色

の海産の単細胞緑穫である.忌近、 Sasaら(1992)は日本

近海から分降したC.parkeaeの色素組成及び形銀について

報告した.色素分析の結果、クロロフィルa. bに加えて

プラシノ藻綱で認められていた色素 2.4・divinylproto・

chlorophylide (DVP)及びアオサ綱とプラシノ穣綱で知られ

ていたsiphonaxanthinとsiphoneinも持つということが明

らかになった.従って、C.parkeaeは色素の面から考える

と、縁部類の中でも極めて特殊なものと予想される.しか

し、 Sasaら(1992)はC.parkeaeの電子顕微鏡観察によ

り、 2本の鞭毛基部が時計図りにずれる交差型であり、りん

片のない細胞墜をもつことからブラシノ蕩綱ではなく緑藻

綱に所属すると結論した.

本研究ではChJamydomonasparkeaeと典型的オオヒゲマ

ワリ目及びプラシノ務丹四mimonaspark伺 eの葉縁体と細

胞質の蝿urRNAの全復基配列をPCR法により、摺幅した遺

伝子から解説し、近隣結合法により系統樹を作成した.そ

の結果、業縁体のrRNAから計算した系統樹ではC.parkeae 

はP.parkeaeに近い位置ではなく、オオヒグマワリ自に相

当する系統群の中の ChJamydomonasmoewusiiと極めて近

い位置にあることが示された.一方、細胞質のrRNAから

計算した系統樹はC.parkeaeがオオヒゲマワリ目に相当す

る糸統詳の中で非常に古い時代に分岐したことを示唆する

結果を与えた.

(・東京大学段学部、"国立環境研究所)

(46) 0縄田利寿・石川依久子:創傷オオパロユアの

survival strategy --ー生存のための原形質運動

物理的損傷をうけたオオパロニアの穏体は、傷口が小

さい場合は、傷口周辺の原形質の求心的凝集によ勺て

傷口を治癒する (woundhealing)が、傷口が大きい場

合は傷口から遠心的に原形質凝集を起こし無数の娘細

胞を形成する (=protoplastformation)。 このよう

な特異な原形質挙動によってパロニア灘体は枯死する

ことが無い。この巧妙なsurvivalstrategyの全メカ

ニズムを解き明かすことを目的として、細胞生理学的

手法・組織化学的手法・筒子顕微鏡観察等を用いて多

角的に追究を試みた。

原形質の凝集は細胞膜の破れを介して原形質基質に流

入する外液のCa によるものであることが稽認され

たが、原形質挙動のすべての制御は膨庄の変動によっ

てなされることが明らかになった。膨圧は傷口からの

液胞液の流出によって低下し，浸透圧差による水の流

入によって復活する。傷口に凝集した原形質は復活し

た膨圧によって吹き飛ばされ傷口周辺の原形質が減少

する。その結果、外液 (Ca )の流入は遠心的に全原

形質層に広がり凝集を引き起こす。(東学大・生物〉

(47) 0江津千佳・岡崎恵視:円石藻(ハプト植物門)

におげる光合成及び石灰化速度

円石藻はコッコリスと呼ばれる炭駿カルシウムから

なる「鱗』を形成する。コッコリスの石灰化と光合成

の関連は、 2HCO. -+ Ca2+ → CO2 + H20 + CaCO.なる

式で示されると考えられる。しかし、光合成(C02固定)

と石灰化の速度を比較した研究は乏しい。

本研究では、海水中の水素イオン濃度、全無機炭素

量の変化から光合成及び石灰化速度(6klux，22.C)を

求めた.その結果， l'leurochrysis carteraeの場合

には、(1)対数期の細胞では光合成及び石灰化速度は、

それぞれ 3400ngC， 170ng C/hr・10.cellsで、その

比は20:1であり、定常期の細胞では、 2400ngC， 70ng 

C/hr・10.cellsで、その比は34:1 となり光合成速度

の方が石灰化速度を著しく上まわっていた.光合成時

には、メディウムpHは顕著に上昇した。 (2)いずれの

細胞においても暗所(22.C)では、呼吸によるCO2 の放

出のため全無機炭素量が増加し、 pHは下降した。その

ときの石灰化速度は、それぞれの細胞において、明所

のf直の約15%であった。 (3)光合成阻害剤のDCMU(1μM)
存在下では、光合成は完全に阻害され、石灰化速度は

阻害剤のない場合の1-3%であった。

他の円石海 P. haptonemofera， ~milliania huxleyi、

Eephyrocapsa oceanica、についても光合成及び石灰

化速度について現在検討中である。

(東京学芸大・生物)

