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北海道小樽市海岸における海藻の季節消長
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小樽市は北海道西岸・後志地方の積丹半島の東側に

位置し， 1卯8年(明治41年)より忍路に東北帝国大学

農科大学忍路臨海実習所(現北海道大学忍路臨海実験

所)が設立され，多くの研究者によって海産生物につ

いて様々な調査や研究がなされてきた(元回 1971)。

この海域の海藻相に関して，稲垣 (1933)は忍路湾

およぴ近接する沿岸の紅藻類69種を記載し， Tokida 

組 dMお紘(1959)は忍路臨海実験所付近を中心とし

た後志沿岸の海藻リストとして緑藻ぉ種，褐藻40種，

紅藻 114種，合計 177種を報告した。さらに， 名畑

(1991)はこのリストに新たに62種を追加し，忍路を中

心とした後志沿岸に生育する海藻として緑藻33種，褐

藻57種，紅藻141種の合計お1種を報告した。筆者は，

積丹半島沿岸の海藻として緑藻25種，褐藻48種，紅

藻 118種，合計 191種を報告した{佐藤 1992，1993， 

1抑制}。この海域，特に忍路における個々の海藻種の周

年の生長，成熟，生態等についてはいくつかの種で報

告されている。特に，ホソメコンプの生態については

詳細に調べられている(長谷川ら 1963，阪弁・船野

19“，船野・阪弁1%7，船野1983)0そのほかに，船野・

長谷川(1964)によるフクロフノリとエゾツノマタの

生態， Morohoぬi佃 d陥 suda(1980)による紅藻イトフ

ノリの生活史，丸伊ら (1981)による褐藻ホンダワラ

類の生長と成熟， 0000 et al. (1982)による紅藻イポノ

リの生殖季節， Masuda and Horiuchi (1988)による紅

藻ウミゾウメンの生活史，抽sudaand Hash加。ω(1朔)

による紅藻マルパツノマタの個生態学，佐藤(1994b)

による褐藻ワイジガタクロガシラの光周性等の研究が

ある。また，忍路湾に生育する海藻を材料にしてなさ

れてきたその他の多くの研究がある(簸 1971)0 しか

し，この海域での種ごとの季節消長に関してのデータ

は未だ不十分である。そこでどの時期に採集に行けば

どのような海藻が得られるかを明らかにする目的で，

小樽市忍路と桃内における海藻の消長についてまとめ

たので報告する。

材料と方法

小樽市忍路および桃内(Fig.l)に生育する海藻につ

いて， 1991年より 1994年にわたり 1ヶ月に2回以上の

磯採集と，深所に生育するものは水深.0-加nの範囲で

SCUBA潜水により種の出現時期の観察を行った。

観察した海藻は，乾燥標本や微細な種はプレパラー

ト標本とし保存した。深所生海藻は SCUBA潜水時に

目;概観察し，水深毎に生育種を記録した。

学名と和名は吉田ら (1仰0)に拠った。

結果と考察

忍路および桃内は地理的には北海道西岸の積丹半島
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Fig. 1. Study sites at Oshoro and Momonai， westem coast of Hokkaido， 

Jap叩。

の東部付け根にあたる。忍路には奥深い湾(忍路湾)が

あり，波は冬期でも割合穏やかである。Fig.lに示すよ

うな深く切れ込んだ特異な形状をなす湾に沿って平磯

があり海藻の採集に適している。平磯からi朝j下帯へは

垂直的に落ち込んでいる。 桃内には，桃内川が流れ込

み，その東西にのびる平磯には大きな転石が散在して

いる。i羽下帯は大きな岩盤が連続する場所や，小さな

転石が多数集合している場所の他に，砂地も存在して

いる。東側にある桃岩を含めた桃内周辺を写真で示す

(Fig.2)0 10月頃より北西の風が吹き始めると ，時化る

日も多くなり，直接磯に波が激しく当たり採集や潜水

Table 1. Seasonal change of surface sea water temperature (C) in 

Oshoro Bay. (average of each month) 

Month¥ Year 1991 1992 1993 1994 

January 6.6 3.8 5.0 4.7 

February 4.2 3.9 3.8 4.7 

March 5.0 4.7 5.8 4.0 

April 7.9 7.5 7.3 6.8 

May 11.3 10.8 12.4 11.0 

June 17.3 15.9 15.7 16.4 

July 20.3 20.4 20.0 20.3 

August 22.0 21.4 20.1 24.2 

September 20.3 19.3 19.6 22.0 

October 15.8 14.4 15.3 18.6 

November 9.9 10.0 10.9 

December 6.1 6.5 7.2 

佐藤

Fig. 2. Sea shore of one of the study sites at Momonai. 

には適さない。3月下旬の雪解けの頃より磯採集がで

きる。この海域の海水沼として忍路湾における 1991年

から 1994年の4年間の月別平均海水温を示した (Table

1)0 7月 8月には 20"Cを越え月 2月には 3.8"Cに

まで降下する年もあった。

小樽市忍路および桃内に生育する緑藻 21種，褐藻

34種，紅藻90種の合計 145種について季節的消長を月

別に記載した (Table2)。多くの種では生育が季節的に

異なり ，周年見られる種は少数である。このうち，多

年生種はスギモク，フシスジモク，ウミトラノオ，エ

ゾノネジモク ，マクサ，イソキリ， ピリヒノτ，ヒライ

ボ，エゾイシゴロモ，ミヤベオコシ，モカサ，ム カデ

ノリ，ヒラムカデ，マルパツノマタ，フジマツモ，イ

ソムラサキである。1年生種はアナアオサ，ホソメコン

ブ，フシツナギ，キヌイトグサ属のl種，イギス，ハイ

ウスバノリ，ユナ，キブリイトグサであり，残りのフク

ロノリ，ワイジガタクロガシラ，ホシノイトは l年の

問に数回生活史を繰り返す短命種である。

この忍路・桃内における海藻は季節ごとに優占稜は

異なる。春期 (3月-5月)に露出した岩上では優占種は

モツキヒトエ，ツヤナシシオグサ，マツモ，カヤモノリ，

ウミトラノオ，スサピノリ，ピリヒノ'¥'，フクロフノリで

あり，水深0-3mではケウルシグサ，ワカメ ，ツルモ，

スジメ，フシスジモク，へラリュウモン，イトフノリ，

アカノfギ、ンナンソウ，ヌメノ、ノ リ，ウラソソ:モロイ

トグサ，さらに深所の水深5-13mではキヌシオグサ，

アナメ ，アナダルス， J!!~節サンゴモ類である。この時

期は年聞を通してj如来の量が一番豊富である。夏期 (6

月-8月)では7月に入ると海水の温度も 20"C近くまで

上がる。優占種は，露出岩上ではボウアオノリ，ツヤ
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Table 2. Seasonalωc町renceof marine algae fぬmJ釦 uaryto December at Oshoro and Momon札 O回ru，Hokk凶do.

* found only in Oshoro.材 foundonly at Momonai. 

Species 
Month 

]FMAM]]ASOND 

Chlorophyceae Kornmannia Jeptoderma モツキヒトエ .000. 
2 Monos加 .maangicava エゾヒトエグサ 0000・・

3 Protomonostroma unduJatum シワヒトエグサ .00・・

4 Blidingia minima ヒメアオノリ* 000000・・・ 000
5 Enteromorpha compressa ヒラアオノリ . .000.... 

6 島取'romo.中tbaintes血 aJis ボウアオノリ . . . . . .00000 

7 函館romo.中tbaJinza ウスノTアオノリ 000000・・・・ 00
8 Enteromorpha proJifera スジアオノリ .. .0000・・・

9 UJva pertusa アナアオサ 000000000000 
10 Spongomorpha heterocJadia イプリモツレグサ' .000.... . 

11 Urospora peniciJliformis シリオミドロ .000... . 

12 白 aetomorphaaer切 タルガタジュズモ 000000・・・

13 Chaetomorpha moniligera タマジュズモ .00000・・・

14 CJadophora aJbida ワタシオグサ* . .00・・・・・

15 。'adophorafascicuJaris フサシオグサ* .000.. . 

16 α'adophora opaca ツヤナシシオグサ 0000000・・ 000
17 CJadophora sakaii アサミドリシオグサ .00・・・

18 。'adophoras伽 Ipsonii キヌシオグサ ... .000... 

19 Bryopsis hypnoides オバナハネモ .00・・

20 Bryopsis pJumosa ハネモ O' . .00000000 
21 Codium fragiJe ミJレ -・ 000000000・

Phaeophyceae 22 Acinetospora crinita .000. 

23 Ectocarpus sp. シオミドロ属の 1種 .00000・

24 Hincksia sp. ヒンクシア属の 1種 00・・・・

25 PoJy官官知srein加'Jdii キタシオミドロ* .0000・・

26 Analipus japonicus マツモ 00000・・・・・ 00

27 Sphaerotrichia div訓 cata イシモズク ... .0000・・

28 EJachista gJobosa ナミマクラ .00・・

29 HaJoぬixambigua ソメワケグサ .0000. 

30 Lea泊。'siadifformis ネパリモ .00000・

31 Co.争omeniabuJlosa ワタモ .0.. . 

32 Co伊omeniasinuωa フクロノリ 000000000000 
33 PetaJonia fascia セイヨウハ，~ノリ 0000・・・・・・ 00

34 PetaJonia zosterifolia ホソノtセイヨウ 000. . . . . . .00 

ノ、"ノリ*

35 Scytosiphon Jomentaria カヤモノリ 000000・・・・ .0

36 Punctaria pJantaginea ハパダマシ* .00000・・・・. . 

37 Punc飽riasp. ハパモドキ属の 1種 .0000・・・・・

38 SphaceJaria rigiduJa ワイジガタクロガシラ 000000000000 
39 Desm悶 S由卑些臼 ウルシグサ .0000・・・・・.
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Table2.Con血u叫

Month 

JFMAMJJASOND Species 

Rhodophyce総

.00000・・・・

0000000・・・ .0
. .000000・.. 

. .000000000・

0000000・・・・ O
000000000000 
O' . .00000000 
. . . .000000・-

. .00・・

000000000000 
0000000・.000
000000000000 
0000000・.000
. .000000・.. . 
000000000000 
000000000000 
000000000000 
000. . . . . .000 
. .00・. • 
000. . . . . . .00 

・・ 00・・.. . . 

000000・-
. .00・・・・ 00・

. .0000・・・・・-

. .00000・・

000000000000 
. . .00000・・-

. .000... 

000000000000 
000000000000 
000000000000 
000000000000 
000000000000 
000000000000 
000000・・・ 000
・0000000・-

00・・ 00000000
000000・..000 
.00000・.• . . • 
. .00000・.

・・ 000000

ケウルシグサ

ワカメ

ツルモ

アナメ

スジメ

ホソメコンブ

エゾヤハズ

アミジグサ

フクリンアミジ

スギモク岬

ウガノモク

フシスジモク

アカモク

ミヤペモク

ウミトラノオ

エゾノネジモク

ホシノイト

ウシケノリ

オオノノリ*

ウップルイノリ

フイリタサ

スサピノリ

カギノリ

ウミゾウメン

マクサ

ヨレクサ

オパクサ

イソキリ

ピリヒ}'(
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ヘラリュウモン

イソウメモドキ
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Table 2. Continued 

Month 
Species 

JFMAMJJASOND 

81 Grateloupia filicma ムカデノリ 000000000000 
82 Greteloupia livid旨 ヒラムカデ 000000000000 
83 Grateloupia okamUl百e キョウノヒモ . -000----
84 Grateloupia turuturu ツJレツJレ . ---000000 
85 Pachymeniopsis lanceolata フダラク 00000・・・・ 000
86 Callophyl1is sp. トサカモドキ属の 1種 -------000-
87 百'chocarpuscriniωs カレキグサ ----00000・.

88 Ahnfeltia fastigiata ネツキイタニグサ榊 0-------0000 
89 Caulacanthus okamUl百e イソダンツウ . -00000000 
90 臼 on血ISn抑制cus マルパツノマタ 000000000000 
91 Chondrus pinnulatus ヒラコトジ 0000000000・

92 Chondrus yendoi クロハギンナンソウ 0000000・・・. -

93 Gigm由 aintennedia カイノリ --00・

94 Rhodoglossum japonicum アカパギンナンソウ 00000・・・ 0000
95 Gracilaria textorii カノfノリ* 0000000・・ 000
96 Schizymenia dubyi ペニスナゴ --0000・・・・ O
97 島{ast~巴'arpuspacificus イボノリ --000000000・

98 Gymnogongrus flabel1ifon狙is オキツノリ -0000000 
99 日'ocamiumrecurvatum マキユカリ柑 --0000000000 
100 Palmaria palmata ダルス 000000・・・・ 00
101 Champia parvula ワツナギソウ --000000 
102 Lomentaria catenata フシツナギ 000000000000 
103 Lomentaria hakodatensis コスジフシツナギ -00000000000 
104 白 rysymeniawrightii タオヤギソウ .000000・・

105 Rhod戸 lenia戸rtusa アナダルス .0000・・・・・.

106 Anti白血nnionnipponicum フタツガサネ --000-----00 
10ヴ CallithBInnIon sp. キヌイトグサ属の 1種 000000000000 
108 Campylaephora crassa フトイギス* --00・

109 Campylaephora hypnaeoides エゴノリ 000000・・ 0000

110 Cerami!Il1l japonicum ハネイギス -・ 000000000・

111 Ceramium kondoi イギス 000000000000 
112 Ceramium paniculatum ハリイギス -000000 

113 Griffitsia japonica カザシグサ* -0--
114 Herpochondria dentata コスジサエダ岬 . ---00・・・

115 Herpochon血・aelegans サエダ帥 0---00・・・・ 00

116 Platy幼創nnionyezoense ヨツガサネ -00・・

117 F悩'lotafilicma クシペニヒパ --0000・・ 00・.

118 P凶'otaphacelocarpoides コパノクシペニヒパ 0-0000000000 
119 Tokidaea corticata ペニハネモ -・ 000000・

120 Dasyas，ωsilis エナシダジア --000000・

121 HereTlω，iphonia japonica イソハギ 00000000000・
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Tab1e 2. Continued 

Species 
Month 

]FMAM]]ASOND 

122 He舵'rosiphoniapuJchra シマダジア 00000000・000
123 Acrosonum po.加 eurom スジウス，'(ノリ O. . .00000000 
124 Acrosonum yendoi ノ、ィウスノfノリ 000000000000 
125 BranchiogJossum nanum ヒメムラサキ .. .0... 

126 DeJessena serruJata ヌメハノリ 000000・・・ 000
127 Neoholmesia japonica スズシロノリ*府 . .00・・

128 Phycodrys radicosa ヒメコノハノリ 0000000・・・ 00
129 Sorella repens ウスベニ . .0... 

130 Benzaitenia yenoshimensis ベンテンモ -・ O'. .000.0 
131 ι'3Jondria crassicaulis ユナ 000000000000 
132 Chondria dasyphyJJa ヤナギノリ帥 .00・・・・

133 盈lelittosiphoniahakodatensis マキイトグサ .00000・・・・.

134 Laurencia capitulifonnis マルソゾ* -・・ 000・

135 Laurencia intennedia クロソゾP .. .0000・・

136 Laurencia intricata モツレソゾ . .000・・

137 LaUI官'l1cianipponica ウラソゾ .000000・・・.

138 Laurencia saitoi マギレソゾ .0.. . 
139 Laurencia okamurae ミツデソゾ .0 ・
140 NeorhodomeJa acuJeata フジマツモ 000000000000 
141 NeorhodomeJa munita イトフジマツ .0000・・

142 PoJys.伊>honiajaponica キプリイトグサ 000000000000 
143 PoJysiphonia m01TOwii モロイトグサ 000000000・.0
144 PoJysiphonia yendoi エンドウイトグサ O. . . . .000000 
145 SymphyocJadia JatiuscuJa イソムラサキ 000000000000 

ナシシオグサ，ウミゾウメン，ピリヒパ，フクロフノリ 冬期(12月・2月)には北西の季節風が強くなり海も

であり，水深0-3mではタマジュズモ，オバナハネモ， 時化ることが多く，積雪も多い。露出岩上ではシリオ

エゾヤハズ，フシスジモク，ミヤペモク，ウミゾウメ ミドロ，マツモ，セイヨウハパノリ，カヤモノリ，ウツ

ン，カタノリ，キヨウノヒモ，ツルツル，エナシダジア， プルイノリ，スサピノリ，水深0-3mではワカメ，ス

クロソゾ，ウラソゾが多く見られる。秋期 (9月-ll月) ジメ，ウガノモク，イソウメモドキ，ダルスが目立つ

では9月に入ると気温は低下してくるが，海水温は20 ようになる。

℃近くあり 10月下旬でも約17'Cである。優占種は，露 小樽市海岸では，暖流系種であるタマジユズモ，ミ

出岩上ではボウアオノリ，ウミトラノオ，ウミゾウメ ル，イシモズク，ツルモ，アミジグサ，フクリンアミ

ン，ピリヒパであり，水深0-3mではエゾヤハズ，ア ジ，カギノリ，ウミゾウメン，カギノリ，フダラク，カ

ミジグサ，エゾノネジモク，コパノクシペニヒパであ イノリ，カパノリ，ペニスナゴ，カザシグサ，イソハ

り，さらに深所の水深lO-13mでははアナメ，無節サ ギ，シマダジア，ヤナギノリ，クロソゾ，ウラソゾは

ンゴモ類である。 II月に入るとウシケノリやウップル 主に4月から9月頃まで生育して，成熟し胞子を放出

イノリが潮間帯上部の岩上に見られる。 して消失していく。北海道に分布の中心がある種では
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イプリモツレグサ，ソメワケグサ，ヌメハノリ，マキ

イトグサのように主に2月から 6月にかけて生育する

種とアカバ，ベニハネモ，ヒメコノハノリのように6

月から 11月に生育する種とが見られた。寒流系の種で

あるモツキヒトエ，エゾヒトエグサ，シワヒトエグサ，

マツモ，スジメ，フイリタサ，カレキグサ，アカパギ

ンナンソウ，ダルスは主に 12月から4月にかけて生育

しているが，夏季には急速に消失していく種が多い。

このように，暖流系種と寒流系種で出現する季節が異

なり，暖流系種は水温の上昇する5月から9月頃まで，

また，寒流系種は海水温の低くなる 12月から4月にか

けて生育していることが観察できた。

北海道積丹半島の海藻について常日頃より御指導を

いただいている北海道大学理学部吉田忠生教授に深謝

致します。原稿の校閲をして下さった同増田道夫教授

に感謝致します。採集した全標本に目を通していただ

いた同小亀一弘博士，フィールド調査に便宜をはかつ

て下さり，海水温のデータを提供していただいた忍路

臨海実験所信太和郎氏，並びにスキューパ潜水に関し

てご協力戴いたブルーノートの皆様に感謝致します。
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湿原には大小様々な池塘が存在するが，それらに生

息する藻類は多種多様な種で構成され，固有種も多

く，藻類の進化及び多様性の観点から考えると極めて

注目される生態系である。わが国では， Hir飢 o(1942， 

1943a， b)が尾瀬ケ原の鼓藻類について発表して以来，

多くの研究者によって湿原の藻類の調査がなされてき

た。湿原に散在する大小様々な池塘は藻類にとって絶

好の生息場所であるが，各地塘の環境の差異により藻

類相も異なることが示唆されている(鈴木・西田

1972)。したがって，湿原に存在する池塘は狭い地域で

多様な藻類相を形成する大きな要因となっていると考

えられる。しかしながら，今までの湿原での藻類研究

の殆どはフローラ調査であり，藻類の出現頻度のラン

クづけがおこなわれている報告 (Katoh1991)がいく

っかみられるものの，定量的な採集にもとづいた藻類

多様性の生態学的な研究は殆どみられない。このよう

な状況は諸外国においても見られる (Lenzenweger

1987， Kouwets 1988)。湿原の池塘という生息地におけ

る藻類の生態及び多様性を明らかにするには，種の正

確な分類は当然として，定量的な採集及び現存量の定

量的な把握が必要となる。

福島県の宮床湿原は 6haという狭い面積ではある

が，大小様々な池塘が存在する。これら池塘の水質環

境と藻類群集の調査・解析を行うことにより，湿原に

おける藻類の種の多様さをもたらす要因を明らかする

研究のフィールドとして理想的な場である。 1992年4

月より，宮床湿原の水系が異なる 2池塘を選ぴ，そこ

での藻類群集の定量的な調査を行った。本報告はその
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研究成果の一部として， 1992年に行った調査結果をま

とめ，水質環境との関連で論議したものである。

調査地点と方法

調査地点

宮床湿原は福島県南会津郡南郷村に位置し，標高約

850mに発達したミズゴケ湿原である。湿原には周縁

から湧水を起源とする水路が3本 (A，B， 0， Fig. 1参照)

流入しているが，今回報告する調査地点は，水路Bの

池猪B4及び水路Dの池塘02である (Fig.l)。池塘B4

は水深20cm，面積40m2でミツガシワやヨシ等が生育

し，池塘02は水深4Ocm，面積109m2でミツガシワが

生育している。付着藻類の基質としては圧倒的に底泥

の占める面積が大きい。また水路Bの地点B2は水路B

の水質の測定点である。

調査方法

調査は 1992年4月28日， 6月22日， 8月24日， 10 

月1日に行った。底生藻類の採集は，直径14mm関口

注射器を底泥表層にあてがい，6mlを採取して行った。

このような操作を各地点10ポイントで行い，各ポイン

トの全サンプルを混合して各地点60mlのサンプルと

した。このサンプルは2.5%のグルタルアルデヒドで固

定され，氷冷して持ち帰り，冷蔵庫にて保存し，観察

及ぴ個体数の計測に使用した。珪藻類については，小

型の種類が多く，かつ個体数も多いため，水に封入し

た状態のまま同定し，計数することが困難であるの

で， 1)国定試料を20倍希釈し， 2)酸処理によりクリー

ニングし， 3)酸処理された珪藻懸濁液 0.3mlを

18xl8mmのカバーグラスに均等に広げ，ブルーラック

スで封入し， 4) x70の対物レンズを用いてカバーグラ

スを端から端まで 1-3行観察して同定と計数を行っ

た。珪藻類以外の穣類については，固定試料を 10-20

倍に希釈し， 1 mlのSedwick-Rafter型のカウンテイン

グチャンパーを使って同定と計数を行った。各サンプ

ルで4∞以上の個体の同定と計数を行った。種の同定

に関して，小型の種類について前述した方法だけでは

同定カ司之確かな場合には，走査型電子顕微鏡あるいは

光学顕微鏡でx100の対物レンズを使用して再確認を

行った。珪藻類の同定は多くの種についてはKr町uner

andLange.・Ber凶ot(1986， 1988， 1991a，b)の分類体系に

基本的に従い，Pinnularia属については Kobayasiand 

Ando (1977)とKrammer(1992)に，小型Navicula属

の種については Kobayasiand Nagumo (1988)に，

Fig.l. Study si胞sof勘也yatokot.凪re

Eunotia属についてはMayamaandKobayasi(1990，1991) 

及ぴKobayasiet al. (1981)に，さらに S戸拍百属とい

くつかのNaviculaの種については Patrickand Reiner 

(1966)に従い，鼓藻類の同定については， Ruまicka

(1977)，民軍scott(1984)， pr悶 ωttetal.(1975，1977，1981， 

1982)， cr。舗伽leet al. (1983)に従い，藍藻類について

はGeitler (1932)に，他の藻類については Huber-

Pestalozzi (1941)， Kom盆官kand Fott (1983)， Bourrelly 

(1972)及びS旬rmach(1985)に従った。検鏡による細

胞数の計数値より，サンプル lml当たりの細胞数に換

算した。採集方法から，この値に 3.9をかけた億が単

位商積cm2当たりの細胞数となる。各藻類種の体積は，

細胞の長さ，幅あるいは直径，厚さを測定し，細胞の

形状をふまえて計算した。羽状目珪藻の殻の厚さは

著しく変異し，測定が困難であることから，殻の幅と

同じと仮定した。このようにして計算された各種の細

胞の体積をもとに，下記のS回血mann(1967)の式を

用いて炭素量へ換算した。

Log C = -0.422 + 0.758 (log Vol) (珪藻の場合)

LogC=・0.460+ 0.866 (log Vol) (他の藻類の場合)

ここでCは細胞あたりの炭素量 (pg)，Volは細胞の

体積(仰が}である。

結果

藻類相

4回の調査を通じて，池塘02に出現した藻類種は

93種類で，うち珪藻類65種類と圧倒的に多く，鼓藻類

15種，他の緑藻類5種，塗藻類4種，他の藻類が4種

となっている (Table1)。池塘B4に出現した穣類は67
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宮床湿原の藻類相Table 1. Algal f10四 inMiyatoko Mire. 
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+
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+
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+
+
+
+
+
+
+
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類

P. hilseana v釘.japonica
P. microstauron 
P. subgibba 
P. rransversa 
P. viridis 
Sta町田eおph田'nicen伝ron
Stenopterobia curvula 
S. delicatissima 
S山古菅Balinearis 
S戸3拍'3acus 
S.u1na 
TabeBaria I初出回臼

T.f1町 'culosa
Green Algae : Desmids (鼓藻類)

B出羽bus血abrebissonii var. brebissonii 
Closterium acerosum 

C. acutum var. acutum 
C. costatum 
C. gracile 
C. intennedium 
C. lunula 
C. parvulum var. maius 
c.pe.居間'rosum

Cosma加m四 tgUlarevar四 19u1，副官

Cym池田ystiscrassa 
Euastrum crassum var. tumidum 
E. dideI臼 var.didelta 
Gl田 'nbladianeglecta var. neglecta 
M田 otaeniumdeg四'yivar. breve 
Mi口'3Steriasapicula岨var.apiculata 
M.den白culata
M. trunca臼
Ne創出刃 digitusvar. digi印S

Ne白.山ndigitusv町.naegelii 

Pleuro臼eniumminutum var. c.国ssum
Pleurotaenium minu飽mvar.m血uωm

P.凹 dulatumvar.四 dulatum
S臼町田飢ungem白atum

S.micronv町 .micron 
Green Algae : Others (他の緑蕩類)

Bulbochaete sp. 
Gl田 'otilatunosa 
Klebsonnidium klebsii 
Microspora willeana 
Oedogonium sp 
P配置面倒mboIYanum
Scened田musacutus 
Blue-green Algae (藍濠類)

Anabaena sp. 
白 rooc町 'custurgidus 
Merismo，阿iaglaucum
Osci11atoria sp. 
Stigonema田 ellatumf. 0田 llatum
Other Algae (他の溌類)

DinobIYon 田斤山'3lia
Gymnodinium sp. 
Sy沼田'Bsphagnicola 
Trachelomonas sp. 

種B4 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+
+
+
+
 
+
+
+
+
 

+ 

+ 

+
+
+
 

+
+
+
 

+ 

+ 

+
+
+
+
 

+ 
+ 

D2 

+ 
+ 

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 
+
+
+
+
 

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 
+
+
+
+
+
+
+
 

Diatoms (珪藻類)

Achnanthes helvetica 
A. minutissima 
A. nodosa 
A.pusi11a 
A. subatomoid，白
Ac凶1ellap阻 C飽飽

Anom田 oneisbrachysira 
A.田d甜 svar.acuta 
Aulacoseira alp諺'ena
A. canadensis 
A.laevi:白血1a

A. valida 
。咽bellagI湿臼lis

C. minuta 
C. naviculifonnis 
C.s却uata
Eunotia c山va阻

E.c町vatavar. lin回 ris

E. diadema 
E. exigua 

E. incisa 
E.n配'gelii
E. nipponica 
E.p副討lela
E.pec凶1alisvar. minor 
E. penninuta 
E.泊omboid，回
E.居間

E.担nelloid.白
Fragi1，四国pucinavar.伊 cilis
R∞nstruens var. venter 
F. e1liptica 
F. exi.国ia

F. nitzscmoides 
F.sp. 
Frustul.団地omboid，田
R泊omboid.田 V町'.SaxOnil四
Gomphonema acc山祖血a他m

G.gI沼田le

G.parvulum 
Meridion circul.町
Naviculam配 百 町，ris
N.minima 
N. minuscula 
N.no的a

N.okadae 
N.p副首sub凶issima
N. pseudosctifonnis 
N. seminul叩 3

N. subtilissima 
Neidium iridis 
Ni・tzscmaanpmbia 
N.fon位1alis
N.h四位scm四 a

N.palea 

Peronia fibula 
Pinnularia bogo館nsis

類種

+ 

+ 

+ 
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種類で，うち珪藻類40種，鼓藻類 18種類，他の緑藻

類4種，輩藻類4種，他の藻類 l種となっている。い

ずれも種類数からみると珪藻類が多く占めている。

藻類現存量及び細胞数の変動

藻類の現存量は， 池塘02では4月に 1.190gC/m'で

あったが，6月には 5.970gC/m2と著しく増加し，8月

に2.823gC/m'， 10月に 2.421gC/m'と減少する (Fig.

3)。同様の傾向は総細胞数を比較しでも得られた (Fig.

2)。一方池塘B4では，藻類の現存量は4月に4.115gC/ 

m2であったが，6月に 2.703gC/m九8月に 2.321gC/m乙

10月に1.562gC/m2と減少した (Fig.4)。総細胞数でも

4月に最も多く， 6月に約半分に減少し， 8月にやや増

加したものの， 10月にはさらに減少し，4月の約 1/4の

値を示した (Fig.2)。このように，池塘02と池塘B4

においては，藻類の現存量及び細胞数の変動パタ ーン

において著しい差異が見られる。なお，4月をのぞい

て， i;菜類の現存量及び細胞数は池塘 02のほうが池塘

B4より多かった。

池塘 02における各種藻類の現存量の季節的変動

池塘 02では，どの季節でも珪藻類の現存量が圧倒

的に多く，藻類現存量の90-98% を占めている (Fig

3)。鼓藻類は 3-7%を占めているにすぎず，多い時で

も6月の現存量で0.413gC/m'で， このl侍の珪藻類の現

存量 5.554gC/m2の 1/10以下であった。その他の藻類

の現存量はすべて 1%以下であり，きわめてマイナー

な存在であるといえる。池塘 02は珪藻類の池塘とい

えよう 。珪藻類各種の現存量に関して， 4月には

FrustuJia rhomboides var. rhomboides， ActineJJa puncta臼

等が目だったが，いちばん現存量が多いF.rhomboides 

var. rhomboidesでも全珪藻の現存量の 10%強を占めて

いるにすぎない (Fig.5)。しかし， 6月になると 4月に

相対的に現存量が多かった種が殆どいれかわり ，中心

目珪藻の AuJacoseiraJaevissimaが多くなり， 全珪藻類

の現存量の約40%を占めていた。その他にめだった珪

藻類としては， A. canadensis， A. aJpigena， Eunotia se.πa， 

PinnuJaria subgibbaであり ，これらは4月には出現して

いなかった種あるいは出現していたとしても現存量が

少ない種であったものである。8月になると珪藻類の

現存量は減少したが，藻類相はさほど変動せず， A. 

Jaevissimaが優占し，全珪藻類現存量の 32%を占めて

いた。しかし， 10月になると再び藻類相が大きく変動
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が，いちばん現存量が多いA.punctataでも全珪諜類現

存量の約 16%を占めるにすぎない。緑藻類(鼓藻類を

含む)の現存量は多いときでも 0.414gC/m'で全体の

7%を占めているにすぎないが，その中での各種の現

存量を比較すると ，4月には糸状緑藻 KJebsormidium

k1ebsiiが優占し，現存量で全線藻の約50%を占めてい

たが， 6月には ミカヅキモ CJosteriumJunuJaが増加し，

現存量で全緑渓の約 88%を占めた。しかし， 8月にな

ると CJosleriumparvulum var. maiusが増加し，現存量で

全緑藻の約 80% を占めるようになる 。10月には

CJosterium costatumとPJeurotaeniumminutum var 

mmutumが増加 し，それぞれ現存量で全線藻の約 32%

及び約 28%を占めていた (Fig.6)。

池塘 B4における各種藻類の現存量の季節的変動

池塘B4では， 4月には珪藻類が多くこの時期の藻類

現存量の約73%を占めるが，鼓藻類も多くみられ，現

存量で全藻類の約 26%を占める (Fig.4)06月になる

と，珪藻類の現存i訟が著しく減少したのに対して，鼓

藻類の現存量が4月の約 1.6倍に増加し，この時期の藻

類現存量の約63%を占め，珪藻類より多 くなっ た。し

かし， 8月になると再び珪藻類の現存i査が増加し，こ

の時期の藻類現存量の約82%を占めるようになったの

に対し，鼓藻類の現存量が著しく減少し，現存量で全

藻類の約 16%を占めたにすぎない。 同様の状況は 10月

にも見られる。しかし，池塘B4は池塘02と比べると

鼓藻類の占める割合が圧倒的に高く，池塘 02がどの

季節でも珪藻類が現存量で90%以上を占める珪藻類の

池塘であったのに対して， 池塘 B4は珪藻類と鼓藻類

の池第であると いえよう 。珪藻類各種の現存量につい

ては，どの季節でも 丹ustuJiarhomboidesが圧倒的に優

占種となっており，少ない時でも全珪藻現存量の約

65%，多いときでは約 96%を占めていた (Fig.7)。鼓

藻類各種の現存量については， 4月には GJoenblandia

negJecta v釘 .negJectaが優占種となっており，このl時期

の緑藻類現存量の約 82%を占めていた。6月になると

Bambusina brebissonii var. brebissoniiとNet.riumdigitus 

var. digitusが増加し，それぞれ全緑藻類現存量の約

55%及び約36%を占めていた。4月に圧倒的に優占穫

となっていたG.neglecta var. neglectaの出現は確認でき

なかった。しかし， 8月には再びG.negJecta var. neglecla 

が増加し，現存髭でこの時期の緑藻類の約48%を占め

る。この他に 6月に優占種であった B.brebissonii var 

brebissoniiとScaurastrummicron var. micronの現存量が

多かった。10月になると MicrasteriasdenticuJaca var. 
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denticulalaが増加し，現存量でこの時期の緑藻類の約

55%を占めていた (Fig.8)。このように，池塘B4では

優占種となる珪藻類及び緑藻類の種が池;猪 02と明ら

かに異なっていることがわかる。
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種類の豊富さと多様度

径の多様度を表現する指標として群集の種数個体数

の関係を測定するのに極めて有効なSimpson(1949)の

多様度指数 (D)を用いた。即ち，

Oct.l 

Fig.8. Seasonal change of biomass of each green algal species in the 

pool84 
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Fig.9. Seasonal change of species number and diversity indices in the 

pool 02. D or D'， diversity index based on cell number or biomass， 

respectively. 
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ここで， sは総種類数， Nは総個体数， niは第 1番目

の種に属する個体数(細胞数)である。また，藻類は

種により細胞の大きさが著しく異なり，同じ個体数

(細胞数)でも現存量ではかなり異なる場合も多いこ

とから， Nを総現存量， lliを第1番目の種の現存量とし

て多様度を求めた多様度指数D'も求めた。池塘02で

は種類数は4月に49であったのが， 6月に60と最も多

くなり， 8月に 54，10月に48と減少した。しかし，多

様度指数は D，D'とも 4月と 10月に高く， 6月に最も

低くなった (Fig.9)。即ち，種類の豊富さと多様度指

数は全く逆の相関をもって変動していた。池塘 B4で

は，種類数は4月，6月， 8月でそれぞれ32，31， 29と

殆ど変動しないが， 10月に43と増加した。多様度指数

を個体数で計算した Dは4月と 10月に高く， 6月と 8

月に低いが，多様度指数を現存量で計算したD'は4月，

6月と変動せず， 8月に幾分低 くなるが 10月になると

4月， 6月とほぼ同じ値となり，期間を通じてさほど変

動を示さなかった (Fig.IO)。
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Fig.lO. Seasonal change of species number and diversity indices in 

thep∞I 84. D or D'， diversity index based on cell number or biomass， 

respectively. 
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宮床湿原に生息するコケ類以上の槌物は 54種類で

あったのにたいして (Takehara1995)，底生藻類は2池

塘だけでもあわせて 105種類に及んだ。池塘02からは

93穏類が確認され，その約 42%にあたる 39種類が池

塘02にのみ出現した。また，池塘B4からは67種類が

確認され，その約 18%にあたる 12種類が池塘B4にの

み出現した。池塘02地点及び池塘B4に注ぐ水路B2地

点で 4-10月にかけて毎月 1-2回iJiIJ定した水質データ

(Hirata el al. 1995)の平均値，標準偏差 (Table2)から，

これら 2水路の水質はかなり異なっていることがわか

る。特に平均水温，珪酸イオンについてはこれら 2水

路に著しい差がみられる。ナトリウム及びカリウムの

察考



15 

Table 2. Seasonal fluctuation of water chemicals in血epoolD4皿d曲estation B2叩 dtest of differen田副 populationvariance based on F 

distribution帥，Ie.Mean value (X) ， standard deviation (SO) ， v組組ce(V) ， and degr問。ffr田 dom(φ) 表2.水路Dの池塘02及び

水路Bの地点B2における水質の季節的平均値∞，標準偏差 (SO)，分散 (V)，自由度 (φ)及び母分散の違いの検定

Oiversity of epipelic algae in Miyatoko Mire 

F‘} Fo') 02 B2 地点

水温1)

pH 

NH4-N") 

CI-

SiO， 
S04-

Na+ 

K+ 

Mg'"' 