(48) 0松山和世・有賀祐勝:南房総沿岸におけるカイゴ

ロモ(緑漠，シオグサ科)の生態学的研究

カイゴロモ (ClaaDphDraconchD世heriaSaka j)は生きた

スガイ (Lunellacoranata coreensis Rec!uz)の般に着生

していることが知られているが，スガイ以外の基質に着生

するか否かなど，野外における生態の詳細についてはまだ

充分に研究されていない。本研究では，カイゴロモの生態

を明らかにするため，南房総の坂田およひ'小湊地先の潮間

帯において，その着生基質，着生状態， ~車体の消長や生殖

器官の有無について， 1991年11月から1992年10月まで調査

を行った。

カイゴロモは生きたスガイの殻の他に，ヤドカリの宿員

となったスガイの殻にも着生していることが確認され，生

きたスガイの殺では観察した全てにカイゴロモの着生が認

められ，仮根がスガイの殻に穿孔していた。スガイの殻に

は長さ約1nunのカイゴロモの成体および長さ数μmの幼体

が周年にわたって着生し，遊走子袋または配偶子嚢をもっ

藻体がl年を通して常に観察された。

以上の結果から，カイゴロモはスガイの殻のみに着生し，

仮綴をスガイの殻に穿孔させていることが明らかになった。

南房総のカイゴロモでは季節に関わりなく l年を通して常

に繁殖が行われているものと推察される。

(東水大・藻類)



(49) 鯵坂哲朗:日本産マジリモク(褐藻類ホンダワラ亜

属〉について

1992年 6月9日に長崎市小江漁港で採集された流れ

藻は，褐藻類ホンダワラ亜属の 7vaocarDlcae節に属

するマジリモク (Sargassu血 p ;:ironDhvlllJm J. 

Agardh)と同定され，その形態的形質について報告す

る。

藻体の基部は不明である。主枝は長さ約 1m.径ト

2mmの円柱状でやや扇平になる。第8枝につく葉の形態

は線・披針形で，長さ 3.4cmまで，幅 5mmまでで，特

徴として大変薄い膜質である。気胞は球形または楕円形で

円頂だが，冠葉や突起をもつものもみられる。生殖器床は

雌雄同株同床で，その様断面では雌性生殖巣が多〈みられ

る。長さ 5mmまでの紡錘形で，刺は見られない。生殖務

床は葉や気胞と混生する <zygocarpi c). 

ホソ~~モク(.5.. .a na lJ ~tifnliLJm C. Agardh)の

生殖器床も葉や気胞と混生し，雌雄同株同床で，その形態

は円柱状から紡錘形で刺がないが，本盤より葉の輔が狭い

ことで区別される。また，葉や気胞と混生する雌雄同徐同

床の生殖器床をもっ.5.. j; enerrinumも大変薄い棄を

もつことで本種に良〈似ているが，生殖器床が扇平あるい

は三稜形で先織に剰があることで異なる。

(京大・農)

(50) 0鯵坂哲朗本・宇井晋介木本:日本新産ホンダワ

ラ亜属(褐藻類〉の2種について

1991年 6月30日に延岡市島浦島小池の鼻で採集され

たホンダワラ類のうち 2種がホンダワラ亜属の

7vaocarDicae節に属する日本新産の種であることが

わかり，その形態的特徴について報告する。

コナフキモク(新称)<.5...a.L且A五割岨 αlaUCA!=l.CAnS

J. Agardh)の主枝は長さ約 30cm. 径 1.5mmの円

柱状である。葉の形態は按針形で，長さ 3.5cmまで，幅

9mmまでである。毒事い膜質で，乾燥すると筋をふいたよ

うに白くなる。気胞は直径 6mmまでの球形で，円頂であ

り，柄は短い円往状である。雌雄異妹である。雌性生殖禄

床は長さ 5mmまでの扇平な形態で縁辺に刺がみられる。

雄性生殖器床は長さ 4mmまでの円柱状で刺はない。共に

葉や気胞と混在する。

シマウラモク(新称)<.5..よ且♀且且且且 Grunow)の主

枝は長さ約 40cm.径 1.0mmの円柱状である。薬の形態

はやや長い披針形で、長さ 5.0cmまで，幅 10.5mmま

でで，薄い膜質である。気胞は長径 6.5mmまでの球形に

近い楕円形で，円柱状の柄は一般に気胞より長い。雌雄同

株同床である。生殖器床は長さ 4mmまでの円柱状で，葉

や気胞と混在する。また，その横断面には雌性生殖巣が多

く見られる。

(車京大・農，本車(株)串本海中公園センター)
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(51) 0長島秀行・原田美穂・吉田充輝:温泉藻イデ