Ca-

4.43 

4.43 

4.03 

4.03 

4.03 

4.03 

4.03 

4.03 

4.03 

4.03 

6.15 

1.∞ 

2.00 

4.50 

2.13 

1.30 

1.58 

1.00 

8.33 

2.22 

φ 

1.38 8 

0.02 8 

O.∞02 9 

0.02 9 

0.79 9 

0.044 9 

0.0093 9 

0.004 9 

0.0∞3 9 

O.∞154 9 

V SO 

3.32 

0.41 

0.04 

0.44 

2.67 

0.63 

0.29 

0.19 

0.05 

0.22 

x 

12.90 

6.08 

0.05 

2.39 

18.25 

1.33 

2.11 

1.05 

0.28 

0.61 

φ 

。。。。
n
y
n
y
aヲ
ハ

ツ

仇

y

n

y

n
ツ

nヲ

V 

8.49 

0.02 

O.∞04 

O.ω 

0.37 

0.033 

0.0059 

0.004 

0.0025 

0.012 

SO 

8.24 

0.42 

0.06 

0.90 

1.83 

0.55 

0.23 

0.19 

0.15 

0.33 

x 

20.36 

5.21 

0.09 

2.10 

2.56 

2.81 

1.∞ 

0.31 

0.46 

0.82 

1)水路Bの水温は池塘B4の値

2)各種イオンの濃度はmgll

3) Fo=VB{VDあるいは VD{VB

4) F (φD，φB ;0.ωのあるいは F(φB，φD ;0.025)のF分布表からの値

示されたように，池塘D2は，比較的低温の池塘であ

り，珪酸イオンの濃度は常に 11.7-20.4mg/l (平均

18.25 mg/l)と高濃度であったのに対し，池塘B4は相

対的に高温で，そこにそそぐ水路Bの地点B2での珪

酸イオン濃度は 0.5-6.2mg/l (平均 2.56mg/l)と極め

て低濃度であった。現時点では底生珪藻類の増殖がど

れだけの珪酸イオン濃度で制限されるのか実験的な

データ及び野外観察データはないことから，池塘B4

の珪藻類が珪酸イオンによる増殖の制限下にあるかど

うか推測することはできない。しかし，少なくとも池

塘B4は，相対的に高温を好み，珪酸イオンを増殖には

利用しなくてもすむ鼓藻類が珪藻類と共存できる環境

にあるといえる。

池塘D2の種類数の変動は総現存量と総細胞数の変

動と一致している (Figs.2， 3， 9)。即ち.D2では種類

数は母集団の大きさと関連しているといえる。しか

し，多様度指数D及びD'は全く逆の変動パターンを示

した (Fig.9)。このことは母集団が大きくなって種類

数が増えたが，ある特定の種類の細胞数及び現存量が

相対的に大きく増加したことを示唆している。事実，

多様度指数が低下した6月に珪藻Aulacoseu宮laevissima

が増加し，現存量において全体の約40%を占め，さら

一価イオンと pHは水路D (池塘D2)でやや高く，マ

グネシウム及びカルシウムの二価イオンと硫酸イオン

は水路B (B2)でやや高い傾向がみられる。また，各

#.質項目の標準偏差も大きく，季節的にかなり変動し

'ていることがわかる。池塘B4の水温の変動はB2地点

と殆ど同様の変動を示し，また珪酸イオンの値及ぴ変

動も B4とB2で殆ど同じであったことから(平田，私

信)， B2地点の水質はB4の水質を十分反映しているも

のと思われる。以上のことから，池塘D2と池塘B4は

互いに水質のことなった池塘であり，ともに季節的に

大きな水質環境変化をしめす池塘であることがわか

る。多くの場合に時空間的な環境の不均ーさが多様性

の増大と関連しているといわれている (Wiens1976)。

宮床湿原全体でのコケ以上の植物の種数と比較して，

わずか2池塘での調査だけにもかかわらず底生藻類の

種の方が豊富であったということは，平坦な地形を有

し，主に水位が陸上植物の分布と関連する湿原陸上と

比べて，池塘の環境が時空間的に不均一であることに

よるものと推定される。

池塘D2は珪藻類がどの季節でも総現存量の90%以

上を占める珪藻類の池塘であったのに対して，池塘B4

は珪藻類と鼓藻類が優占する池塘であった。Table2に
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に多様度指数が低かった8月も同様で，A.laevis，組閣が

現存量で全体の約32%をしめていた。母集団が小さ

く，種類数が相対的に少なかった4月と 10月では現存

量の一番多い種類でそれぞれ総現存量の約10%及び約

16%を占めているにすぎず (Fig.5)，これらの月は種

類数はすくないものの，独占的な種の現存量あるいは

細施数が突出していなかったといえる。これに対し

て，池塘B4の種類数の変動，多様度指数D及ぴD'の

変動，総現存量及び総細胞数の変動には明確な関連性

をみることはできない (Figs.2， 4， 10)。総現存量及

ぴ総細施数が最も低い 10月に種数及ぴ多様度指数D

が最も高くなっており，また総現存量及び総細胞数が

最も高い4月に種数は少ないが，多様度指数Dは高い

(Figs.4， 10)。この最大の原因として， 6月と 8月に出

現した藍藻類Osci11aωriasp.があげられる。この藻類は

細胞が長さ 1仰1，幅41JIIlと小さく，細胞当たりの現存

量は 3pgCである。この深類は6月と 8月にそれぞれ

0.8 x 1()6細胞/cm2及ぴ1.3x 1()6細胞/cm2の濃度で

出現し，総細胞数の約50%及ぴ約54%を占める。しか

し，現存量に換算するとそれぞれ0.012gC/m2及ぴ

O.但 1訴4m2となり。総現存量の約0.4%及び0.9%を占

めるにすぎない。したがって，細胞数で多様度指数D

を計算すると 6月と 8月の値は低くなってくる。これ

を現存量で多様度指数D'を計算すると，D'は顕著な変

動を示さず， Figs. 7， 8で示したように池塘B4がどの

季節も珪藻Frustu1ia泊抑制'desと1-2種の鼓藻類で総

現存量の約70%-90%を占めるという状況と対応した

結果を得ることができる。細胞のサイズに著しい差が

見られる藻類の場合には，細胞数で多様度指数を計算

するよりも，現存量で多様度指数を計算したほうが，

多様性の状況をより反映した結果をえることができる

と恩われる。

種類数，多様度指数D，D'のいずれにおいても，

どの季節も池塘02のほうが高い値を示しており，池

塘02は池塘B4と比べて種類が豊富で，かつ独占的な

種に属する個体が相対的に少なしやや複雑な群集で

あることを示唆している。このことは，池婚B4がどの

季節も珪藻Frustu1ia泊omboi，伽と 1-2種の鼓藻類で総

現存量の約 70%-90%を占め，特に 8月には F.

rhomboidesだけでも総現存量の約75%を占めていた

(Figs. 4， 7， 8参照)のに対して，池塘02では総現存

量の50%以上を占めていた種は存在せず， Fig.5に示

すように他の珪藻類とした種類群の占める割合が総現

存量の約30%-50%もあったという結果を反映してい

るといえる。また， 4月をのぞいて，池塘02における

底生藻類の現存量は池塘B4のそれよりも高い値を示

している。なぜ，池塘02のほうが底生藻類の現存量及

ぴ多様性が高いのか。 Table2に示すように水路Bは珪

酸イオンが極めて少ないことから，表走水であること

が示唆される。 apち水路Bは水路Dと比べて雨水の影

響の強い水路であり，気象変動の影響をうけやすい水

路であると考えられる。実際，調査年の一年前の 1991

年の雨量が極めて少ない夏場には水路Bの殆ど全域に

及ぴ水が枯渇した。さらに，池塘B4において融雪直後

の4月に現存量が最大で，その後6-10月にかけて減少

していることから，池塘B4の底生藻類は梅雨時の増

水，夏期の高温あるいは水量の減少等池塘02と異

なって大きな物理的撹乱をうけている可能性も考えら

れる。また，両池塘の水質の季節的な変動データ

(阻rataet al. 1995)から，それらの試料分散(V)，自由

度 (φ)より各水質項目の母分散の違いを試料分散の

比を上側確率0.025のF分布表と比較することによっ

て求めたところ (Table2)， B2地点の水温，塩素イオ

ン及びマグネシウムイオシの変動が大きいことが判明

した。この結果もまた池塘B4が02と比べて環境の撹

乱を大きくうけていることを示唆しているものと思わ

れる。 Scarsbrookand Tawnsend (1993)は，流水系に

おける藻類の現存量と無脊椎動物の種多様性は環境の

撹乱が増加するとともに減少することを提言した。環

境の撹乱が少ないと考えられる池塘02における藻類

の現存量のみならず種多様性も高かったことは，藻類

の場合に現存量と種多様性の双方とも Scarsbrookand 

Tawnsend (1993)の提言に対応していると恩われる。
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大野正夫1・Hu戸 hQu組 gN佃 g2・NguyenHuu Dinh2・VoDuy Triet2 : 

ベトナムで養殖したキリンサイ類，Kappaphycus a1vareziiの成長

M醐 oOhno' ， Huynh Qu血 gN叩g'，Nguyen Huu Dinh " Vo Duy Tiret': On the Growth of cultivated Kappaphycus alvarezu in Vietnam 
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土佐市字佐町井尻 194

， National Center for N鉱山富ISci四国間dT，田加ologyof Viet Nam， Nha位岨.glnsti佃飽 ofM蹴 rialScience， 2-Hung Vuong， Nha位置IgCity，

Vietnam. 

C血四.geen阻戸ωuc泊g田dalga Kappaphyc山 alvarezii(Doty) Doty w踊 broughto Vietnam from Jap血血 1993.Their伽 lliwere叫凶凶泊

血e泊let，pond and lagoon泊血.ecen甘alVietn町O.百ledaily growth rate of thalii growing much in the lagoon anained 9.14-10.8% in May to 

June明白lag∞nw酪 composedof muddy sand泊brackishwaters， with ranges in tempe問削脂血dsal凶 tyof 27.2-32.4 "c叩d31.4-33.7 %0. 

Key Index Words: cultivation-grow曲-Kappaphycus alvarezii-Vie白血3

海藻抽出物のカラゲナンは，近年寒天やアルギン酸

に替わってプリンやアイスクリームに使われるほか

に，歯磨き粉，ペットフードやハムの安定剤，固形剤，

粘着剤などに使われて需要が急速に伸びている。カッ

パーカラゲナンは，熱帯に繁茂するキリンサイ類に多

く含まれており，フィリピンでは， 抽出原藻として

Kappaphycus aJvareziI (Doty) Doty (商品名:コット

ニー)の養殖が広く行われている。この種はカツパー

カラゲナンを含むことから ，Eucheuma属から

Kappaphycus属に移された(Doty1988)。著者らは高知

県で試験的に養殖していたフィリピン産の K.aJvareziI 

をベトナムに移植し，内湾における浮流し養殖，エピ

養殖池を利用した散布式養殖及びラグーン(礁湖)内

でのモノライン式養殖を試みた結果，ラグーンから間

百|いた藻体は，半年で約数トン(乾重量)に達した。十

分な調査機材もなく，定期的な調査計画も立てなかっ

たが，養殖の予備試験は成功したので，ここに報告す

る。

本研究で用いられた K.aJvareziiの試料は，最初に

1991年ルソン島パタンガス沿岸の養殖場から高知県の

浦の内湾に移植され， 4月から 12月上旬までロープに

吊るして湾内で養殖し， 12月から3月までは恒温循環

水槽(アクアトロン)により，水温20'Cで越冬させた

重量)を， そこから約 150km離れた開羽田ng湾で，

ロープに吊るし浮き流し養殖を開始した。その後，エ

ピ養殖池での散布式養殖及ぴラグーン内の浅瀬の杭に

ロープを張ったモノライン式養殖が試みられた。

内湾の浮き流し養殖

外海に面した内湾であるが，波浪が半島によって遮

られている水深 10mほどの静穏なところで， 2月から

10月までロープに試料を結びつけて表層に浮かし，養

殖が試みられた (Fig.l・A，8)。藻体は最初約 IOcmほ

どに分けて，細いプラスチュック糸で， 20cmほどの

間隔に太いロープに巻き付けてセットされ，藻体が3

倍くらいになると，小さく分けて結わき直して増やし

ていった。水温は26-28'Cで，塩分は30-35%であった。

藻体の増重量の日開成長率は，最盛期には 4-8%で

あった。フィリピンのキリンサイ養殖場では，最盛期

の日開成長率は， 最盛期に 4.66%であり (Tronoand 

Ohno 1989)，この湾内の浮き流し養殖試験の結果は良

好であった。しかし 6月頃から魚類による食害が出始

めた。 9月になって雨期に入り塩分の低下が著しくな

り，葉体が弱り，流失する個体もあり，多くの試料を

失った。そのために湾内での養殖は中止した。

ものである(Ohno et aJ. 1994)。ベトナムへの移植は， ヱビ養殖池における散布式養殖

水を切った試料約 500gをぬれた新聞紙で包み発砲ス 湾内で養殖していた試料を，外海に面して水路で海

チロールの箱に入れて 1993年 1月 17日から 2日間の 水を引いた干潮時に水深30-40cmのエピ養殖池に， 10

移送で，ベトナム中部のPhanRangのエピ種苗場の水 月に試料を移植した。養殖方法は，先端部より藻長10

槽に移植し， 3週間ほど保存培養し，その約250g (生 cmほどにちぎった個体を，適当に散布するだけであっ
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C D 

E F 

Fig.l. Procedure of KappaphyclIs cultivation in Vietnam. A. Habit of KappaphyclIs a[varezii (Doty) Doty. B. Raft method of KappaphyclIs 

cultivalion allhe inlel. C. Man-made pond for the cultivaton of KappaphyclIs. D: Samples collecled from the pond cultivation. E: Closed 

lagoon for the cultivation of KappaphyclIs. F: Samples collecled from lhe lagoon cultivation 
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Table 1.百lewater総mpe阻 ture，salinity阻 dgrowth同胞 ofK. alva陀 zjjat cultivation pond. 

Date Water temperature (OC) Salinity (%o) Grow白rate (% / day-') 

9:∞ 14 :∞ 9:∞ 14 :∞ 
1994 

J叩 uary 26 29 36 6.26 

March 26 30 32 6.14 

June 28 32 32 35 5.13 

July 28.5 32 34 36 5.62 

August 28.5 33 3.95 

Table 2. Water胞m戸田佃凪 sali凶ty加 dgrow自問teof K. alvarezjj at the c10sed lagoon. 

Date Water temperature (OC) Salinity (%o) Grow曲 rate(%/day寸)

9 :00 14 :00 9:00 14:00 

1994 

May 31.0 32.4 

June 28.2 30.5 

Jul.27 27.5 30.5 

Aug.l4 27.2 31.5 

た。底質が砂地であり，藻体は着地した状態で成長を

した(Fig.1-B， C)。この養殖方法が良好であったので，

5個のエピ養殖池(約 Iha) を海藻養殖のために少し

底を掘り起こすなど改造し，K. aJvarezii養殖池にした。

養殖池の環境は，幅 1mほどの水路で海水が導かれて

おり， 1994年l月から 8月の期間の水温，塩分と日開

成長率の結果をTable1に示す。 1月から翌年8月の期

間の水温は，早朝は 26-28.5'cで，日中は 29-33'cに

なった。潮汐による海水の交換があり塩分32・36%0と

変動した。藻体の日開成長率は， I月から 7月の聞は

あまり変わらず5.62-7.59%であった。 8月は， 3.95% 

に低下したが死滅することはなかった。水温の低い期

間は，葉体の色は濃緑色をしていたが，高温の期間は

鑓色し薄緑色になり，藻体は細くなり柔らかくなっ

た。

31.4 

33.1 

33.0 

34.0 

31.6 9.14 

33.7 10.80 

33.0 7.18 :t 0，64 

33.0 7.01 :tO，17 

狭い湾口のラグーン内におけるモノライン式養殖

養殖池でのキリンサイ養殖は，水温が上がると成育

が悪化することがわかり， 1994年5月に数回離れた

ところにある狭い湾口によって導かれている広いラ

グーンで，モノラ千ン式養殖を試みた (Fig.lE， F)。

杭は近くから潅木を切って用い，約 10mの間隔に，干

潮時に水面下50cmになるところにロープをはって，

約IOcmの葉長にしたものを結びつけた。5月から8月

に調査された水温，塩分と日間成長率を Table2に示

す。水温は朝27.2-31.0'cであり，日中は32.4'Cになっ

た。藻体の日開成長率は， 5月， 6月は， 9.14-10.8 % 

と高<， 8月には低下して平均7訓・7.18%であった。

このラグーンでは，潮汐により毎日水塊の移動があ

る。近くで牛が放牧されており，かなりの栄養塩が流

入しているものと推察された。葉体の成育状態は良

< ，主枝は太くて濃緑色をしており，業体の表面に粘
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質物が多くつやがあり，触るとべたべたした。浦の内

湾での養殖でも，成長の良い夏期にはこのような状態

になり，水温が下がり成長が止まる時には，葉体の表

面はつやがなくなり，また粘質物がなくなりさらさら

してきた (Ohnoet al. 1994)。

高知県下の浦の内湾では，夏期の最盛期に日間成長

率は9%であったが，ほかの季節では3-4%であっ

た (Ohnoet al. 1994)。フィリピンや日本でのキリン

サイ養殖での藻体の日開成長率と比較して，ベトナム

のラグーンで養殖されたキリンサイの日開成長率は良

好であることがわかった。

キリンサイ養殖は，それぞれの国によりまた養殖業

者の工夫でいろいろな水域環境で行われているが，

フィリピンでは主に広大なサンゴ礁の礁湖(ラグー

ン)で行われている σrono飢 dOhno1989)。インドネ

シアでは，主に入江や湾内で行われている(大野，

1990)。ベトナムにおける池養殖(エピ養殖池)や狭い

流入口で導かれているラグーンでのキリンサイ養殖

は，新しい試みであった。キリンサイ養殖で，最も気

を使うのは乾燥であり，不十分な乾燥は，カラゲナン

の品質を落とす原因となる。今回養殖試験が行われた

ところは乾燥地帯で雨が少なし雨期も短いので，キ

リンサイ養殖には適した地域と言える。ベトナムで養

殖された試料から抽出されたカラゲナンの品質は，ほ

かの海域の試料の結果とほぼ同じであることが明らか

にされている(未発表)。今後の課題は，どのように養

殖規模を拡大してゆくか，また採取された収穫物の販

路を見つけることである。

謝辞

本研究は，文部省国際学術調査の一環として行われ

たものであり，協力を戴いた代表者北海道大学の増田

道夫教授，メンバーであった京都大学の鯵坂哲朗博

士，九州大学の川口栄男助教授に，深く感謝の意を表

する。この研究は，文部省科学研究費補助金「国際学

術調査No.似041015Jの交付を受けた。

引用文献

Doty， M. S.1988. A凶beof comrnercia1 seaweeds related to 

Eucheuma (Solieriaceae， Gigartinales) . In : Abbott， 

I.A. (ed.) Taxonomy of economic seaweeds， Vol. 2， 

Ca1if. Sea Grant College Progr百m，La JoJla.pp. 159-208. 

大野正夫 1990.インドネシアのキリンサイ養殖場視察

報告.海藻と海苔 No.35，13・17.

Ohno， M.， Largo， D. B. and Ikumoto， T. 1994. Grow出m旬，

carrageenan yield and gel properties of cultured Kappa-

carrageenan producing red a1ga Kappaphycus alvarezii 

(Doty) Doty in the sub回 pi伺 1waters of Shikoku， Japan. 

J. Applied Phycol. 6 : 1・5.

Trono G. C. and Ohno， M. 1989. Se俗ona1ityin血.ebiomωs

production of the Eucheuma s甘ainin Northern Bohol， 

Philippines.ln Umezaki 1. (ed.) Scientific Survery of 

Marine Algae and Their Resources in the Philippines 

Island. A Technical Report of the Manisstry of 

Education， Science and culture， Jap飢 .71・80.

(Received November 15. 1994， ; Accepled De田 mber23. 1994) 



藻類Jpn.J. Phycol. (Sorui) 43: 23-30， March 10， 1995 23 

有機化学から見た渦鞭毛藻
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N法制U悶， H.1995.Organic Chemistry of dinoflageUates. Jpn. J. Pbycol. (Sorui) 43: 22・29.

Dinoflagellates are interesting microorganisms because血eyprodu田 varioustypes of organic compounds sucb as sea 

food toxms witb potent biological activiti田.Marine皿凶alS8!∞umulated出ecompo叩 dsfrom dinoflagellates via food 

cbain mecbanisms and/or symbiotic relationsbip. However biochemical描 :pectsof dinoflagellates are still not well 

understood. There 8!re two ex出nplesof interesting compounds isolated from a symbiotic dinoflagellate佃 da

bioluminescent dinoflageUate 

Key Index Words :必loflagellate-toxin-symbiotic占，ioJuminesc朗自-cirr:adi，剖 rhy的m-me血ioninec.邸伺de

Hidesbi N法制n町温:Depar卸lentof Cbemistry， F8!Culty of Scienc.e. Hokkaido University. Sapporo似訓O，Japan

1. なぜ渦鞭毛藻が注目されているのか?