ユコゴメ類の生育と光合成に対するCO2漉度の影響

酸性温泉に生育する単細胞漠類イデユコゴメ類は、

好酸好熱的であると同時に高漫度の二酸化炭素下でも

生育できるといわれている。そこで 1%、 5%、 10%

の濃度のCO2 ガスを通気して、無機培地 (pH2.5)、

31"C、 30μmolphotonslがIsecの光照射下でこれらの

蕩類を 12日間培養し、生育と光合成活性に対するCO2

漫度の影響について調べた。材料はイデユコゴメ包旦E

U且旦 ~よ坐工些.!!! RK-1とガルディエリア住民主ri呈

包並担E盆主呈 M-8(=~.盟坦呈且旦.!!! M-8)を用い、生育は

細胞数の測定、光合成活性は酸素電極による酸素生成

量の測定によって求めた。その結果、イデユコゴメ

RK-1株はCO2 漉度が 5%以上の方がよく生育し、無添

加の約1.6倍になった。それに対し、ガルディエリア

はC02添加により生育は促進されるが、滋度が高いほ

どその影響は少なくなり、 10%では無添加の約1.2倍

であった。また、 10% C02下で培養した細胞の光合成

活性は、無添加で通気情養した細胞に比べて、イデユ

コゴメでは1.2倍、ガルディエリアでは1.1倍に増加

した。(東京理科大・基礎工)

(52) 0半田信司・・中野武登“・南原川水系(広島

市)における付着珪藻群落の主成分分析による解析

南原川水系は，延長約 8kmの小河川の集まりで，狼

の谷川を経て太田川に合流する。本研究は.中野，他

(1992)で報告した南原川水系の 20地点における付着

段重量の調査結果をもとに，多変量解析の・手法である

主成分分析を用いて解析を行ったものであるn

第 l主成分は Achnanthesconveγgens， Cymbella 

silluata等の主要種を抽出し，第 2主成分で上，下流

を区分する因子，第 3主成分で GomThollemacl即 日t等

により，支流の中倉川を区分する因子が抽出された。

中倉川を除いたデータにより主成分分析を行った結

果南原川本流は中央に位置する南原貯水池をはさん

で上流が Naviculasubti 1 issima.， 直下部が $Ylledra

ullla等で特徴つけられた。上流部の支流である明神

"'は Achllalll.hp.sCOllveγgells， Cymbelt且 mlCγoce世hala

等，南原川ド流とその支流である小南原川及び桜の谷

川は Naviculamillima. Nitzschia如 lea等で特徴づ

けられたい

また，これらの結果について中野，他(1991)で報告

した同水系の水質調査結果と比較検討を行勺た。

(官、島県衡速広島大・埋・植物)
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(53) 。立沢秀高鷹取信* 山本鈴子*

好酸性総務ChJ.抑 Iydomonasの脂質組成について

宮城県潟沼はユスリカ、珪藻、緑藻などの限られ

た生物のみが生存可能なpH2の強酸性の湖である。

この湖沼より運動性を持つ好酸性緑藻Chlamydomonas

acidophillaを分離し以下の実験を行った。培養はCC培

地(pH3)を用いて行ない、得られた藻体をクロロホル

ム:メタノール(1:2)溶媒を用いて抽出した。この粗抽

出液をシリカゲルカラムを用いて分離分取し、 TLC及

びGCにより分画した各脂質の同定定量及びその脂肪

酸組成の分析を行った。分析の結果、この藻類が含有

する主婆な脂質は 2種の糖脂質とTLC上でDragendorff

試薬により赤樫色に発色するベタイン脂質と推定され

る脂質であった。またPhosphatidylcholine(PC)は検出

されなかった。この結果はChJ.訓 'ydomonasはPCを含有

せず、ベタイン脂質を多量に含有するとするSatoet叫.