今，日本には世界中からいろいろな海産物が集まり

食卓を賑わせ，いつの間にか私たちもそれらを日常的

に食するようになった。また，グルメと称して珍奇

(? )な食べ物がもて磯されている。このような状況下

では，遠い異国で起きた食中毒も，けっして他人事で

はなく，実は身近なものである。確かに世界は狭く

なった気がする。

未開拓な部分の残された，この豊かな海洋から，有

用な資源を得ょうとする試みは，今始まったばかりで

はない。海洋牧場，海底資源，熱水鉱床，深海微生物

などさまざまな試みの中，我々有機化学者にとっても

海は魅力的である。治療の難しいガン，エイズなど手

強い新たな病気をはじめとする様々な問題に直面し，

古くからある伝承を頼りとした生薬，微生物の発酵に

基づいた抗生物質などに加えて，新たな医薬資源とし

て海洋生物が着目されてきた。海の生物は食用とし

て，あるいは駆虫薬として利用された紅藻マクリなど

医薬品として我々と接触を持ってきたが，その数は全

体からみれば極一部であり，多くの生物は全く接する

こともなく過ごしてきた。こうした未知の生物との遭

遇を求めて，国内外において大小さまざまな研究プロ

ジェクトが組まれ，海綿，ホヤ，サンゴをはじめとす

る腔腸動物，大型海藻など海洋生物の抽出物が様々な

薬理試験にかけられ，有用な薬理試薬あるいは薬剤と

して有望な化合物が得られてきた (Fig.1)。一方，魚

介類の食中毒の原因物質として極めて強い毒性物質が

得られ，その特異な化学構造が，最近続々と明らかに

され注目されている (Fig.2) (安元 1992，中村 1993，

Shimizu 1993， Yぉumotoet aJ. 1993)。

なぜ海産生物活性天然物が注目されるのか。構造が

新しく珍しい，生物活性が強い，分子量が大きく構造

が複雑であるなど，海産生物活性天然、物の特徴は多々

上げられるが，それでは，何故そのような化合物を海

の生物は必要としているのか。海の生物と陸の生物の

差は，陸上生物では個体聞を隔てる空聞が気体で満た

されているのに対し，海の生物では液体で満たされて

いる点にある。従って，陸上生物では情報伝達を，細

胞問は水中を，また個体聞では空気中をと， 2つの異
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Fig. L Bioactive natural pr'吋uctsfrom marine organisms. 

海洋生物から単離された生物活性物質(単離された生物種)
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Fig. 2. Toxic compounds from dinot1agella回. 渦鞭毛藻から単離された有毒成分

なるメディアを介して行うことができるのに対し，海

の生物は，栄養源の獲得，老廃物の排植をはじめ，種

間あるいは個体聞の情報伝達など総て水を媒体とし，

さらに閉鎖された環境の中で行わなければならない。

従って，イオン強度，浸透圧調節等海の生物固有の問

題が生じてくる。そのため，海において生物種間に働

〈機能物質(水圏アレロケミックス)の多くが，両親

媒性で，また高活性であるのかもしれない。

このように海産生物活性物質には多くの謎が伴い，

また，海の生物には，変わりものが多い。特に，海洋

微小生物は魚介類の毒をはじめとして，多種多様な構

造を持つ魅力的な化合物を生産する。中でも，渦鞭毛

藻の仲間は，赤潮の形成をはじめ，生物発光，腔腸動

物との共生など興味ある生物現象を示し，また原生動

物と微小藻との共生形成を経た進化など生物自身極め

て変わり種でもある。われわれのところで行っている
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Fig. 3. Vasocons甘ictivesubstance ZooxanthellatoxIn. 血管収縮性物質ゾーザンテラトキシン

海産天然物の研究の中から，共生微小藻の生産する血

管平滑筋を収縮させる分子量が比較的大きな物質，そ

して，これとは対照的に，分子量は小さいが，含量が

高い含硫黄化合物について紹介したい。

2.共生藻の生産する血管収縮物質

海産毒の中には，その含量が，季節あるいは地域に

より変動し，また同じ毒が異なる生物種にまたがって

見出されたりする現象が古くから知られ，その原因と

して，毒の真の生産者がほかに存在する可能性が考え

られていた。最近，フグ毒が細菌によって生産される

ことが，また南方で続発する食中毒，シガテラ原因毒

の食物遠鎖による移行過程についても解明され，海洋

微小生物が一躍注目されるに至った。

アレロケミックス(種間，個体間生物活性物質)

→ 生物移行，濃縮(食物連鎖，共生，他)→

海産生物活性物質(毒，抗ガン物質，他)

腔腸動物イワスナギンチャクの毒として単離，構造

決定された猛毒パリトキシンは，当時非タンパク性物

質の中で最強の毒として，またその構造のユニークさ

から興味が持たれた σ耐百taet al. 1988)。そして，その

毒の含量が季節変動する上，個体差もあり，また海藻

など他の関連性のない生物からも検出されたことか

ら，細菌，微細藻など真の生産者が他にいるものと推

定され，事実細菌が一時的にではあるがパリトキシン

を生産したという報告もなされた。我々は，パリトキ

シンの強烈な薬理活性に着目し，種々の共生微小生物
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Fig. 4. Circadi組曲戸h叫cityin fo町 distinctbiological proc問自 ofa unicellular a1ga GonyauJax poJy配的

概日性リズムを示すゴニオラックスの生物現象

の培養抽出物について，パリトキシンに類似した薬理

活性を示す物質を検索した。その結果，イワスナギン

チャクとは何ら関係のないヒラ虫の一種に共生する渦

鞭毛藻が，ウサギの血管平滑筋をパリトキシンに似た

作用機序で収縮させることを見い出した (Nakamuraet 

aJ.1993)。この渦鞭毛藻Symbiodiniumsp.は一般に褐虫

藻Zoox如 thellaと呼ばれ，サンゴなどの腔腸動物をは

じめとする海洋無脊椎動物に広く分布する。この共生

渦鞭毛藻S戸刀biodiniumsp.を大量培養し，血管収縮作

用を指標として分離精製を進めた結果， 2種の活性成

分Zooxanthellatoxin-A(ゾーザンテラトキシンー A，

ZT・A)およびZT・Bを単離した。これらの化合物は薬

理活性のみならずパリトキシンのように水溶性が高

く，また分子量も29∞あまりと化学的性状も類似して

いた。収量は， 5∞'g(概ねlC削 Lの培養に相当する)の

培養藻体あたり 150mg前後と他の渦鞭毛藻由来の物質

に比べて良好で，早速ZT-Aの構造決定に取りかかっ

た。

このように複雑で分子量の大きな化合物の構造を決

定するのは，最近急速に進歩した超伝導磁石を用いた

核磁気共鳴装置 (NMR)など最新の機器分析装置を

もってしでも容易ではない。この化合物は，酸ならび

にアルカリに対して不安定で，また分子が大きいため

複雑なスペクトルを与える。まず化学的性質のアウト

ラインを知るために種々の化学反応を行い。その過程

で，ピスエポキシド，硫酸エステル，共役ジエンなど

の特徴的な構造単位を含む概ね80%に相当する部分構

造を得ることが出来た (Nakamuraet aJ. 1993， Asari et 

aJ. 1993)。また，窒素原子の存在が元素分析ならびに

NMRから示唆され，種々検討した結果，これまでに知

られている天然物中最も大きな62員環ラクトン構造を

含む全構造を明らかにすることができた (Fig.3) 

(Nakamura et aJ. 1995)。この化合物の構造には，窒素原

子が含まれていること，環構造が少ないことなど目的

としたパリトキシンに類似している点もあるが， 2重

結合が多いなど，異なる点も多々見受けられる(中村

1993， Shimizu 1993)。いずれにしても，当初の目的を

達成出来たわけではないが，海洋生物に広〈共生する

褐虫藻が特異な生物活性物質を生産していることを初

めて明らかにすることが出来た。最近，東北大学安元

らによって微細藻からパリトキシン類縁化合物が単離

され，パリトキシンの真の生産者が分かるのも近い。

共生微小生物が，種々の生物活性物質を作っている

のではないかということが以前より考えられていた。

例えば，腔腸動物の一種ヤギ類からは，特異なプロス

タグランジン類が分離されているが，ヤギ類に共生す

る褐虫藻がプロスタグランジンを合成するかどうか，

E.J.Co児yらによって検討されている。また，イソギン

チャクに共生する褐虫藻がイソギンチヤクの毒を生産

するかについても検討された。しかし，こうした試み

はいずれも褐虫藻の関与には否定的であった。そもそ

も，培養条件下においては，共生(自然)条件下とは

成長速度をはじめ種々な生理的条件が異なっており，

直接物質生産能を比較することは困難である。今後さ

らに詳細に検討する必要がある。
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3.渦鞭毛藻ゴニオラックスの生物発光と含硫黄化合

物の代謝

渦鞭毛藻には，夜光虫など多くの発光種が知られて

いるが，渦鞭毛藻の一種ゴニオラックスの発光系は概

日性時計によって制御され，約24時間の周期をもった

自然発光を示す。 (Fig.4)この発光反応は典型的なル

シフェリンールシフエラーゼ反応を示し，基質ルシ

フェリンは，酵素ルシフエラーゼと同様その合成系が

体内時計によって制御され，夜にのみ合成される。

従って，昼間は発光するための成分が極めて僅かしか

存在しないため，光る事が出来ない(中村 1989，中村

1992)。ルシフェリンの構造は，その関連物質オキアミ

蛍光物質，化合物Fとの比較によって決定され，それ

らの構造から，ルシフェリンはクロロフィルあるいは

その関連化合物から生合成されるものと推定されてい

る。オキアミは，渦鞭毛藻と同様化合物Fを利用して

発光するが，オキアミはクロロフィルを合成すること

は出来ないので，ルシフェリンあるいはその前駆体を

食物連鎖によって入手し，うまく利用して化合物Fを

合成しているものと考えられている (Fig. 5) 

制球叩luraet aJ. 1989)。



有機化学からみた渦鞭毛深 29 

ルシフェリンの生合成仮説の裏付けと発光のより詳

細な反応機構を調べるため，ルシフェリンとオキアミ

化合物Fの構造の内，最も重要な部分構造であるD環

部の絶対配置について検討した。両化合物に共通する

オゾン分解生成物を立体選択的に合成し，光学活性カ

ラムにて絶対配置を決定する微量検定法を確立して，

両化合物について調べたところ，両者ともクロロフィ

ルと同じであることが分かり，上に述べた仮説の妥当

性が示された (Nakam闘 etal. 1993)。渦鞭毛藻とオキ

アミの生物発光に関わる物質の構造が類似することか

ら，両者の発光反応の交差反応性が調べられ，確かに

ある程度の反応性があると報告されている。我々も，

再度注意深く渦鞭毛藻のルシフエラーゼならびに化合

物Fを精製し，両者の交差反応性を調べたところ，そ

の交差反応性は極めて小さく，水酸基の有無によって

両者が厳密に識別されていることが分かった。

ゴニオラックスの発光周期を短縮する内在性物質と

して単離されたゴニオリンは(Roenneberget al. 1991， 

Nakamura et a1. 1992)，その藻体含量が極めて高く

(1伽ng/lg湿重量)，またゴニオラック自身がこの化

合物の能動輸送系を持っていることから，何らかの重

要な役割を持っているものと考えられる。まず，ゴニ

オリンの藻内での動態を調べる目的で，生合成前駆体

と考えられるメチオニンのラベル化合物を投与したと

ころ， SMeについては効率良〈取り込まれたがCl炭

素は一切取り込まれなかった。また，高濃度のメチオ

ニンを投与するとゴニオラックスは新たにゴニオール

を藻内に蓄積することが分かった。ゴニオラックスに

1， 2位を安定同位体日Cにて標識した酢酸を投与する

と，ゴニオールのCl・ロに取り込まれることから，ゴ

ニオールのCl・ロユニットが酢酸に由来することが分

かった。このことから，メチオニンは容易に脱炭酸し，

磯の香として知られるジメチルスルフイドの前駆体で

あるジメチル-sープロピオセチンに変換している可

能性が示唆された。事実， C2， C3をI3Cにて二重標識

したメチオニンを合成して投与したところ，予想した

通りにC2， C4がI3Cでラベルされたゴニオリンならび

にC3，C4が13(;でラベルされたゴニオールが得られて

きた (Fig.6)仰akamuraet al. 1993)。 渦鞭毛藻にお

いて，メチオニンからジメチルスルフイドの前駆体で

あるジメチル-β-プロピオセチンへ変換する過程は既

によく知られていたが，ジメチル-s・プロピオセチン

からさらに変換される過程については見出されていな

かった。こうしたメチオニンを出発点とする一連の硫

黄化合物の代謝過程は，渦鞭毛藻全般に存在するよう

で，他の渦鞭毛藻類においてもこれらの含硫黄化合物

の存在が認められ，種によって蓄積する化合物が異

なっていることが明らかになった。従って，ゴニオ

ラックスにおいては，ゴニオリンは何か特別な意味を

持っているらししゴニオリンの前駆体となるメチオ

ニン等が増加すると，過剰分はゴニオールへと変換後

代謝され，ゴニオリンの量が厳密に制御されているも

のと考えられる。

合硫黄化合物は，藻内の浸透圧の調節など細胞の恒

常性を保つ上に重要であると考えられている。また，

海から空中に放出されるジメチルスルフイド等揮発性

硫黄化合物は，酸性雨の原因物質として最近注目され

ている。培養容器の中から，地球規模のグローパルな

理解が望まれている。

渦鞭毛藻は有用な生物活性物質の宝庫であり，また

特異なバイオリアクターとしても利用することが出来

ることが分かつてきた。有機化学者は，物質の新規性

を求めることから，ともすれば生物の多様性に重きを

置きがちであるが，それらの情報の積み重ねから生物

の一様性を理解することが必ず出来るはずであり，そ

のように目指したい。生物の多様性が見直されるな

か，渦鞭毛藻における物質代謝過程を理解すること

が，我々の海洋生態系への理解を深める上に極めて重

要となってきた。

以上の結果は，三菱化成生命科学研究所ではじめた

海洋共生微小生物の研究から得られたものであり，平

田義正名古屋大学名誉教授，大泉康現東北大学薬学部

教授，小林淳一現北海道大学薬学部教授，弥益輝文琉

球大学教授，岸義人ハーバード大学教授，ウッズホー

ル海洋生物研究所下村惰教授，ヘイスティングスハー

バード大学教授，ならぴにロエネパーグミュンヘン大

学準教授，岡崎共同研究機構基礎生物学研究所近藤孝

男博士と共同で行いました。また，現在，北海道大学

理学部村井章夫教授のもとで多くの学生と進めている

ものであり，これまでにご協力頂きました多くの共同

研究者に心より深謝いたします。また，今回このよう

な機会を頂いた，北海道大学理学部堀口健雄，小亀一

弘両博士に御礼申し上げます。
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盆 研究技術紹介

共焦点レーザー走査顕微鏡による植物体像の観察
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はじめに

小さな植物体をもっ藻類やコケ類などの形態を顕微

鏡写真撮影する場合，顕微鏡像の焦点深度が浅く，全

面にフォーカスの合った写真を撮影できないことが多

い。田中 (1962)によると 20歳台の人が10倍の接眼レ

ンズで適切な照明法のもとで光学顕微鏡観察を行った

場合，対物レンズが10倍の時でおよそ47凹1，40倍の

時でおよそ3.1J1IIlの焦点深度が得られるという。明視

野照明法での観察の場合，焦点位置から大きくずれた

試料は見ることができないが，わずかにずれた試料は

ぼやけた像として見え，観察や写真撮影に支障をきた

す場合カヲPなくない。コンデンサの絞りを深〈絞りこ

むことにより焦点深度を深くすることができるが，解

像度の悪化を覚悟しなければならない。暗視野照明法

や務射照明法，特に落射蛍光観察の場合は試料そのも

のが輝いて見えるため問題はより深刻である。焦点位

置から大きくずれた試料からの光も観察に悪影響を及

ぼす。また，コンデンサレンズと対物レンズを lつの

レンズで兼ねているため，絞りを設定できないので焦

点深度を稼ぐことができない。熟練した研究者なら微

妙にフォーカスをリアルタイムに変えながら正確な観

察を行い， 3次元立体構築すら行っている。しかし，

写真撮影の場合，ある一瞬をフィルムに写しこむの

で，熟練研究者の技術を写真として表現することは極

めて困難である。

共焦点レーザー走査顕微鏡はごく最近実用化され，

生物学の諸分野で急速に利用されはじめたまったく新

しい光学顕微鏡である。この顕微鏡を用いて厚い試料

を観察した場合，あたかもミクロトームで試料を薄〈

スライスしたかのように焦点の合っている部分の像だ

けが取り出され，理想的な光学切片像が得られる。ま

た，わずかでも焦点の合っていない部分の像はぼぼ完

全に取り除かれるので，観察にはほとんど影響を与え

ない。このようにして得られる非常に薄い光学切片像

を，指定した厚みで連続して取り出すことも可能で，

得られた多数の光学切片を次々に重ね合わせて，試料

の立体観察を行うことすら可能である。すなわち共焦
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点レーザー走査顕微鏡は試料内の構造の厚さ方向の分

布解析を行う場合に特に優れた能力を発揮する。ま

た，梶谷・徳田(1994)によると理論的には通常の光

学顕微鏡の約1.4倍の分解能が得られるため，これま

で以上に微細な構造の観察を行うことができるとい

う。生物学，特に細胞生物学の分野では超薄光学連続

切片が得られる落射蛍光顕微鏡として利用され，微小

管やマイクロフィラメント等の細胞骨格要素が細胞内

でどのように分布しているかを 3次元的に観察でき，

その威力を発揮している。また，花粉等の微小な試料

の立体構造の観察にも利用されている(Lichtman

1994)。

通常，共焦点レーザー走査顕微鏡観察では材料の固

定と蛍光染色を行う。瀬川(1991)は蛍光色素を含有

した培養液を用いて，生きた細胞のエクソサイトーシ

スとエンドサイトーシスの観察を取り上げているが，

筆者の知る限り生きた植物体の表面構造の3次元立体

観察に応用された例はないようである。本稿では共焦

点レーザー走査顕微鏡が生きたまま，または乾燥標本

を材料とした植物体表面の微細な構造の3次元的観察

にも極めて有効であることがわかったのでその方法を

紹介する。藻類やコケ類には非常に小さな体を持つ種

類が多く，これらの全体像を詳細に観察・記録するた

めには焦点深度の極端に深い像が得られる走査型電子

顕微鏡が便利である。しかしながら通常行われている

高真空モードでの走査型電子顕微鏡観察の場合，あら

かじめ試料を固定し脱水し，試料表面に金コーテイン

グをするというややめんどうな処理が必要である。ま

た固定や脱水処理の聞に組織や細胞の表面構造にダ

メージを与え，人工物を生じる可能性がある。たとえ

低真空モードでの観察であっても細胞に多量の水を含

んでいる植物，特に水中で生活している藻類などで生

きたままの個体を観察する場合は乾燥によって細胞が

変形してしまう。また，どちらの方法を用いても試料

を試料台にしっかりと固定する必要があり，試料の損

傷を最小限にくいとめる工夫をしなければならず，簡

便であるとはいえない。共焦点レーザー走査顕微鏡は

極端に薄い光学切片が得られるという特徴を生かし

て，多数の光学連続切片を重ね合わせることにより，

試料をまったく損傷することなく試料表面構造を 3次

元的に立体観察することが可能であり，走査型電子顕

微鏡に匹敵する焦点深度を持った像を得ることができ

るのである (Matsui1994)。

松井

共焦点光学系の原理

共焦点光学系とは対物レンズに対して共役な位置

(対称的な位置)に焦点位置とピンホールが置かれた

光学系をさす。光源側のピンホールで点光源を作り，

検出器側のピンホールで焦点位置以外の光を除去す

る。通常の光学顕微鏡では焦点位置以外からの光が焦

点位置からの光と重なり，全体的にぼやけた像にな

る。これに対して共焦点光学系では検出器側のピン

ホールによって焦点位置以外からの光を除去できるの

で，鮮明で焦点深度が浅い像を得ることができる (Fig.

1) 0 Fig.laは焦点位置に試料がある場合で，試料から

の光は検出器手前のピンホールを通過する。しかし

Fig.lbのようにわずかでも焦点位置から試料がずれて

いると，光は検出器手前のピンホールを通過できな

しミ。

1955年にハーバード大学のMarvinMinsky (“人工知

能の父"として有名)によって共焦点光学系の原理が

明らかにされた (Minsky1988)が，実用化するために

は極めて細く絞ることのできる高輝度の光源が必要で

あった。通常の光学顕微鏡に用いられている光源はそ

の波長幅が広く，レンズを通過する時に波長によって

屈折率が異なるため，極めて細く絞ることができな

い。その後， 1960年にレーザー光が発明された。レー

ザ一光は高輝度で波長が一定で位相が揃っていてるた

め極めて細く絞ることができ，共焦点光学系にとって

最適な光源である。 Davidovitsand Egger (1969)は共

焦点光学系の光源としてレーザー光を用いた最初の顕

微鏡を発明した。その後，数々の技術革新(特にレー

ザー走査法やコンピュータ処理法)により実用化さ

れ，多数のメーカーから発売されるに至った。現在も

新しい技術が次々に導入され，高性能・高機能化して

いると同時に，操作方法はますます容易になってきて

いる。現在の一般的な共焦点レーザー走査顕微鏡は

レーザー光源，共焦点光学系ユニット，落射蛍光顕微

鏡，制御・画像処理用コンピュータシステム等から構

成される。より詳しい原理や構造はInoue(1989)や大

出 (1990)，梶谷・徳田(1994)，Lichtman (1994)等を

参照されたい。

観察方法

通常，共焦点レーザー走査顕微鏡で観察する試料は

固定と蛍光染色を施す必要がある(加藤・村上 1991

等)。しかしながら植物組織の全体像を観察するため
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には必ずしも蛍光染色の必要はない(Ma凶 i1994)。こ

れは植物体を形作る細胞壁などが自己蛍光を発するた

め，無染色でも共焦点レーザー走査顕微鏡で観察でき

る場合が多いためである。通常の植物細胞内の蛍光顕

微鏡観察では細胞壁の自己蛍光は観察の妨げになる

が，植物体の全体像を共焦点レーザー走査顕微鏡で観

察するにはこの自己蛍光が役に立つ。このため観察試

料は通常の光学顕微鏡で観察するものとまったく同じ

でよい。また，かなり長時間レーザー光を照射しても

蛍光退色しないため，同じ試料に対して相当な回数の

レーザー走査を行うことができる。

植物体そのものを共焦点レーザー走査顕微鏡で観察

すると，植物体内へレーザー光が届かないか，たとえ

届いても励起された蛍光が植物体そのものによって遮

られてしまうため，レーザー光で励起される表面の輪

郭だけの像が得られる。ちょうど地図の等高線だけが

得られたようなものである。各等高線を重ね合わせれ

ばどのような起伏であるのかがわかるのと同様，多数

の輪郭像だけの光学連続切片をコンピュータで重ね合

わせることにより，植物体の全体像が明らかとなる

(Fig.2)。
筆者は通常，ホールスライドグラスまたは通常のス
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Fig.2. Illlage projection 01" oplical cro附討CCliolls.a: Oplical cross seclioll (110. 30 of 64 secliolls.) b: Oplical cross seclion (no. 45.) C: Oplic川

口ossseclioll (no. 60.) d: Il11age projcclioll of all 64 oplical cruss secliolls. Chara brmlllii Gl11clill 

ライドグラスに試料を水て、マウントし，カーハーガラ る。この方法は図像を重ねた時， 画像を構成するピク

スを;1虫せ， 10-40倍の対物レンズで観察を行ってい セルの明るさを比較し，明るい方の値を優先する処理

る。乾燥標本の場合は乾燥状態のままスライドグラス 法でLある。高知!大学に設置されている Bio-RadMRCー

の上に載せ，カバーガラスをil乱せて観察している。 600共焦点レーザー走査顕微鏡の場合，関口数 1.4の60

レーザ一光は51411111の波長を川い，減光フィルタで本 倍プランアポクロマー ト対物レンズで理想的な光学切

来の I~ J るさの 10 % まで光世を終とすか，場合によって 片像が得られる (Bio-Rad 1991)。本稿で用いている 10

は 100%の光量で観察を行う 。谷光ザ:切片はサンプリ 倍-40倍のような低iJfJ口数，低倍率の対物レ ンズでは

ング1m隔を通常 2-5μ111の!平さに設定し，最も遅い J.ill惣的な{象が符られないため，焦点位置からわずかに

レ ーザー走査速度で l 枚の I llijf象につき 3 ~ 5 回程度の 外れたぼやけた{象も少し写りこんでしまっている (Fig

レーザー走査を行い，データ を‘ 17. J~J化して l 枚の画像 2a-c)。しかし，最大師度投彩法て、画像を重ね合わせて

を待ている。立体構造を観察するためには多数の光学 いるため，焦点位泣からずれた像は焦点位置を正確に

述続切片を得る必要がある。このため，試李|の奥から 捉えた別の{象により f泣き換えられるので，Fig.2dのよ

手前に向かつて 1O ~70枚 ( 1 1れこはそれ以上) の光学連 うにぼやけた部分はほぼ完全に除去される。この結

統切j十を得ている (Fig.2a-c)。こうして得られた各面 果， Fi g.2d では 250J.l 111 ほとごの焦点深度を持った .~I.l l列な

{象をコンピュータ処理により屯ね令わせ，立体画像を 画像が出来上がっている。対物レ ンズに試料が接しな

作 りtげる (Fig.2d) 0 ければより深い炉、}~~i~~r支も得ることができるが，くれ

画像を重ね合わせるためにい くつかの方法が準備さ ぐれもレンスを傷っけないように注意されたい。

れているが，今回用いた方法は11止jcKo!ll支投彩法であ
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Fig. 3. Image processing. a: Acewb/llar;a calyc/ll/ls Quoy et Gaimard. b: Sharpness tiltering frolll a. c: Capsule and periston官 teethof 

Hypoprel)lgiumjapollicum Mitt. (dried herbarium specimen.) d: Digital sbadowing from c. 

画像処理と加工

共焦点レーザー走査顕微鏡で撮影した画像はコン

ピュータ処理が不可欠なため，デジタルデータとして

保存される。このため目的に応じた画像処理が非常に

容易に行うことができる (Fig.3)0 Fig. 3aはホソエガサ

Acetabularia calyculus (緑藻類) の傘基j~l\の像で、ある 。

この像を元にして画像をシャープ化したものがFig.3b

で，元画像ではぼんやりとしていた個々の葉緑体が

くっきりとしている 。Fig.3c はヒメクジャクゴケ

Hypopcerygium japonicum (辞類)の朔と朔歯の像であ

る。この像にシャドウ処理を行ったものがFig.3dで，

明るさの迷いを高さとして擬似立体化しているo元画

像では一様な明るさに見えていた構造にも微妙な淡淡

があることが視覚的にわかる。この他に も非常に多く

の画像処理法があり ，これらの処理法を複数組み合わ

せることも可能である。また画像処理専用ソフトウ ェ

アにも国{象データを移すことができる。

通常の共焦点レーザー走査顕微鏡のシステムには

フィルムレコーダ等の画像記録/出力装置が付属して

いるため，得られた画像をすぐにフィルム等に出力で

きる。しかしながら，付属のソフトウェアには貧弱な

グラフイツク処理機能しか装備されいないことが多

く，自分の思い通りの図版に仕上げることが難しい場

合がある。特に植物体の全体像を得る場合，試料にゴ

ミが混入している場合があり，どうしてもこれらのゴ

ミを画像中から取り除きたい場合も少なくない。通常

の焼き付け作業の場合では暗室内で様々な技法を駆使

しなければならない。このような場合も共焦点レー

ザー走査顕微鏡で符られた画像データをフォトレタッ

チ用のソフトウェアに移すことにより，非常に手il!蚤に

行うことができる。筆者は通常，画像データを Apple

社のMacintoshへ移し.Adobe社のフォトレタッチソフ

トPhotoshopやアメリカ国立衛生研究所のフリーウエ

アNIHImageでコントラストや明るさの変更，画像の

修正，スケールや文字等を入れる作業，場合によって

は株々な画像処理gを行い，フィルムレコーダ等で出力
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Fi呂.4.Confocal laser scanning micrographs 01' 1ll0SS and algae. a: Dislichoplり，11/./1/1calillifolill川 Froeh.(dried herbarillnl specimen.) b: 

E川町仰/Olp!taplVlifera (Mlleller) 1. Agardh. c: NOSIOC COlllllllllle Vallcher. d: Clwra brallllii Gmelin 

するようにしている 。本稿で朋いた写真はすべて 料は死んでしまう 。また，低真空モードによる観察で

Photoshopで加工後，出力業者に依頼して Adob巴社の も水分の多い藻類はすぐに乾燥してしまい，原形を保

IIluslratorでレイ アウトし，Canon社の PixelJelプリ ン つことがむずかしい。しかし共焦点 レーザー顕微鏡を

タで出力したものである。 mいることにより ，生きたままの藻体を通常の光学顕

微鏡で観察するのとま ったく同じ状態で観察すること

今回の材料について ができる。

Fi g . 3 a はホソエガサ(緑藻類)のぎ~基苦11で，白く

Fig.2はシヤジクモ Charabrauniパ輪藻類)の雌擦で 光っているのは紫緑体に含まれるクロロフィルのi当

ある 。 64枚の光学連続切片{象を搬);}~している 。 Fig.2a 蛍光である。架線体が刻IIJl包内に比較的均一に観察され

は30枚目の光学切片像で，雌器の輪郭が明瞭に観察で るため，総体の輪郭もよくわかる。Fig.3cはヒメク

きる。Fig.2bは45枚目の{象で，雌器のらせん細胞の配 ジヤクゴケのiflJJと朔歯である。乾燥標本を用いてい

列状態が明瞭に観察できる。また，卵細胞の輪郭も観 る。この写真の場合 10倍の対物レンズを用いて5μml司

祭できる。Fig.2cは60枚目の像で，らせん細胞に業緑 隔で 137枚の光学切片を得て，すべての像を重ね合わ

体が直線状に配列 していることがわかる。Fig.2dは64 せている。このため焦点深度は約685flmある。通常の

枚の光学切片像をすべて重ね合わせた像である。走査 光学顕微鋭で 10倍の対物レンスを用いた場合，得られ

型電子顕微鏡を朋いても同級な像を仰ることができる る焦点深度は約 47μmなので約 15倍もの能力向上が

が，高真空モードでの走査型電子顕微鏡観察では園 行われたことになる。朔壁の細胞の形態や配列状態が

定，脱水， 金コーテイングのプロセスを経るため，材 非常によくわかる。通常の走査型電子顕微鋭写其では
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材料の表面のみの観察しか行えないため，この写真の

ように細胞の輪郭が明瞭な像は得られない。また，朔

歯表面の横条も明瞭に観察される。朔表面に見られる

非常に輝度の高い穎粒状のものは本種の胞子である。

Fig.4aはDistichophyllumcatinifolium (欝類)の配偶

体で，乾燥標本を撮影したものである。葉の細胞の輪

郭が明瞭になっているため，細胞の配列状態が一目瞭

然となる。 Fig.4bはスジアオノリ Enteromorpha

prolifera (緑藻類)の主枝と小枝の断層写真である。小

校内は空洞であることがわかる。小枝の断面は光学切

片像で，機械的に切断したものではない。このように

共焦点レーザー顕微鏡を用いることにより材料を切断

することなしに断層像が観察できる。 Fig.4cはイシク

ラゲNostoccommune (藍藻類)の糸状体である。かん

でん質の部分はまったく自己蛍光を発しないため何も

観察されない。このため糸状体のみが撮影できる。こ

の写真では左上が最も手前で右下が最も奥であること

もよくわかる。また，各糸状体の上下関係も明確にわ

かる。通常の光学顕微鏡写真では焦点深度を極端に浅

くすることができないため，どうしても各糸状体が重

なりあってしまい，上下関係を表現することは困難で

ある。また，焦点面からわずかにずれた糸状体もぼや

けて写りこんでしまう oFig.4dはシヤジクモ(輪藻類)

の冠細胞である。白く光っているのは葉緑体に含まれ

るクロロフィルの自己蛍光である。冠細胞とらせん細

胞の位置関係や冠細胞と葉緑体の配列が明瞭にわか

る。また，らせん細胞では原形質流動が非常に速いた

め，葉緑体が高速に移動し，その道筋が帯状に観察さ

れる。これに対して冠細胞では葉緑体の移動が遅いた

め，各葉緑体の形態がはっきりと観察される。

おわりに

共焦点レーザー走査顕微鏡は極めて薄い光学切片が

得られるため，これまで困難であった様々な形態の解

析が可能となった。しかし，これまで細胞生物学以外

の分野ではあまり用いられてこなかったように恩われ

る。本稿で述べてきたように共焦点レーザー走査顕微

鏡はまったく無処理の材料を用いても，これまで観察

できなかった世界を我々の前に見せてくれる。今後，

生物学のあらゆる分野において強力な研究機器として

その能力が発揮されるものと期待される。

筆者が共焦点レーザー走査顕微鏡にはじめて触れた

のは高知大学にBio-RadMRC-ωoシステムが設置され

た1994年5月のことである。それまで“共焦点レー

ザー走査顕微鏡"とういう名前は知っていても，何を

観察することができるのかさえ知らない状態であっ

た。このようなまったくの初心者に様々なアドバイス

をしていただき，本稿をまとめるようご配慮いただい

た高知大学理学部生物学教室の奥田一雄博士にこの場

をお借りして感謝いたします。
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藻類分布資料

河地正イlド:日本の微刻lIi菜類 (1)C/l/ysochromulina hirli/ 

Manton (ハプ ト諜綱)

Masanobu Kawachi : NOles on microalgae in Japan (1) 

ChrysochrollJulina hirta Manlon (Haplophyceae = 

Prymnesiophyceae) 

Marine Biolechnology Instilllle， Kamaishi Laboralories， 3 

75・1Heila， Kamaishi City， Iwale 026， Japan， (株)海洋バ

イオテク ノロジー研究所(干026岩手県釜石市平岡

3-75-1) 

和文誌の「藻類分布資料」の記事の一環として， r EI 

本の微細i込Jをとりあげるよう提案します。微細11謀の

観察・研究を行っている複数の著者によるシリーズと

して掲載していけば記録としての1主義も出てきます。

多数の研究者に参加していただけるようお願いいたし

ます。分類群や生息環境は特に限定せず，執筆者それ

ぞれの得意な分!IlJでとりあげていけばよいと思いま

す。 また微細lìi!i~類の定義もあいまいにしておく方が記

事に幅が出てくると考えます。形態に関する記述，同

定を行う |殺の観察のポイント，近縁極との比較，分布

情報といった基本的な事項やトピ ックなど，自8:1裁量

で紹介していけばいかがでしょうか。この企画を通し

て，微細lIi巣類の魅力が多くの方に伝わり，その研究材

料としての可能性を追求できれば幸いです。 以下に例

としてハプト深の C1l/ysochrollJulinahirti1をとりあげた

いと思います。

ChrysochrollJulinil hirlil Manton 

海産の鞭毛謀。ハプ ト諜綱 (=プリムネシウムi来綱)

に所属する。細胞は倒卵形で長径6・8μm。鞭毛は長さ

1 0 - 1 5ドm。ハプ トネマは長さ 25-40μm。 葉緑体は 2 11~j で

黄褐色を呈する。

細胞下部には食胞が存在する。細胞はプレート状の

鱗片と長さの異なる 2種類の車IJ状鱗片(各々 IS・20μm

と約5μmの長さ)でおおわれる (Figs.1，9，10)。それら

の微キ111形態に基づいて Manlon(1978)により記載され

た。細胞サイズ，ハプ トネマの長さ，車IJ状鱗片の存在

など，光学顕微鏡 レベルの特徴は，ChrysochrollJulina 

ericina Parke el Mantonに似る。C.ericinaの刺状鱗片は

8-15ドmの長さで C.hirtaよりも短いこと ，細胞あたり

の刺状鱗片の数がC.hirraに比べて少ないことから，光

顕でも両種の識別は可能だが，正確に同定するには透

過型電践による鱗片の観察が必須である。ハプ トネマ

は障害物との緩削!や振動などの機械的な刺激あるいは

化学固定に より，コイル状に収縮する σig.6)。このコ

イル状の収縮は細胞内カルシウムイオン波度の上昇に

起因する ことが， EGTA，カルシウムイオノフォア，各

種阻害斉IJを用いた生理実験から示唆され ている

(Kawachi ancl Inollye 1994)。本種は光合成を行う一方

で，食作用も行う混合栄養的な種類である。その食作

用過程にハプトネマは重要な役割を果たしている

(Kawachi el i11. 1991)。細胞はハプトネマの伸張方向に

回転しながら遊泳する (Fig.2)。その問にハプトネマに

接触 したバクテ リアなととの微小粒子は，付着するとす

ぐにハプ トネマ 七の特定の位世に移動して粒子塊を形

成する (Fig.2)。次に粒子塊はハプ トネマの先端に述ば

れ (Fig.3)，S字型にハプトネマが屈!加する (Fig.4)こ

とで食胞の位置する細胞下部に運搬さ れる (Fig.5)。こ

の過程により 0.1-4.0ドmの各種サイズの粒子を食胞内

に取り込むのが雌認されている (Figs.7， 8， Kawachi et 

a1. 1991)。また本経の食作用能力は，il&.過速度(単位11寺

間当たりに*IIIJJ包が処理Rした水の容積値，食作用能力の

指標として!日いられる)に換~:して約7 ・ 1 0-2nl/min/c巴 11

であり，襟縦毛虫などの鞭毛虫に匹敵する高い値を示

した (著者米発表のデータ)。本種は北海道から鹿児島

まで日本沿岸域に広く分布し，年|首1を過して生育が雌

認!されるほか，外i羊，南極およびグリーンランド沿岸

なとε温暖海域から高緯度海域にまで広く全世界的に分

布する。ESM培地やPES培地をfI'Jいることにより，比

較的容易に培養できる。ハプトネマで、観察される粒子

の付着と出111胞膜上で、の移動，屈1111による逮搬などのメ

カニスムは明らかでなく ，細胞学的に興味深い現象と

いえる。また水界生態学的にも ，本種はバクテ リアや

デトリタスのiドijf者として重!ZJ!ーな役割を果たすことが

考えられる。

引用文献

Manlon，1. 1978. ChrysochrollJulina hirla sp. nov.， a wid巴Iy

dislribuled species wilh unusual spines. Br. phycol. J 

13: 3・14



Chlysochromulinn hina 
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The haptonema as a food-capluring device 

observations on Chrysochromulina hina 
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Kawachi， M. and [nouye， 1. 1994. Ca'+ーmedial巴dinduction 

of th巴 coilingof lh巴 haptonel11ain Chrysochromulina 

hina (Pryl11nesiophyla=Haplophyta) . Phycologia 33 
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Fig. 1. Dingram of a cell of C hirtel. Figs. 2-5. Feeding process. Fig. 2. Adhesioll and IllQvement 01' food pal1icles on the haplonema during 

swimming. resulting an aggregate at the basis of the haplonema. Fig. 3. Movcmcnt 01' Ihe aggregalc 10 the lip of the haplOnema. Figs. 4. 5 

Transpol1 of the aggregate lO lhe food vnclIole by haptoncmul bend. Fig. 6. Hapwncmal coil. Fig. 7. Cells 01' NllIJIJochJoropsis ocuJma (arrow) 

in a food vacuole. Fig. 8. Fluorescencc microsphercs (arrow) 旧日 foodvacuole. Figs. 9‘10. 5hadowcast prep山川ions.showing three kinds 01 

5cale (Fig.9) and end of the long 5pine 5cale (Fig. 10) . F‘Oagellum. H町 haptonema.LS: long 5pine sc.le. P5: plate 5cale. 55 : 5hol1 5pine 

5cale 
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藻類分布資料 b
一一京司「
須田彰一郎，.渡辺信2.日本の微細藻類 (2)

Hafniomonas montana (Geitl巴r)Ettl et Moestrup (緑藻

綱 ・ド ゥナリエラ目)

Shoichiro Suda' and M叫ωtoM. Watanabe2: Notes on 

microalgae in Japan (2) . Hafniomonas montana 

(Geitler) Ettl et M∞S加 p (Chlorophyceae， Dunaliellales) 

l日本ロシュ研究所(干247神奈川県鎌倉市梶原 200)

Nippon Roche R民間rchCenter. 2∞K匂iwara，Kam叫cura

shi， Kanagawa， 247 Japan， 

2National Institut巴forEnvironmental Studi巴s，16-2

Onogawa， Tsukuba， Ibaraki 305 Japan，国立環境研究所

(干305つくば市小野JII16-2) 

筆者らは， 1983年 10月， 1986年5月ならびに 1992

年2月につくば市とその近郊から本経を分離培養した。

これらはNIES-257，PS-347として国立環境研究所微生

物系統保存施設に保存されている (Watanabe and 

Noz心(i1994)0 

本渓は単細胞遊泳性で， 4本の鞭毛を持ち浮い粘質

に包まれている。細胞皇室や，鱗片など，細胞を包む構

造はない。細胞は倒卵形，円錐台形ないし縦に長い五

角形で，前端から後端にかけて4倒の稜線が認められ

ることがある。特にこの稜線は前端部で顕著で，細胞

を真上から見ると丸みを帯びた四辺形を呈する場合が

多く，細胞によっては稜線のはっきりしないものや，

会体が偏平なものも観察される。業緑{本はカップ型

で，数個のピレノイドが細胞後部中央に位置し (Figs.