(1985)の結果と一致した。分画した各脂質の脂肪酸組

成にはかなりの違いが認められ、例えば中性脂質画分

では14:1の脂肪酸がこの画分の全脂肪酸の50%以上を

占めているのに対し、糖脂質区分においては

18:1，18:2，18:3の3種の不飽和脂肪酸がその主なもので

あった。さらにpH6で培養した藻体についても検討を

進めている。

((株)荏原総研 *明治大・農化)

(54) 清沢桂太郎 中性及びアルカリ性pH緩衝液として

の炭酸塩の溶液化学的研究

私にとって、水道水が中性ないし、弱アルカリ性を示し、

iJ拍車置を光照射のもとで培議していると、指養液がアルカ

リ化してくるという言語人かの研究者との話しは興味深いも

のであった.純水を空気中に放置すると、炭酸ガスを吸収

してpH5.2-5.4になる.したがって、中性ないし、アルカ

リでの生理学的実験を行なうためにU、 Trisか、 HEPES

などのGood'sl貴重Eを用いてきた。 Trisは水に搭かしたまま

ではアルカリ性なので、中性付近で使用したい時にはHCI

か、マイレン酸を加えてpHを合わせなければならない.

Good's鼠漢の多くは弱酸であるのでKOHか、 NaOHを添加し

てpHを合わせなければならない.ところが、 Trisにしても

Good's鼠業にしても、生体あるいは細胞にとっては全く異

質なものである.それだげでなく、私の実厳によると、こ

れらの緩衝液は10mH(pH7.0付近}で、車輸寝節周細胞を般

すことが明らかになった(Jpn.J.Phycol.40，215・227，1992).

炭酸纏は自然に多く存在し、その水溶液怯温度によるが、

中性ないし、アルカリ性を呈する.今回肱これらの水溶液

のpH健、及び、空気中に飲置した時のpH値の安定性につい

て調べたので報告する.鴎演までに間に合えば、車軸.節

闇細飽に対する脅性の有無等についても報告したい.

{大阪大学基礎工学部生物工学科)

(55) 。相馬咲子・佐藤貴子・道合修子・大高明史.1}藤

捷一:津軽十二湖湖沼群の日暮の池に出現する生虫包笠堕

について

津軽十二湖湖沼群は青森県南西部、プナ原生林で知られ

る白神山地の函館の山間地にある湖沼群で、標高150mか

ら255mの範囲に分布する大小30数個の湖沼から成り立つ

複湖沼群である.我々は1986年よりこの湖沼群を調査フィ

ールドとして、各湖沼の物理・化学的環境要因の解析とと

もに動・縫物プランクトンの種組成と量的な変動に関する

継続調査を行っている.この湖沼群肉の回答の池でラン穣

Anabaena 2種の異予言増殖によるプルーム現象が1990年、

1991年と引き続き観察された。この担控笠E呈のブルーム

現象を湖沼環境分析から解析すると同時に、日暮の池産の

ラン藻を主な実験材料とし、培養実験によりN'Pを中心

とした栄養趨が及ぼす増殖・形態形成への影響を調べた.

その結果90年、 91年ともに但辿笠E呈が優占的に増殖した

原因の一つには硝酸態窒素の減少とリンの存在が考えられ

た.ー方、天然における担辿笠堕須重のヘテロシスト、ァ

キネートの全細胞に占める割合は、季節や生存環境の違い

に関係なく種によりほぼ一定であったが、培養実験では窒

素湖底に応じてヘテロシストおよびアキネートの形成率は

変化し、その形成には種による差異が認められた.

(弘前大学・教育・自然科学〉

(56) 0吉武佐紀子'・福島博“:スペイン、シェラ

ネパダ山中の水域の藻類植生

シェラネパダ山脈はスペインの南端近くにあるゲラ

ナダの東南、北緯37度西経約3度にあってMulhacen

3482mを最高とする山脈である.演者等は1992年8月に

採集した 10試料より、瑳穫を主とする藻類植生につ

いて論じる.Lake Cardera (海銃3050田)の湖底には

Navicula crYlltotene 11a. 0sci llatoria sp.を優占種

とする群落が発達していた.Lake Hondera (海抜2850

皿)の湖底には主鑑且主主 Sllll..担単且旦i呈旦旦盟・

担笠と邑江盟主主 sp.を主とする群落で、これらの績

が浮遊生活をしていたことを示し、さらに Diatoma

hie鵬 levar.田esodo四. Meridion cir叩 lareの混布

は水温が低く、清浄な水質を示している.この湖から

流出する小川には型旦om皇民盟叫~ var. meso血旦・

邑旦担盟主主盟主を主とし、塩主主盟主主且昼旦呈を

従とする群落がみられ、冷、清水の流水であることを

示している.Genile川は今回調査した最上流地点では

皇位邑l主魁盟主呈，色旦包盟主主盟呈を主とする群落

でこの川も、冷、清水の水域と推定できる。

( .湖南短大・生物、日藻類研)



(57) 0福島博事・大谷修紳・神構子山・藤田晴江榊*. 