ト3)，一見一つのピレノイドに見える場合もある (Fig.

1)0 glt点は基本的に一個で細胞中央部に位置するが，

細胞前端部にもう 一個存在することもある。細胞の大

きさは，NIES-257株では，縦 12-19.5μm，阿 10.5-

15.5凶nであるのに対し，PS-347株は縦 15.5-27.5同n，幅

9.5-17山1で後者の方が大型であった。等長の4本の鞭

毛は， 細胞前端部の凹みからのび細胞の長さと同じか

やや長い。収縮胞は， 21聞ないし4個で$IIIJ泡前端部の鞭

毛基部に位置する。無性生殖は細胞前端部からの二分

裂による府gs3 and 4)。

*緑イ本は裂片状で多数のピレノイドはそれぞれ葉緑

体が内1Hljにや11びた部分の先端に位置し，あたかもユー

グレナのピレノイドセンターの様な形態を示す(Fig.5

and 6)。ゴルジ体は，細胞質の至る所に多数存在し，近

くに粘液胞と恩われる液胞がある。この粘液胞は，細

胞表面に関口部を持つσig.5)。眼点は二層の連続した

穎粒からなりそれぞれの層はチラコイドで|煽てられて

いる (Fig.7)。

本程が属する Hafniomonas属は，もともとプラシノ

諜のPyramimo/las属として記載された P.relicuJalaをタ

イプとして 1980年に EttlとMo巴strupにより設立され

た属で，その後，II種が本属に記載されている (Ettl

1983) 0 H. montanaに関しては， 1925年に Geitlerによ

りPyramimonas属の新種として記載され，その後 1971

年に Maiwaldにより電子顕微鏡観察の報告がある。

自然、サンプル中で本属の藻類が紛れていても固定す

ると変形するか，跡形もなく溶けてしまい特定するの

は困錐である。ブルームを形成している場合は細胞の

形態がまちまちであることと ，核の位置が細胞中央部

にあり，中心]141Iからずれていない点でPyramimonas属

と区別できる。細胞の形態が変形 しやすいため光学顕

微鋭により種を同定することは極めて困難である。

筆者らの観察では， 比]1変的富栄養化した池沼に普通

に見られるものと思われる。有性生殖は知られていな

U 、。
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Figs. 1-7. H"liliomonas montana，light (1-4) and eleclron (5-7) micrographs. J: Vegcwlive cell with pyrenoid complex. Arrowhead 

indicales one of cOnlraclile vaclIoles. 2: Vegetalive cell with lh悶 epyrenoids. 3 and 4: Asexual reproduclIon， early slage (3) and late stage 

(4) 5: Median longitudinal seclion of a vegetative cell showing ilS major componenls: chloroplast (C)， conlraclile vacuoles (Cv) ， 

dicliosomes (D) . tlagella (F) ， muciferous body (MlI) • nllclells (N) ， nucleollls (NlI) and pyrenoids (P) 6' Median longillldinal 

seclion of pyrenoids (P) Each pyrenoid is loc‘.lIcd On the edge of the chloroplasl lobe. 7: LongIludinal section of eyespol. Two layers of 

eyespol granules are separated by a lhylakoid lamella (arrow) 
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研究機関紹介
株式会社海藻資源研究所

Marine Greens Laboratory CO.， LTD. 

1設立の背景

株式会社海藻資源研究所は，生物系特定産業技術研

究推進機構(生研機鱗)の出資事業として， EI泉化学株

式会社，ヤマキ株式会社，マルトモ株式会社，株式会社

伊予銀行，日産建設株式会社の民間企業5社が中心と

なり，平成3年3月に設立されました。主な研究テーマ

として， 南方性海藻の成分利用と高密度培養に関する

研究をあげております。その後，愛媛県，伊予市，株式

会社四国総合研究所，住友化学工業株式会社，株式会社

東京久栄，株式会社西田興産，愛媛県漁業協同組合連合

会，愛媛県信用漁業協同組合連合会の各団体，各社から

出資を仰ぎ現在の形になりました。

多様性に富んだ海洋生物の中で，海藻は45億年の地

球の歴史の中で最も早〈現れた生命の一つであり ，大

気中の酸素の生産者でもあります。それゆえ，海藻は

生命・生物群の母といえます。さらに，人間活動の結

果として大気中に増加しつつある炭酸ガス対策の一つ

に海藻の大きな役割が期待され，これからの地球環境

の保全のために重要な生物でもあります。また，それ

自体人間に有用ないろいろな物質を生産し ，社会に役

立つ生物であることはご存じのとおりであります。日

本は周囲を黒潮，親潮jに洗われ，かつ海岸が緩雑な地形

を呈していることから，豊富な海謀を生育させうる条

件に恵まれています。日本における海藻利用の歴史は

長<，海藻の生態研究，養殖・利用技術の面でも世界の

トップレベルにあります。それゆえ，当研究所は南方

性の海藻，オゴノリ，イワヅタ ，キリンサイ ，トサカノ

リに焦点を絞り，効率的な培養技術や有用物質の抽出・

分離・精製技術の研究開発および応用而の研究開発に

取り組んでいます。

海藻は光合成を行いつつ，E車体全面から海水中のミ

ネラルを選択吸収し，カリウム，カルシウム ，マグネシ

ウム，ヨードなど人間にと って有用な無機元素を集積

したり， 1陸上植物の持たない多糖類(寒天， カラギーナ

ン，アルギン酸など)や，タンパク質(レクチンなど)， 

脂質(不飽和脂肪酸など)，多種多械なビタ ミン類など

干 799・31愛媛県伊予市森728

の有機化合物を生産しています。このため健康食品 ，

医薬品， 化粧品，工業用原料， 肥料，飼料，さらにはエ

ネルギー源として将来大いに需要が伸びることが期待

されています。

以上のような状況のもとで，海藻の増殖の事業化が

日本をはじめ中国，聡匡1，東南アジアその他の海水域を

持った国々で始められています。 しかし， 一般にその

地域に生息している海藻を用いて自然条件下で養殖し

ているために，必ずしも生産性が高く品質が良いとは

限りません。このため，陸上織物と同様に品種改良な

どが試みられ，これから精力的な研究が必~とされる

分野であります。

2.研究課題と現在までの成果

本研究所では，四国，九州，iqJ縄を中心に海藻資源の

収集をグローノミルに行い，可能なl浪り 生体で保存 輸

送する方法を検討するとともに，生育条件と生態の解

明に努め，成長が速く，実質的に有用成分の生産量の多

い品種を選抜育成し，その高密度培養・栽培システム

の開発と ，種々の有用成分の効率的な探索，分出ffi.精製

および利用に関する技術を開発し，海藻利用産業の基

礎固めをすることを目的に，研究開発を進めています。

現在までの成果として次の2件を上げることができま
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す。

1)キリンサイ属海藻より発見された，赤血球凝集活性

を持ったタンパク質について，応用開発を進めつつ，養

殖キリンサイからの大量生産技術の確立に努めており

ます。

2)ソゾ属海藻より抗酸化活性化合物を発見し，実用化

43 

に向けて研究を続けております。

これからも，海藻の養殖から有用成分の抽出・精

製・大量生産を通じて，応用分野を広げ，海藻産業の振

興に役立ちたいと研究員一同頑張っております。

3.所在地と環境

当研究所は，松山市中心部や松山空港から約IOkm南に

あり，西は伊予補佐にひらけ，隣接地には愛媛県の中予水

産試験場があり，研究環境としては非常に良いところ

にあります。研究所への順路は，JR伊予駅か伊予鉄郡

中港から約3km，タクシーで約5分です。所員は，所長

以下研究員 12名，事務員2名のこじんまりとした研究

所です。

4.施設・設備

l.本館(鉄骨2階，延538m2)

1階には事務室，応接室，NMR分析室，準備室，恒温

人工培養護，2階には実験研究室，分析室，会議室等

があります。

2.培養実験棟(鉄骨平屋， 196m2)

海藻培養槽 10基，アクアトロン6基，海水取水設備

(1201/日)

3.主要設備

分析機器:核磁気共鳴装置，電気泳動装置，赤外分光

分析装置，高速液体クロマトグラフ，分取液体

クロマトグラフ，ガスクロマトグラフ， ICP発

光分光分析装置，分光光度計

培養装置:人工気象室，恒温槽，細胞培養装置

試験装置:凍結乾燥機，高速冷却遠心分離機

その他:顕微鏡撮影装置，円R記録装置

5.連絡先

電話 0899・82・1856，FAX 0899-82-1916 

(海藻資源研究所浪岡日左雄)
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大野正夫:チリで聞かれた第 15回国際海藻シンポジウム

(1995年1月8-13日)

Masao OhnO: XV Intemational Seaweed Symposium in Chile. 

第15回国際海藻学シンポジウムは， 1995年l月8日

-13日の期間，チリのサンチヤゴから2時間ほど南に

飛行機で下ったバルデイピア Valdiviaにある

Universidad Austral de ChiIeの図書館と近くの公会堂を

使って行われた。シンポジウムの事務局は，地元

Instituto de BotanicaのWestermeir，R.教授と Universidad

CatoIica ChiIeのS如 teIiωs，B.教授の両Ch組manを中心

として，園内委員会が組織されて行われた。

パルデイピアは南緯40度に位置しパタゴニアに近

く，この季節は夏であるが，日中でも 25'(;ほどで涼し

く，夜は薄いセーターが必要であった。サマータイム

を取っていて，明るくなるのは午前6時，日が沈むが

午後10時であった。日本からの道のりは遠く，飛行時

間は 25時間ほどであった。

シンポジウムの参加者 今回の参加者は，公式の発

表がなく 450名という情報もあったが，講演要旨のリ

ストには3∞名ほどが記されていた。講演の取消が多

く，筆者の感じでは， 300名を割る程度の参加者では

なかったかと思う。日本からの参加者は 16名で，札幌

で聞かれた時以来，最も少ない数であった。参加者リ

ストを国別でみると，半数は中南米，南米からの参加

者であった。ヨーロッパからの参加者は比較的多かっ

たが，中国，韓国からの研究者の参加者が皆無であり，

地中海域を除くアフリカからの参加者はひとりであっ

た。日本からの参加者が少なかったことで，日本人グ

ループ聞の交流は密で，日本人から得る情報は有益で

あった。漆喰(しつくい)の製造を行っている吉田銭

太郎氏から，海藻を用いた伝統的な漆喰産業は，現在

でも安泰・健全な事業になっており，年間の生産額は

数億円であることを知った。使われているツノマタ類

は，北海道・津軽海域のものが良質であり，まだ外国

産を使うことはないそうだ。筆者は，毎回このシンポ

ジウムへ民間会社からの参加者から多くの知識を得て

きた。

Plenary lecuture 開会式の後， SanteIices教授によ

り， f25年間のラテンアメリカの海藻学の研究と海藻

産業の発展jの講演が行われた。チリを中心とした海

藻産業の発展はめざましく，この25年間オゴノリ類，

褐藻のレッソニアの採取は年々増大していった。しか

し天然産のオゴノリ類は1985頃よりエルニィーニョの

影響で不作になり，その対策としてオゴノリ養殖が盛

んになり，今では養殖によるオゴノリ類の生産量は天

然産を追い越すほどになった。チリにおける海藻生産

額は，現在280億円程に達しているという。また寒天

の製造は近年急増し，世界寒天生産量の8割はチリで

生産されている。このような海藻産業からの収益の経

年上昇率は，海藻研究者の数の増大率とよく一致して

いた。しかしまだ研究者と事業者との交流，情報の交

換は十分でなく，将来もっと密な情報交換が必要であ

ると結んだ。米国のAbbott教授は，大学の授業で行っ

ている内容であるがと断って，海藻の利用について総

説的な講演を行った。そのなかでハワイで伝統的に食

されている海藻に興味を持った。ドイツのMuIler教授

はEctocarpusを材料にして，ウイルスが介在する生殖

機能について講演された。閉会式の前に，カラゲナン

のケミカル・エンジニアである Bixler博士によるキリ

ンサイ・カラゲナン研究の動向について講演であっ

た。彼はこの分野の現状を説明し，最近ホットな研究

分野ではなくなったが，カナゲナン製造法の改良やカ

ナゲナンの利用・用途に関する研究はまだ行うべきこ

とがあると述べられた。

講演とポスターセッション 講演要旨に載った報告

は， 254編であったが，そのなかでオゴノリ類に関す

る報告は，分類，養殖，生化学分野を含めて32編，テ

ングサ類に関しては9編あった。これはチリのオゴノ

リ養殖・寒天産業の隆盛に刺激され，ラテンアメリカ

の研究者が寒天原藻に関心を示していることによると

思われる。それに反してアルギン酸原藻については6

編にとどまった。近年イオタ・カラゲナンの原藻とし

て注目され，多量に採取されている Gな帥naの生態に

関する報告は8編あった。米国・ヨーロッパからの研

究者からは，海藻群落の生態，分類地理学に関する報

告が多かった。分類学分野の報告は， DNA，RNAやア

イソザイム分析による報告は多くみられた。注目すべ

き報告は，海藻を用いた浄化に関する報告で，アオサ

への栄養塩の取り込みや成分などの内容を含めると 6

編あった。このような環境浄化への海藻の役割という

研究は，昨年の中国での国際藻類学会の報告の中にも
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みられた。オゴノリ類の養殖の方法とし，魚類・エピ

類との混合養殖の研究報告があったが，これも養殖場

の環境海化の研究分野とも言える。日本からの生物学

分野の発表は，三浦昭雄氏によるスサピノリの色素変

異を用いた遺伝的考察など3舗あった。ポスターで，

アルゼンチンの中央部に位置するPuertoMadryn市の港

に.Undaria pinna甜 d国但 町ey)S凶ingarが1992年12

月に出現.1994年の冬にも成体が認められたと報告が

された(Graciela. N. C沼郡 ).発表者はこの港には，日

本の貨物船や漁船が入浴するので，これらの船により

配偶体が運ばれたと推察していた。これはワカメが南

半球に繁茂した最初の報告であろう

化学分野については，四国工業技術研究所の垣田浩

孝氏から次のようなメモを頂いた。ミニシンポジウム

では.Lahaye (フランス)によるアオサ属海藻の細胞

壁多糖の一種である凶V釦 Sの多糖構造を2次元プロト

ンNMR. 13炭素NMR測定を用いて解析し，ゲル特性

との関係の報告があり.NMR測定をカラゲナンの構

造解析に応用した報告 (Sto血・アルゼンチン).Ff-IR 

とFf-R制加分光器によるアガー型多糖とカラゲナン

型多糖を区分する方法についても紹介された。一般発

表では，西出(日本)は，カゴメのアルギン酸が煮沸

時間によりマロヌロン酸ポリマーが増大することを

即日を用いて証明した。Anong等(日本)は，オゴ

ノリ類の寒天の化学構造，垣回(日本)は，オゴノリ

類のレクチンについて報告を行った。ポスター発表で

興味あ報告として，硫酸化多糖の化学組成と生理活性

についての研究 (Durand一フランス. Mats凶iroーチ

リ)があり，多糖の機能に糖鎖構造が重要であるので，

今後のこの分野の発展が期待される

今回のシンポジウムの報告を概観すると，チリで聞

かれたという条件もあるが，いわゆる有用海藻に関す

る研究報告が多く，国際海藻シンポジウムは.Applied 

phycologyのシンポジウムといった特色が形成されつつ

あるように感じられた。

Party シンポジウムの楽しみのひとつは，趣向を

凝らしたパーテイであろう。今回は.Beefパーベキュ

ウと石焼きSeafi凶dpartyなどチリらしい催しであった。

しかしどうも日本人には，馴染まないところもあり，

日本人同志がかたまるようになってしまったが，それ

なりに楽しい思い出になった。楽しさを盛り上げてく

れたのは，西出婦人の活躍があった。

チリの海藻 シンポジウムの中休みの 1日ツアー

で，海藻の繁茂海域に出掛けた。ツアーは4種類が組

まれたが，海藻採集ツアーは予想外に参加者が少なく

10数人であった。筆者はチリで，レッソニアやヅル

ヴイラを見たいと思っていたが，多くの参加者は，陸

の方に興味を示したようであった。 Va1diviaは大きな

河の奥に位置し，河を下ると広い汽水域になり，オゴ

ノリ類の養殖と採取が行われていた。当日の案内人

は，時間配分や説明はいい加減で，河岸にちょっと止

まり，小休憩かと恩ったが，後で考えるとそこがオゴ

ノリ養殖を見せる場であった。そうであればもう少し

歩き廻りたかったと悔やまれた。有名な養殖種

GraciraJia chiliensis Bird. McLach1an et Oliveiraの説明く

らいはしてほしかった。しばらく走ると，外海に出て，

見事な岩礁域がある海岸で海藻採取となった。ここで

も案内人が説明をすることもなく各人かつてに海岸に

下りていった。幸い海藻を学んでいる学部の男女の学

生が筆者の案内人で，海藻を採取してくれたり，一生

懸命スペイン誇で舎かれた本を示しつつ説明をしてく

れた。丁度干潮時であったので，潮間帯は露出してお

り.lridaea laminarioedes Boryが見事に密生していた。

この種は最近海藻サラダとして若干日本に輸出されて

いると，海藻輸入業者の角谷清氏から聞かされてい

た。潮間帯の下部には手のひらほどの Gigartia

skottsbergH Setchelly Gardnerが多くみられた。沖に面し

た岩には，数m以上の帯のように波聞に漂う Durvilla伺

組飽 凶ca(α釦おぬ，)Hariotと業体部が少ないので枯れ

た溢木林のようにみえる Lessonianigrescens Bory群落

があった。そこには，小型であるがMacrocystispyrifera 

(Linnaeus) C. Agar曲もみられた。滑らかな岩の上には，

丸葉状のPorphyracolumbiana Montagneが良く繁茂して

いた。これほどの豊かな海藻群落は，日本でまだみた

ことがなくチリが海藻資源固として注目されているこ

とが良くわかった。チリは海藻を食べる国で，市場で

はヅルピラは棒状の部分は乾燥して売られており，水

に戻して鶏肉などと一緒に妙めて食べるそうである。

茎の部分は甘味があり，なまでレモンなどと一緒にサ

ラダ風にして食べると聞かされた。岩海苔は石鹸のよ

うに四角に固めて乾燥させたものと，わずかに圧迫し

た状態で，少し醗酵させたものが売られていた。生海

苔を醗酵させ食べるという話は，今まで聞いたことも

ない興味あり食べ方であった。筆者も試食したが，日

本人の好む味のように恩われた。

今後のシンポジウム 次回の国際海藻学シンポジウ

ムは.1998年5月下旬，フィリピンのゼプ島で聞かれ

ることになった。セプ島にはカラゲナン製造会社が集
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A. Snap of the symposillm， B. Beef barbeclIe party， C. Seaweed bed of Lessolliil and Ourvill;陪B.D. Habit of DurviJJaea antarctica 

中しており ，シンポジウムの開催を熱心に巡勤した結 組織が作られており ，大房剛氏，角谷清氏に長年にわ

果であった。セブ烏は珊瑚礁リゾートとして知られて たってお世話頂いているそうである。ISAの仕王j手は，

おり， 日本からの直行使も就航しているので，日本か シンポジウムの開催とProceedingの発行，もうひとつ

ら多く の参加が期待されている。その次の 17回シンポ "Appliecl Phycology forum" (ニュースレタ ー)を年3回

ジウムは， 2001 if南アフ リカ のケープタウンでの倒催 発行し，シンポジウム参加者に，次回開催ま で送付す

が決まった。国際海藻シンポジウムは，国際海藻協会 ることである。これらの活動の財源は，主にシンポジ

(Intemational Seaweed Associatioll -ISA)の指導 -決定 ウム参加者の会費から捻出されるので，次回セプでの

によって行われている。ISA委員は，各国から選ばれ シンポジウムの参加を大いに呼びかけねばな らない。

た13名であり，そのなかで財務は， 大手会社のスタッ 今回のシンポジウムは，事務局の不手際が目立った

フから選ばれており ，産学共同の組織である。委員の が，ラテンアメリカの常識からは逸脱 しない程度であ

任期は 3図の大会の世話をするということで 9年間と り，成功であったと評価された。

なっている。臼本から (故)土屋靖彦先生，西沢一俊 (781-11土佐市宇佐川井尻 194高知大学海洋生物教育

先生から有賀祐勝先生が委員をされてきて，次回から 研究センター)

筆者がその任にあたることになった。日本からの委員

は， ISA への仁納金を集めるのが主~な任務のようで

ある。この上納金をスムーズに行うために，日本国内
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1995年4月5-8日 (ASPAB) Conlerence 

Emiliania huxleyi and the Oceanic Carbon Cycle Anchorag巴VillageResort， Stradbroke Island， Brisbane 

A conf，巴rencepr巴sentingresults of th巴EC (MAST 11) Queensland， Australia 

programme. Coccolithophorid Dynamics: The European Frances D. Souza， T巴1.07 286 8270， Fax: 072862582，巴

Emiliania huxleyi Programme (EHUX) mail: frances.dsouza@qld.ml.csiro.au/Michele Burford 

Jeremy Young， Palaeontology Department， Th巴National phone 07 286 8236， email: michele.burford@qld.ml.csiro.au 

Science Museum， London， SW75BD， Tel. 071-838-8996， 

Fax. 071-938-9277， e-mail. jy@nhm.ac.uk 1995年8月6・10日

1995年5月22-27日

Chrys095 (Fourth International Chrysophyte 

Symposium) 

Jorgen Kristiansen， Botanical Institute， Department of 

Phycology， Oster Farimagsgade 2D， 1353 Copenhagen K， 

Denmark， Fax. (45) 3532-2321， e-mail Joergenk@bot.ku.dk 

アメリカ藻類学会年大会 Phycological Society 01 

America annual meeting， Breckenridge， Colorado 

Paul Kugrens (Department of Biology， Colorado State 

University， Fort Collins， CO 80523， USA， Tel: (1) 303491 

7551， Fax: (1) 303 491 0649， email. 

pkugrens@lamar.colostate.edu) 

1995年8月20-24日

1995年 5月29-31日 第 5回国際有毒ラン藻会議 Filth International 

クラミドモナスの実験生物学会議 Euroconlerence on Congress on Toxic Cyanobacteria (Blue-green Algae) 

the Experimental Biology 01 Chlamydomonas， 1995 

Amsterdam. Prof. 0. Moestrup or Cand. scient. Pet巴rHenriksen 但ept.

H. van den Ende， BioCentrum Amsterdam， Kruislaan 318， Phycology， Botanical Institute，の.Farimagsgad巴2D.DK-

1098 SM Amst巴rdam，The Netherlands， Fax. (31) 20 525 1353 Copenhagen K. Denmark.， Tel. +45 3532 2290 or +45 

7934， e-mail CHLAMY@SARA.NL 3532・2299， Fax. +45-3532-2321， email. 

moestrup@bot.ku.dk or ph巴nriks@bot.ku.dk)

1995年5月27-28日

第 4固マリンバイオテクノロジー研究発表会 1995年9月5-10日

東京水産大学 108東京都港区港南4-5-7 東京水産大 工ンドサイトバイオロ ジー VI 6th Colloquium on 

学藻類増殖学研究室内，第4回マリンバイオテクノロ Endocytobiology and Symbiosis， Endocytobiology VI 

ジー研究発表会 能登谷正浩 T巴103-5463-0532 S. Scannerini， Departmento di Biologia V巴getal巴，Viale 

Mattioli 25，10125 Torino， Italy.， T巴1.39-11-669-9884， Fax. 

1995年5月28日 6月3日 39-11-65-5839 

第 10回国際窒素固定会議 10th International 

Congress on Nitrogen Fixation 1995年9月 12-14日

ロシア共和国 St.Petersburg 第1回アジ‘ア太平洋マリンバイオテクノロジ一会議及

Prof. 1. Tikhonovich， Congress Organizer， Research Institute ぴ生物資源開発に関する公開セミナ ，会議(東海大

for Agtigultural Microbiology. P.B. 364， General Post Office， 学海洋学部，清水、静岡県)，公開セミナー(静岡市)

190000， St. P巴tersburg，Russia.， Fax. 812-470-4362.， e-mail 参加申込 :干113 東京都文京区本郷2-35-10海洋パイ

chi巴f@tiam.spb.su オテクノロジー研究所 Tel. 03-5684-6211 Fax. 03-5684-

6200，講演発表申込締切 6月15日

1995年7月7-9日

第 12回オース卜ラリア藻類・水生植物学会 Xllth 1995年 9月25日ー10月 14日

Australasian Society lor Phycology and Aquatic Botany 植物プランクトンアドハンストコース Advanced 



48 

Phytoplankton Course， Ischia (Naples) ，Italy (49) 2214705181， email. mmeLko噌 bioLan.uni咽koeLn.de

Donato Marino， IPC， S旬zioneZoologica "A. Dohrn"， Villa 

Comunale，I・80121Naples， Italy， Fax. 39・81・764・1355 1996年8月11・18日

第1回ヨーロッパ藻類会議1st European Phycological 

1995年9月25日 Congress

日本藻類学会秋季シンポジウム(予定 MichaelMelkonian， Universitat zu Koln， Botanisches 

Institut， Gyrohofs回 sse15， D・50931Koln， Germany FAX: 

1995年9月26品目 (49) 2214705181，email. mmeLkon@bioLan.削-kω:Ln.de

日本植物学会第59回大会

金沢大学教養部(干920・11金沢市角関町)準備委員長 1996年9月1・7日(予定)

玉井直人(理学部生物)Tel.0762・64・5715，Fax 64-5737， 第 14回国際珪藻シンポジウム(東京) 1 4t h 

大会委員長清水建美，Tel.0762・64・5706，Fax.64・5737 International Diatom Symposium 

東京珪藻研究所Tel/Fax0423・84・7795

1995年10月4-7日(本大会5・7日)

日本陸水学会 1996年 10月

名古屋大学共通教育部(1日教養部)，大会実行委員会 第 8回国際カルチャーコレクション会議 8th 

責任者名古屋大学大気水圏科学研究所半田暢彦 International Congress of Culture Collections (ICCC-

VIII) ，Baarn， Netherlands 

1995年10月23・27日 Dr.D.v.d. Mei， CBS， P.O. Box 273， 3740 Baam， The 

霞ヶ浦・95(第6回世界湖沼会議) Kasumigaura・95 Netherlands. 

(6th International Conference on the Conservation and 

Management of Lakes) 1997年7月

Secretariat of the 6th Intemational Conference on the 第 10回国際原生動物学会議 10th International 

Conservation and Management of Lakes Congress of Protozoology (ICOP-10) ，University of 

1-5・38S組 noumaru，Mito， Ibar富ki310 Japan， Tel. 0292・24・ Sydney，Australia 

6905，Fax.0292・33・2351 Professor D.J. Patterson， School of Biological Sciences， 

Zoology A08， University of Sydney， Sydney， NSW 2006， 

1996年l月 Australia.

英国藻類学会冬季大会 British Phycological Society 

Winter Meeting， University ofLancaster 

1996年4月 16-19日

第7回国際応用藻類学会議 International Association 

of Applied Algology， 7th International Conference， South 

Africa 

IAAA Conference Secretary， Department of Botany and 

Genetics， University of出eOFS， Bloemfontein 9300， South 

Africa 

1996年 8月9-13日

第11回国際進化原生生物学会 11 th Biennial meeting 

of the International Society for Evolutionary Protistology 

(ISEP) 

University of Cologne， Cologne， Germany. 

M白血19held in conjunction with 1st European Phycological 

Congress. 

Michael Melkonian， Universitat zu Koln， Botanisches 

Institut， Gyrohofstrasse 15， D-50931 Koln， Germany， FAX : 

1997年8月 10・16日

第6回国際藻類学会議 6th Intl骨rnationalPhycological 

Congress Leiden， The Netherlands 

Congress Secr官tariat:Dr Wytze T. Stam (Dep釘tmentof

marine Biology， Biologica1 Center RUG， P.O. Box 14，9750 

AAHaren，百leNetherlands) ， e司mail:stanlw唱biol.rug.nl; 

Fax: +3150635205 

この欄には藻類に関係する内外のシンポジ

ウム，学会，セミナー，ワークショップ，講習

会などをとりあげていく予定です。情報をお

持ちの方はお寄せ下さい。



藻類 Jpn.J. Phycol. (Sorui) 43 : 49， March 10， 1995 

ト書Z刊紹週
Greuter， W.， Barrie， F. R.， Burd巴t，H. M.， Chaloner， W. G.， 

Deloulin， v.， Hawkswonh， D. L.， Jergensen， P. M.， Nicolson， 

D. H.， Silva， P. C.， Trehane， P. & McNeill， J. (eds.) 

International Code of Botanical Nomenclature (Tokyo 

Code)， adopted by the Fifteenth blternational Botallical 

Congress，ぬkohama，August-September， 1993. Regnum 

Vegetabile volume 131. xviii+389 pp. Koeltz Scientific 

Books， Konigstein 1994.価格 DM60.00 (約 5000円)• 

ISBN∞80-0694. 

1993年夏に横浜で開催された国際植物科学会議にお

いても，命名規約の改定に関する部会が討議を行い，

総会の承認を得て，国際植物命名規約の新しい版が発

行された。今回の版は "TokyoCod巴"と略称されること

になった。この版でもい くつかの点で改訂がなされた。

全体の構成について，これまでの版では条文が削除

されても番号だけは残され， 76条まであったが，第 50

条以下で番号を付け替えて， 62条までとなった。規約

の適用範囲は前文第 7項で「藍藻 (Cyanobacteria)，ツ

ポカピ類・卵菌・粘菌を含む菌類 ;光合成原生生物と

分類学的に関連のある非光合成生物」とされた。

タイプに関して今回も重要な変更がある。第 8条 2

項に「分類群名のタイプ標本は永久保存されなければ

ならず，生きた植物や培援であってはならない」とい

う規定があるけれども，例外的に実例において酵母の

Candida populiで，凍結乾燥された StrainCBS 7351 は

代謝的に不活性な状態で永久保存されているとするこ

とを認めた。 Holotyp巴なとの原記載の時に用いられた

要素が暖昧で厳密な名前の適用の役に立たないことが

確認されたとき，その代わりに使用するために選ばれ

たタイプを "epitype"とし，そのときに holotyp巴など

を明示するという規定が第9粂 7項として加えられた。

植物分類群の階級を表す術認のうち，植物門につい

て "divisio，division"に加えて "phylum"も認めた (第4

条 2項)。 次の Congressで承認されれば， 2∞0年 l月

l日以後は，発表された名前は国際植物分類学会が指

定する登録機関に印刷物を送って堂録することになる

(第 31条 1，2項)。

これまで著者引用で"巴x"と"in"が名前を準備した

者と正規に発表した著者との聞に挿入されることがあ

り，この二つの前置詞の使い分けが暖l床であった。今
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回第 46条ではは"のみを著者引用の場合に用いる

こととし，川"は文献引用の場合に限ることにされた。

名前の安定性を求める機運が強まり，これまで忘れ

られていた名前を復活させるよりも，保留と棄却を提

案することにより，変更をしない方向での努力が求め

られ，これは Congressの最後の総会の決議にも盛り込

まれている。この線に沿って属名や科名の保留だけで

なく，種名の保留も同様の手続きで行えるようになっ

た。まだ藻類では種名の保留は行われていない。属名

に関しては， "Names in Current Us巴 (NCU)"という目

録が発行され，これに採用された名前は保護されると

いうことが企画されたが， 60%の多数を得ることがで

きず，決定には至らなかった。しかし，命名部会とし

ては「分類学者はこの目録中の名前と競合するか，適

用を変更する名前を使用しないように要求するJこと

を決定した。

科名の保留に関しては前回の Congressでは決定に至

らなかった。今回は藻類についても科名の保留が採択

された。これは特定の棄却名に対して保留するもので

付録 IIA には Acrochaetiac巴ae，Bangiaceae， 

Chromulinaceae， Cladophoraceae， Euglenaceae， 

Eupodiscacea巴，Isochrysidac巴ae，Lom巴ntanac巴ae，

Nemastomataceae， Ochromonadaceae， Osci llatoriaceae， 

Plocamiaceae， Polyidaceae， Retoriamonadaceae， 

Rhodomelaceae， Siphonoc1adac巴ae，Stigonemataceae， 

Tetarasporaceae， Trentepohliac巴ae，Vacuolariaceaeが収録

されている。属名の保留には 25腐が加えられた:

Coscinodiscus， Cymbella， TecracycJus， Karotomorpha， 

Schizogonium， Abedinium， AmphiJo的US，Din釘noebidium，

DegeJodinium， Keppenodinium， Latifascia， Sphaeripara， 

Hesperophycus， Leptonematella， GrateJoupia， Griffithsia， 

HaJymenia， NeurocauJon， PhymatoJithon， Schizymenia， 

Botrydiopsis， Centritractus， Monodus， Ophiocystum， 

Tetraedriellaまた Gracilariaのタイプ種が G.compressa 

に変更されている。

付録Vとして 1700年代に発行された書籍のうちで，

命名上採用しないものが29列挙された。このなかに

はRumphius(l755) の Herbariiamboinensis..があ り，

この著作の中で発表された属名は正規の発表としない

とされた。 しかし藻類には関係するものはない。

B巴rlinCode"は大橋広好氏による日本語版がつくら

れ， 1992年に津村研究所から発行されている。"Tokyo

Code"も日本語版によって利用しやす くなる ことが期

待される。

(北海道大学理学研究科生物科学専攻 吉田忠生)



i菜類 Jpn.J. Phycol. (Sorui) 43: 50， March 10， 1995 

i書号刊紹型
渡辺真利代 ・原田健一 ・藤木博太(編)

Waterbloomアオコその出現と毒素

vi + 257 pp.， 1994，東京大学出版会， 4738円

夏期の富栄養湖沼に大発生するアオコに毒素がある

こと，外国では有毒アオコによる被害が 100年以上前

から報告されていることを耳にした会員はすくなくな

いであろう 。わが国で、も 1978年に編者の一人波辺真利

代によって諏訪湖に発生するアオコに毒性があること

が報告されて以来，いくつかの湖沼で有毒アオコの出

現が報じられている 。 アオコの毒 ，特に有毒

Microcystisが生産する毒素にかんしての研究は， Botes 

ら(1984)がはじめて毒素の椛造決定を行って以来，飛

躍的に進展してきている。本書はこれらの研究成果を

分かりやすくまとめたものである。有毒アオコの発生

は，湖沼を多目的に利用 している人間にとって関心を

もたざるをえない問題であり ，今後の湖沼保全を考え

る場合に避けてとおれない問題であるともいえる。 こ

のような状況で，有毒アオコに|期しての近年の研究成

果をまとめたものが出版されることを望んでいた人は

多かったと思われる。本書の刊行はこの意味では極め

てタイムリーであったといえる。

本音:の主要な内容として，水の華をつくる藍藻には

どんなものがあるのか，有毒EEi巣の出現状況と被害，

有毒監藻類の代表的な藻類であるMicrocystis属と毒素

ミクロシスチンについて，有毒EEi菜類の培養法と毒素

の生産に及ぼす環境要因，毒素(特にミクロシスチン)

の化学と分析，ミクロシスチンの急性毒性，藍藻毒の

毒性発現，毒素の発がんプロモーション活性について

等がまとめられており ，この分野に関心をもつものに

とってこの うえもない情報が含まれている。特に，第

8 !i!の~~藻毒の毒性発現については，緩めておもしろ

い内容がもりこまれている。例えば，ミクロシスチン

の作用機構について著者のユニークな考えが紹介され

ており ，ぜひ一読することを薦める。ミクロシスチン

の作用機構に関する今後の研究の展開をどのように行

うべきか考える上においても重要な知見を提供してく

れるはずである。 さらに，第9掌の毒素の発がんプロ

モーションについては，その発見が著者の研究グルー

プでなされたこともあって，研究プロセスもふまえて

紹介されており，結果のレビューだけの記述からは得

られない感銘をうける。 また，第2章の水の華をつく

るB王様についても，全体の中では極めて地味ではある

が，著者の長年にわたるコツコツとした研究の成果が

凝縮されている 。 水の華を形成する~藻類の分類と種

の特徴について，丁寧に記述されており ，これらの知

見が第4寧に記述されている分子分類の基礎ではなく

むしろ目襟となっているといっても過言ではない。水

の華を形成する~車線類の分類についてこのように詳細|

にまとめた例はなく，もっとページ数をさいて，生態

的な記述をくわえたらよかったのではないかとも思

つ。
全体的にみると ，毒素の自然界での動態についての

記述が不十分であること，リスク評価についての記述

がないこと等の残念なところはあるが，そんな残念な

ところも忘れてしまうような内容が多くふくまれてお

り， ヒットイ午品になるのはまちカfいない。

(国立環境研究所渡辺信)

和文誌編集委員会から

和文誌編集委員会では会員の方からの記事の投稿と企画の希望を募っています。随

筆や先輩から後輩への提言，苦言，若手からの提案など自由に書いて下さい。また「総

説と解説J1研究技術紹介J1採集地紹介J1藻類の教材化」などの欄でとりあげてほし

いことがありましたらお知らせ下さい。委員会で検討してできるだけ実現したいと思い

ます。11渠類についての質問Jもお近くの編集委員までご自由にお寄せ下さい。
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WTLW 
最近出版された，あるいは近いうちに出版される予定の藻類関係の書

籍のリストです。円で示した価格はあくまでも目安です。寄宿で確認

してから注文して下さい。また掲載漏れの書籍をご存じの方は編集委

員会までお知らせ下さい。

Atlas of Chrysophycean Cysts. Duff， K. E. et a1. Kluwer 

Academic Pub. 1995. ISBN 0・7923-3039-0.189pp. 

Chrysophyte Algae. Ecology， Phylogeny and 

Development. Sandgren， C. D. et al. ed. Cambridge 

University Press 1995. ISBN 0-521-46260-6. 38Opp. 

Waterbloomアオコその出現と毒素.渡辺真利代・原

田健一・藤木博太(編)，東京大学出版会， 1994， vi + 

257 pp.， 4738円

富山の藻類.藤田大介.i賓田仁・渡辺信(編)，富

山県水産試験場， 1994， 62pp. 