駈時匂町宮eIs1町叫 (南極)のケイ蕩植生(予報2)

Ki唱 G回 rgeIs1薗叫は南極半島の先鋪龍南緯約62度に位置

する.1990年11月より 1992年2月までに拐携した220
本の漠類標本を調べ、ケイ藻が優占的に見出された標本は86本で
ある.それらを生育環境別に整理すると次のようである.コケ付者

18本、笠笠io1塁crispa付者3本、虫霊笠霊

土漉3本、その他陸上の試料4本涜水22本、湖沼20本、池6
本、湿原3本、その他水媛5本.

優占的な穏として広〈見出された種とそれらの見泊された試科教

は次のようである。

E彊 1aria盟主主主 25 
Naviロ11a.. 比i∞ 田is 14 
Nit2.!詑hiaha取zzi園田is 13 
Nitzschia 51止臨icularis 8 
G個曲。~æ!単盟 5 
Nitzsclua合u坑 叫 圃 5 
Pinnularia bor祖 1is 5 
F口組1aria霊L 4 
Fmgi1aria v司JCheri担 4 

担出塁!!!!!!誕 4 

rg望謹~!!I!:. 4 

(略装額研究所・神島綾大学・傘柿横浜市立大学・紳特報穣

川公衝試}

(58) 藤田大介:富山湾及び北海道南西岸のエゾイシ

ゴロモの生態について

エゾイシゴロモは多年性の殻状無節サンゴモで，北

海道南西岸の磯焼け地帯の優占種として知られている

が，最近.富山湾各地でも本種の分布を確認した。滑

川市沖の転石地帯で生育状態の観察を行ったところ，

北海道と比べて被度は低<.弱齢，小形の個体が多か

った。海底におけるアクリル板・転石の設置実験にお

いては l年生無節サンゴモが高被度で入植したが 1

-2年後に至っても，本種の入績は見られなかった。

北海道大成町で行った同様の実験では 5カ月後の調

査で既に本種の幼体が認められ，ウニや巻買の食害を

受けていた。 1年2カ月後の調査では本認の被度が高

〈なり 1齢藻体が成熟することを直按確かめること

ができた。なお. 10月の潜水時には海底に表層剥離中

の個体が多〈観察され，海中に表層稽片が浮遊してい

た。また， これまでに知られていた表層忌外層の剥離

以外に，円柱状細胞層{生殖器巣も含む)ー表層の多

層剥離を観察することができた。このほか，本種の体

表上に，イトマキヒトデが星型の彼寝跡をスタンプ状

に残しているのが観察され，表層jlJ離を促進している

可能性も懸念された。(富山県水産試験場)
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(59) 0横浜康継本・平田 徹“・佐藤欝彦本・土屋

泰孝事・値目一二三本:後着剤を用いた褐藻カジメ幼

植物体の移植法

陸上の造林では，苗木の移植が有効な手段となって

いる。海中での藻場・海中林造成も，胞子や受精卵を

海底へ着生させる母務投入ょ・り，苗木に相当する幼体

を移植したほうが成功率は高まるはずであるが，体の

基部を岩盤へ付着させて生育している海藻の移植は，

きわめて困難なことと考えられていた。本研究では，

アラメやカジメなどの大型褐藻の若年個体の付着器を

瞬間接着剤で人工基盤に固定すること，また海藻の固

定された人工基盤をさらに水中ボンドで海底の岩盤に

接着することなどを試みたロ瞬間接着剤で人工基盤に

固定されたアラメ幼体の基部から新生した仮根は，半

月たらずで自力で基盤に付着した。また 1辺10聞の方

形スレート板に種々のサイズのカジメ個体を固定して

海底へ移植したところ，個体の生重量が350g以下で

は，水中ポンドが完全に固化する 24時間前後における

成功率は100%であった。この方法は海中造林のほか

海藻の生理・生態学的研究の有効な手段となるだろう。

げ筑波大・臨海，日山梨大・教育・生物〉

(60) OAnong Chirapart・大野正夫:8本沿岸に多産
しはじめたオゴノリ類の成長と寒天質特牲について

近年伊勢湾・瀕戸内海、有明海にオゴノリ類が多産し、

保取が行われている.これらのオゴノリは、ツルシラモ

に形態は酷似しているが、主役が幾分細く、分枝が多く、

長い業体はト3mに途する.しかし有性生殖器官は認め

られず、種名が確定されずにいる.生育場所は、汽水場

の砂泥管であり、ツルシラモと生育帯が幾分異なるこ

とが認められている.

土佐湾中央部の浦ノ内湾沿岸に、このオゴノリ類の

生育が確認されたので、その生理生態学的特性と寒天

質の特牲について検討を行った.

このオゴノリは、水温15-31"c、塩分23-35ptの汽水

域にみられ、底質は砂質で小石がまじるところに繁茂

していた./J、石や貝に国着して繁茂する個体は252:以下
で、多くの個体はからまるようにして、砂中に葉休部位

を一部没して生育していた.繁茂は春から夏に著しく、

秋から冬に少ないが、周年にわたって個体がみられた.

2年聞の調査で、わずかに四分胞子体は認められたが、

果胞子袋は認められなかった.アクアトロン培養で、成

長は13-28"Cまでしたが、最適水温は1ふ20"Cであった.

寒天質のゲル強度(1.5%寒天)は400、750g/C1D2であって、

高いグル強度を示したのは16"C前後であり、高温にな

ると低下した.
(高知大・海洋生物教育センター}
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(61) 岡井野清也・O大野正夫:トサカノリ生活環の
生態的考察

暖海域に生育するトサカノリは.最近水産資源とし

て注目されているが、漸深帯に生育しているために、そ

の生態が良く知られていない.そこで土佐湾中央部、須

崎地先のトサカノリ群落について周年調査を行い、ま

た繕養により生活環について考察した.

トサカノリは、外海に面した潮通しの良い岩礁域の

水深5、10mのところに、10月下旬頃(水温 23.3'C}より
幼休が肉眼で認められるようになった.2月下旬頃(水

温 15.9'C}までは成長は遅く 3月に7.3~2.6elll'こなっ

た.5月下旬から果胞子袋が認められるようになり、最

繁茂期は6、7月であった.採取された成熟業体はほぼ2
日聞にわたって胞子放出が認められた.7月下旬{水温

26.6'C}には、岩礁織からトサカノリは消失した.放

出された胞子をロープに付着させ屋外水槽で培養する
と、10月下旬(水温 23.5'C}に肉眼で数11mの幼体が確認

された.また7月に録取し、果胞子袋のみられない都位
をアクアトロンt告養で水温と成長の関係について調べ

ると、13、23'Cまで成長が認められたが、温度による成

長速度の大きな差異は認められなかった.また7月より

水温を20'Cにしたアクアトロンで培養を続けると葉体
は越夏し、薬体縁辺部から新しい芽が出現し、それぞれ

の芽は正常なトサカノリの形態へと成長していった.

(高知大・海洋生物教育センター)
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B本学術会議だより λfo.27 

秋の総会開催される

平成4年日月 日本学術会議広報委員会

日本学術会議は去る 10月21日から23日まで.第 115回総会を開催しました。今回の日本学術会議だよりでは，同総会の議

事内容及び総会中に発表した会長談話等についてお知らせします。

日本学術会議 第115回総会報告について

日本学術会議第 115回総会(第15期・第 4固)は. 10月

21日-23日の 3日間開催されました。

総会の初日は，会長からの前回総会以降の経過報告に続

いて.運営審議会附置委員会.部会，常置委員会，国際対

応委員会.特別委員会の各委員長，部長からの報告があり

ました。また，本年 9月27日から 10月11日までの問，二国

間学術交流委員会の代表団がアメリカ合衆国を訪問し，ア

メリカ合衆国の学術の現状を視察するとともに，大統領補

佐官を始めとする連邦政府機関の関係者，国立科学財団の

関係者，その他関係機関の関係者との意見交換を行い，多

大なる成果が得られたとの訪米報告が行われました。午後

からは各部会が開催され，国際対応委員会や研究連絡委員

会の在り方等について審議が行われました。

なお，二国間学術交流の成果等に関する「平成4年度日

米学術交流について」の会長談話を21日付けで発表しまし

た。

総会 2日目は，学術分野における国際貢献に関しての自

由討議が行われ，国際貢献の意義，方針等について活発な

討議が行われました。本件については， 日本学術会議第15

期活動計画の中に重点目標として掲げられており.また.

昨年秋の第 113回総会において内閣官房長官から.学術研

究の分野で我が国がどのような国際的貢献をなすべきかに

ついて全学問領域から総合的に検討し，意見を出すよう求

められ，以来，日本学術会議としては重要案件として審議

してきたものです。

午後からは.米スペースシャトル「エンテ'パー」で微小

重力実験に取り組んだ毛利衡さん，向井千秋さん，土井隆

雄きんの三宇宙飛行士を招き，実験成果等の報告をしてい

ただくとともに会員との意見交換が行われました。

なお学術分野における国際貢献について」の会長談

話を22日付けで発表しました。

総会 3日目は，文化としての学術特別委員会を始めとす

る各特別委員会，各常置委員会が開催されました。

平成4年度日米学術交流について(会長談話)
平成 4年10月21日

1 本年度の日本学術会議の二国間学術交流事業として，

9月27日から 10月11日までの 2週間にわたり.私を団長

とし，各部所属の会員 7名，その他事務局 2名，計10名

で構成する代表団がアメリカ合衆国を訪問した。

2 今回の日米学術交流は. 21世紀に向けて我が国の学術

の発展向上を図るためには. 日米両国の緊密な連携協力

が不可欠でしあることから，アメリカ合衆国の学術研究の

現状と動向について調査するとともに，関係機関の責任

者等と忌惇ない意見交換を行うためであった c なお.こ

の機会に，いわゆるビノグ・サイエンスの象徴ともいう

べき sS C. N A S A. N 1 H等の現地視察を行った。

3 連邦議会の会期末で1993年度予算案の調整等のため極

めて多忙な時期であったにもかかわらず，いずれの機関

においても， トyプ又はそれに準ずる責任者が自ら出席

するなど，代表団は温かく誠意あふれた応接を受け.関

係者の日本の学術への期待が極めて大きいことが印象的

であった。代表団の感想として特記すべき点をいくつか

挙げれば，次のとおりである。

(1) アメリカ合衆国の学術政策の基盤は，確固たるもの

があり，これに割り当てられる国家予算のスケールも

大きい。これは，学術に対する同国の期待の大きさを

表すものである。例えば. 1863年にリンカーン大統領

のイニシアティブで設立された科学アカデミーは，政

府からの独立を前提とし，政府，議会の諮問に応える

など，政府，議会との緊密な連携の下に，国民並びに

人類の福祉の向上に寄与しているが，その後設立され

た工学アカデミー，医学会とともに，総額約 250億円

余に上る予算を毎年政府から受け取っている。これは，

日本学術会議の使命と今後の発展を考える上で参考と

なるものである。
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(2) 学術の国際協力については， 日米両国は，経済力，

先端科学技術の水準から見ても，世界の中で指導的役

割lを果たすべき立場にあり，両国の学術交流を中心と

して新しい時代の知識と技術を創造し，人類の発展に

寄与していく必要がある，との認識がアメリカ合衆国

の関係者にあり，我が固としても，このことを考慮す

べきである。

(3) 日本政府が本年 4月に決定した科学技術政策大綱に

おける国家予算の倍増計画については，アメリカ合衆

国の関係者は，大きな期待と好意とをもって注目して

いる。

(4) S S C，宇宙開発などのビ yグ・サイエンスについ

ては，それぞれの計画が学術における開拓者精神とで

もよぶべき情熱をもって推進されていることをが，認

められた。特に 3名の日本人宇宙飛行士達との怒談

は感動的ともいうべき印象を残した。

また， S S C計画への資金面での参画問題について

は，我が固め学術研究の基盤自体が不十分であり，こ

れの充実強化が優先的課題であること，欧州、|やアジア

諸国等との協力をどう考えるか， S S C計画自体への

国民の理解をどう促進するか，など今後早急に検討し

なければならない課題があること，などの当方の説明

に対して，これを傾聴する姿勢が見られた。

4 今回の日米学術交流の関に形成された代表団の一致し

た認識は，冷戦終罵後の新しい世界秩序形成過程におけ

る諸課題のーっとして，学術のあらゆる領域にわたって

の国際協力が今後ますます重要性を持つということであ

った。そのことは，今回の代表団へのアメリカ合衆国側

の対応からも十分窺われるところであった。

5 代表団としては，今回の訪米の結果について，総会，

運営審議会，その他の関連の委員会等において会員に報

告するとともに，改府関係者に対しでも，必要に応じて

報告を行う予定である。その上で，日本学術会議会員は

もとより，政府並ぴに国民の問て1 我が国の学術に関す

る国際協力・貢献の在り方について十分な論議が行われ

るよう強〈期待するものである。

6 終わりに，今回の代表団の訪米に当たり，格別の御協

力をいただいたアメリカ合衆国側関係者及び在アメリカ

合衆国日本大使館の関係者に対し，ここに深い感謝の念

を表するものである。

学術分野における国際貢献について(会長談話)
平成4年10月22日

現在，我が国の国際的な貢献が強〈求められており，各

方面でその方策が討議されているところである。日本学術

会議としては，平成 3年10月の第 113回総会において，時

の坂本三十次内閣官房長官から，学術研究の分野で我が国

がどのような国際的貢献をなすべきかについて全学問領域

から総合的に検討するよう求められ，以来，特別委員会を

設けて検討するとともに，今回の第115回総会においても，

会員会貝による討議を行った。

今回の総会での討議を踏まえ，私としては，次の点を強

調したい。

1 本来学術の国際貢献とは.日本における学術研究の

成果を広〈世界に伝達・発信し，学術の進歩に貢献す

ることである。

2 海外から研究者が進んで来日し，優れた研究成果を

挙げられるような高水準の研究施設を整備するととも

に，外国人が日本の文化・学術を吸収する能力を高め

られるような諸条件を鐙備・充実する必要がある。

3 上記 2を実現するためには，省庁の枠を超え，官民

の総力を結集して，必要な資金の確保，人材の養成等

についての基本方策を策定し，推進する新しいシステ

ム(例えば学術協力機構)が必要である。

上記の趣旨を踏まえ，本会議としては，具体的な貢献策

について提案すべし全力を挙げて検討し，速やかに結論

に達したいと考えている。

日本学術会議主催公開講演会

本会議では，毎年公開講演会を開催しています。この講

演会は会員が講師となり，一つのテー?を学際的に展開し

ています。平成 4年度最後の公開講演会が決まりましたの

で，お知らせします。多数の方々の御来場をお願いします。

入場は無料です。

公開講演会「科学技術を通じての国際貢献」

日時平成5年 2月22日(月)13: 30-16 : 30 
会場 日本学術会議講堂

j寅題・演者

「日本の科学技術」 西浮i閤ー 第5部会員

(東北大学学長)

「社会科学と自然科学との学際研究を通じての国際貢献」

「日本の貴重な体験の伝授」

f21世紀の科学技術」

松田武彦第 1部会員

(産能大学学長)

猪瀬博第5部会員

(学術情報センタ一所長)

近藤次郎

日本学術会議会長

〔申込み先〕 はがきに，住所・氏名・郵便番号を明記し，

2月15日までに下記宛てお申し込みください。

干106東京都港区六本木 7-22-34 
日本学術会議事務局「公開講演会係」

ft 03-3403-6291 内線 227，228

御意見・お問い合わせ等がありましたら，下記ま

でお寄せくだきい。

干106東京都港区六本木7-22-34 
日本学術会議広報委員会電話03(3403)6291
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賛 助 会員 北海道栽培漁業振興公社 060札幌市中央区北 3条西 7丁目

北海道第二水産ビル 4階
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全国海苔貝類漁業協同組合連合会 108東京都港区高輪2-16-5

有限会社 浜野顕徴鏡 113東京都文京区本郷5-25-18

株式会社ヤクルト本社研究所 189東京都国立市谷保1769

田崎真珠株式会社田崎海洋生物研究所 779-23徳島県海部郡日和佐町外ノ牟井
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Seaweed Ecology & Algal Farming 

図鑑海藻の生態と藻礁
編者=徳田 属・川嶋昭二・大野正夫・小河久朗

本書は、天然の起で海藻がどのような姿で生えている

のかをつぶさに見てとることの出来る海藻生態図鑑であ

ると同時に、人為的に投入しだ藻礁に如何にして海藻を

生やすか、を紹介し疋世界に例のない図鑑でもある。

生態編では、緑藻42種、掲藻72種、紅藻80橿、海草6
橿の総計200種をオール力ラーで紹介。藻礁編では、藻

礁、すなわち藻場造成用人工礁の構造や沈設位置を図示

し、海中での藻礁上の海藻の生育状態、あるいは動物の

鯖集状態を経時的に撮影しだ82点に及ぶ力ラー写翼で、示

し定。

藻場造成にかかわる方々はもちろんのこと、海洋環境

の保全に意欲と関lりをお持ちの一般の方々にも、本書は

幅広く受け入れられるであろう。
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