The Protistan Cell Surface. Wetherbee， R.， Andersen， R. 

A. and Pickett-Heaps， J. (eds.) (Special edition of 

"Protoplasma"， Vol. 181， No. 1-4， 1994) ，Springer-Verlag 

Wien New York， 1994，566 figures， VIII， 290 pp， ISBN 3-

211-8262ト1，Cloth DM318. 

Biodiversity， Its Complexity and Role. Yasuno， M. and 

Watanabe， M. M. (eds.)， G10bal Environmental Forum， 

1994， 273pp， ISBN 4-924974-01-3. 

The Haptophyte Algae，百1eSystmatics Ass∞iationSμcial 

VolumeNo.51. G隠 en，J.C.加 dLeadbeater， B. S. C. (eds.) 

Clarendon Press 1994. 446pp. ISBN 0-19-957772-9，約

22，0∞円

International Code of Botanical Nomenclature (Tokyo 

Code) . Regnum Vegetabile volume 131. Greuter， W.， 

Barrie， F. R.， Burdet， H. M.， Chaloner， W. G.， Deloulin， V.， 

Hawkswo凶1，D. L.， J rgensen， P. M.， Nicolson， D. H.， Silva， 

P. C.， Trehane， P. & McNeill， J. (eds.) ，Koeltz Scientific 

Books， Konigstein， 1994， xviii+389 pp， DM 60.∞. 
Algae， An Introduction to Phycology. Van Den Hoek， C. 

巴ta1. Cambridge University Press， 1994， 576pp， ISBN 0-

521-31687-1，約6，5∞円

Evolutionary pathways and enigmatic algae : Cyanidium 

caldarium (Rhodophyta) and related cells. Seckbach， 

J. (ed.) 1994. Kluwere Academic Publishers， Dord問屯ht，

TheNe出erland，349 pp， ISBN 0・7923・2635・O.約 35，α)()円

Seaweeds of New Zealand. An illustrated Guide. 

Adams， Nancy M. C釦 terburyUnive凶tyPress， Christchu配 h，

New Zealand， 1994， 360 pp， ISBN 0・908812-21-3，80US$ 

Coccolithophores. Winter， A. and Siesser， W. G. (eds.) ， 

Cambridge University Press， 1994， 242pp， ISBN 0-521・

38050-2 

Microalgae Biotechnology and Microbiology. 

Cambridge Studies in Biotechnology 10. Becker， E. W.， 

Cambridge Univ. Press， 1994， ISBN 0-521-35020-4 

Progress in Phycological REsearch vol. 10. Round， F， 

E. and Chapman， D. 1. (eds.) ， Biopress Ltd.， 1994， ISSBN 

0-94873777-20-4， 298pp 

藻類の生活史集成全3巻(緑色藻類，褐藻・紅藻類，

単細胞性・鞭毛藻類).堀 輝三(編)，内田老鶴圏，

1993，1巻 8240円， 2巻8240円， 3巻7210円

Genetic Maps 6th ed.， Book 2: Bacteria， Algae， & 
Protozoa. Locus Maps of Complex Genomes. O'Brien， S. 

J. Cold， Spring Harbor Laboratory 1993， 181pp， ISBN 0-

87969-416-5. 

Regulation of Atmosphereric CO2 and O2 by 

Photosynthetic Carbon Metabolism， Tolbert， N. E.釦 d

Preiss，1. (eds.) Oxford Univ. Prress， ISBN 0-19-507932-

9，272pp. 

Progress in Phycological Research Vol. 9. Round， F. E. 

& Chapmah， D. J. ed. Biopress 1993， 376pp， ISBN 0-

948737-19-0. 

Marine Phytoplankton， A Guide to Naked Flagellates 

and Coccolithophorids.η1omas， C. R.，羽田ndsen，J.and

Heimdal， B. R. (eds.) ，Academic Press Inc.， 1993， 263pp， 

ISBN 0-12-693010-4. 
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英文誌 43巻 1号掲載論文和文要旨

本多大輔・河地正伸・井上 勲:新属新種の黄色藻類Sωcochrysisb伊伺stidaの細胞微細形態と鞭毛装置構

造

黄褐色の葉緑体をもっ新属新種の海産鞭毛藻，Sulcochrysis biplasti，ぬを記載した。この藻類の光学顕微鏡レベ

ルの特徴は，黄金色藻綱白，hromonas属藻類のそれと類似しているが，電子顕微鏡による観察によって，この藻

類がOchromonas属はもとより，既知のどの黄金色藻類とも異なることが明らかとなった。 Sulcochrysisが黄金色

藻綱から区別される微細構造の特徴として以下のような点が挙げられる。(i)鞭毛移行部に位置するプロキシマル

ヘリックスをもっ， (ii)基底小体が核の前方にあるくぼみに位置する， (iii)リゾプラストを欠く， (iv)管状マステイ

ゴネマは軸部の側毛を欠くシンプルなタイプである。これらの特徴は Sulcochrysisがむしろペデイネラ藻綱，デイ

クテイオカ藻綱およびペラゴ藻網に近縁であることを示唆している。しかし，Sulcochrysisの鞭毛根系ほ，

Ochromonas属タイプのそれと類似した配向をもち，オクロモナス目藻類と同様， R3ルートによって捕食を行う

ことが示唆された。この R3ルートを用いる捕食は，ピコソエカ類などの原始的な不等毛類。eterokonts)にも見

られることから，この捕食様式は原始形質であるとして解釈できる。また，SulcochrysisはBicωoecamarisのx-

fibreと相同であると思われる微小管性の構造が見られる。これらの特徴に基づくと，Sulcochrysisは，ピコソエ

カ類(ピコソエカ藻綱)，ペデイネラ藻綱，デイクティオカ藻綱およびペラゴ藻綱を結びつけるような藻類である

と考えられる。 (305茨城県つくば市天王台 1-1-1筑波大学生物科学系)

Raymond J. Lewis: Postelsia pa/maeformis (褐藻，コンブ目)の配偶子形成と染色体数

褐藻コンブ目の藻類である Postelsiapamaefonnis Ruprechtの配偶体では，他の多くのコンブ自の種が培養液中

の鉄イオンの欠知により配偶子形成が臨書されると異なり，キレート化されたイオンの有無にかかわらず配偶子

形成がおこった。宮町馬体が成熟すると配偶体のすべての細胞が配偶子嚢に変化し，それ以上の栄養的な成長はお

こらなかった。培養下では遊走細胞の放出から発芽，栄養成長，配偶体形成，受精，若い胞子体の発逮までの過

程が9・10日間でおこった。染色体数を調べた結果，胞子体は 2n=26・34，配偶体は n=14・17でコンブ目で一般

的にみられる単複相の生活史型を示した。 (MarineScienωInstitu胞，Unive路ityof Califomia， Santa Barbara， Califomia 

93106， USA) 

Ingo Maier・ChristineE. Schmid :蛍光抗体法によるシオミドロ(褐藻，シオミドロ目)の配偶子における

レクチン結合部位に隠する研究

蛍光抗体法により，褐藻シオミドロの雌雄の配偶子におけるさまざまなレクチン (WGA，DSA， RCA 1， PNA， 

AAA， MAA， SNA， GNA， Con A)の結合部位を解析した。ジギゴキシゲニン結合レクチンと町rc標識した抗ジギ

ゴキシゲニン抗体を用いて高感度で結合部位を検出した。細胞小器官や細胞の特定の部位が，これらのレクチン

との結合の強さにより区別された。単離した鞭毛へのレクチンの結合により，一方の鞭毛にともなう糖結合体が

アキソネマと結合していることが明らかになった。さらにレクチン結合の特異性から，配偶子が基物に付着する

ときに炭水化物のエピトープの分布の変化がみられることが明らかになった。 (Fakultat飽rBiologie， Universitat 

Konstanz， Postfach 5560， D・78434Konstanz， Germ佃 y)

Christos 1. Katsaros :褐藻類，特にクロガシラ目，アミジグサ目.ヒパマタ目における頂端細胞

褐藻類はその藻体の形態において顕著な多様性を示し，そのため多くの重要な形態形成メカニズムの研究に対

し，数多くのモデルシステムを提供してきた。褐藻類における藻体の成長様式は分散型，介生型および頂端型で
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ある。頂端型の成長は 1個または複数の成長点細胞によっておこる。褐藻類の中ではクロガシラ目，アミジグサ

目，ヒパマタ目が典型的な例であり，これらの藻類は成長点細胞の研究に繰り返し使われてきた。クロガシラ目

では成長点細胞は顕著な極性を持ち，この極性は微小管からなる細胞骨格の構築にも現れる。これらの成長点細

胞は根毛，蘇類の原糸体，花粉管，菌類の菌糸などと似た成長様式を示し いわゆる頂端成長を行う。アミジグ

サ目の業状体は l個または複数の成長点細胞の活動により成長し，それらはさまざまな程度の極性を示す。ヒパ

マタ目では栄養藻体は活発な頂端の成長点により発達し，そこには大きな頂端細胞がみられる。この細胞は極性

を持たず，また頂端成長もしない。しかし発芽初期のヒパマタ目の接合子では極性の軸が形成され，発達のはじ

めの段階では典型的な頂端成長を示す。この論文ではこれまでの報告に基づき成長点細胞の構造と分裂のパター

ンにつき概説した。また成長点細施の形態形成における役割を極性，細胞骨格，頂端優性という観点から議論し

た。(InstiωteofGeneral Botany， University of Athens， Athens 15784， Greece) 

難波{言由*:アカモク(褐藻.ヒパマタ目)の卵放出と幼匪の成長

成熟した雌性生殖器巣の巣口はゼラチン状の栓で満たされ，巣内の生卵器壁は密度の異なる 2つの微繊維層に

区別された。卵放出の直前にはゼラチン状の栓が外れ粘液が巣外に放出された。生卵器壁内層は観察されず， D悪
質柄は外層の内側に形成された。放出卵は膝質柄により保持され，大量の粘液に覆われていた。 3細胞幼匪は徴

繊維層からなる一次壁を形成した。多細胞幼脹の禁状部周辺細胞は一次壁の内側に微繊維からなる細胞壁を形成

したが，仮根先端の細胞壁は明確な構造を持たなかった。その後幼症は膝質柄から落下し，仮根細胞から分泌さ

れた粘着物質で基盤に付着した。 (812福岡市東区箱崎6-10-1九州大学農学部水産学科*現住所:240-01神奈

川県三浦郡葉山町一色2415鹿島建設技術研究所葉山水産研究室)

Stuart D. Sym・RechardN. Pienaar: Pyramimonas obovataの分類と Pyramimonas属 ，Vestigifera亙属

(緑色植物門，プラシノ藻綱)数種の観察

Ves噌ifera亜属の乃潤mimonasobovata N. Carterと同定されていた月何mimonasの一種を新種P.melkonianii sp. 

nov.として記殺した。南アフリカ沿岸から分離した本種およびその他の6種類(すなわち P.disomata Butcher ex 

McFadden， Hill et Wetherbee， P. mantoniae Moestrup et Hill， P. mitra Moestrup et Hill， P. moestrupii McFadden， P. aff. 

nephroidea McFadden， P. orien凶IsButcher ex McFadden， Hill et Wetherbee)の形態をもとに Vestigifera亜属の再定義

をおこなった。本亜属は特徴的な形態の葉緑体，細胞後端の星型あるいは十字型の透明な領域，鞭毛中の

回 nsitionalpl融緩構造，他とは異なる微小管系鞭毛根によって特徴づけられる。基底小体基部の連結繊維は対称

的で.Trichocystis亜属のそれと類似している。さらにダクト繊維ductfibreは調べられた全ての種において ld鞭

毛根と結合していることが明らかとなった。また，大型の細胞鱗片(箱型と冠型鱗片)の微細形態の分類形質と

しての有効性に疑問が呈された。(Departmentof Bo刷 y，University ofthe Witw蹴 rsrand，Private Bag 3， P.O.Wits， 2050 

Republic of South A制ca)

中村省吾・・ )11酉恵美子'・中村宗-***.渡辺信 H ・小嶋 串..緑藻クラミドモナスの運動ができない鞭

毛を持つ新たな突然変異株oc・10はATPによって還動を回復させられる

クラミドモナスで運動がで寺ない新たな突然変異株(ぽ・10)を単離した。 OC・10は泳ぐことができず，鞭毛

の運動もほとんど示さない。しかしながら.OC-1Oを除膜すると.ATPまたはADPの存在下で鞭毛軸糸の運動を

回復させることができた。回復した鞭毛軸糸の運動の型は野生株のそれとほぼ同じであった。 OC-1Oの鞭毛を電

子顕微鏡で調べたが異常はなかった，しかし.SDS/pAGEでは鞭毛膜タンパクの移動度が変化し，数本のバンド

が消えているのが示された。 OC-1Oを野生株と交配して. 4本の鞭毛を持つ一時的な 2核細胞を形成させたが，

OC-1Oの鞭毛は運動を回復することができなかった。 OC-1Oと野生株の交配による四分子分析の結果，鞭毛の運

動性に関して 1:1の分離を示した。これらの結果より.QC-1Oは鞭毛内での A胃の運用が制限されているのか，

運動に重要な鞭毛の膜タンパクが変化しているものと思われる。 (*930富山市五福3190富山大学理学部，帥教育

学部，柿*903・01沖縄県西原町字千原 1番地琉球大学教養部)
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ι， あ し1 さ つ

日本藻類学会長 吉田忠生

昨年の会長選挙で日本藻類学会の会長に推薦され，二年間この仕事をさせていただくこ

とになりました。

昭和 27年(1952)に山田幸男先生をはじめ 35名の発起人の呼びかけで発足した日本藻

類学会は，はじめは同好会的なもので，会誌「藻類」も A5版で年3回，総ページ 100ペー

ジ足らずのものでした。その後，徐々に学会として組織も整備されて，昭和48年 (1973)

からは年4回発行となり，また昭和 51年 (1976)から編集委員制度も発足し，英文論文を

掲載するようになって学術雑誌としての形式を整えてきました。第26巻からは B5版とな

り，文部省学術定期刊行物補助金を受けるようになり，現在では会員が700名を越え，発

展してきました。昭和 52年(1977)からは学会としての独自の大会を開催することになり，

年々盛会になっています。

前任の有賀会長を中心として若手の会員により日本藻類学会の改革が企画され，学会誌

を英文の PhycologicalResearchと和文誌の「藻類」に分けて刊行すること，学会事務を中

西印刷に委託しないことなど，いくつかの重要な変更が決定されました。これらが 1995年

から実行に移されることになり，すでに活動が開始されております。会誌の充実は質の高

い論文が掲載されることによってのみ達成されるものであり，これは会員の皆様の努力に

かかっているのですから，いっそうのご協力をお願いします。

また，このような改革を成功させるには，財政的な基礎を確立することがもっとも重要

な課題です。すでにさまざまな方法で収入を増加する方策が採られていますが，さらに努

力が必要です。

多種多様な分類群を含む藻類に関心を持つ，様々な分野の人たちが集まる日本藻類学会の更なる

発展のためにこれからも微力を尽くしたいと存じます。会員の皆様のご協力をお願いいたします。
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E 学会録事 l

1. 会費払込先変更のお知らせ

事務局の移動に伴い，会費の払込先が変更になり ました。これから会費を払い込ま れる方は新しい払込先 (下

記)に払い込んでくださるようお願いいたします。この件に関するお問い合わせは会員事務担当の庶務幹事，北

山太樹宛お願いいたし ます。

会費払込先:郵便振替 口座番号 00180ふ 68429 加入者名 日本務類学会

2. 雑誌発送先住所の確認

雑誌の発送先リスト(英文誌用 ・和文誌用)も今回新たに事務局で作成いたしました。今回のリストは，発送

先問い合わせの往復葉書を返送くださった方の分はその葉書をも とに，また返送いただけなかった方に関しては

従来の発送リス トに基づいて作成されており ます。間違いなど無いよう万全を期したつもりではありますが，も

し誤り等がありましたら ご面倒でも会員事務担当の庶務幹事，北山太樹宛ご連絡ください。

問い合わせ先及び住所訂正等連絡先:〒 169 東京都新宿区百人町 3-23-1 国立科学博物館分館

北山 太樹 TEL 03-3364-7136 FAX 03-3364-7104 

3.日本藻類学会秋季シンポジウム・懇親会 (1994.9.19開催，於 :北海道大学理学部，クラーク会館)参加者名

簿(記事は「藻類J42巻4号， 458ページ参照)。

阿部剛史，有沢重誠，有賀祐勝，飯間雅文，石川依久子，江端弘樹，恵良国真由美，大友ゆか，加崎英男，川

井浩史， 川口栄男，川嶋昭二 可地正frfl，北山太樹，久保文靖， 小亀一弘，佐藤輝夫，清水優子，申 宗岩，鈴

木 稔，須田彰一郎，瀬戸良三，高橋義宣，舘脇正和，谷 昌也，種倉俊之，長鳥秀行，長島美香子，中道浩司，

中村英士，野山奇久義，能登谷正i告，舟.m説f主，古川隆博，堀口健雄，増田道夫，真山茂樹，真山なぎさ， 三浦昭

雄，宮崎なるみ，宮地和幸，水野康弘， さを 一朗，森 泉，山岸幸正，山田弘子，山本弘敏，箭本亜矢子，横浜

康継，横山潤，吉浮}IIJj子，吉田忠生， Robe口Ridge，渡辺 信

直E
(、会員異 動 }
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圧望号
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区豆~

ヨ三コ

言卜報

本会会員 松永圭朔氏は去る 1994年 11月15日逝去されました。

謹んで哀悼の意を表します。
日本藻類学会



おわびと訂正

務類42巻4号の会員異動欄に山岡容子さんが退会と掲載されましたが，これは誤りです。会員業務に不

手際がありました。おわびして訂正いたします。

No. 1 Fronl cover 

(conlenlS) ，L. 15 

p. 9， L. 5 

p. 63， Ls. 1，5，7， 19 

p. 295， Tab. 4 

p. 351， L. 23 

|示ぷ|
表紙写真

正誤表 Errata

(42巻 1-4号，Vol.42 No. 1-4) 

誤 lnCOrreCl

Suring巴r

シノフ。コ.ケ

Suring巴『

239 

Hodgkinら，

Hodgkin and Haxleg 

正 correct

Suringar 

シノブグサ

Suringar 

139 

Hodgkin and Huxley 

藻類絵はがきの会(代表 石川依久子氏)発行の藻類絵はがき海藻シリーズと

微細藻類シリーズの4点を合成したもの。左上 Scepha口opyxis(珪藻)，左下

Ceracocorys (渦鞭毛藻)，右上Coronosphaera(ハプト藻)，右下Acecabularia(カ

サノリ )

表紙・口絵写真・スケ ッチ・イラスト募集

本年度から和文誌と英文誌を分割して発行することになり，これを機に会誌のスタイルを

一新することになりました。すでに本号から新たな試みで編集をはじめていますが，これか

らはできるだけ会員のみなさんが気軽に参加できる紙面づくりを進めていきたいと思います。

その一環として，表紙と口絵で会員による藻類の写真やスケッチを紹介する企画をたてまし

た。お手元の自慢の藻類の顕微鏡写真，生態写真，スケッチ，ボタ ニカルアート，デザイン

などを編集委員会までお送りください。委員会で検討して適当と考えられた作品を表紙また

は口絵で紹介したいと思います。残念ながら，予算の都合で当面白黒印刷に限られます。カ

ラー印刷はできませんのでご了解ください。白黒印刷になることを考えて作品を選んでくだ

さるようお願いします。

59 
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日本藻類学会和文誌投稿案内

1. 編集の方針と投稿資格本誌には藻学に関する未発表の和文論文，短報，速報のほか，総説，大会講演要旨，

藻類に関する企画および投稿記事(採集地案内・分布資料・新刊紹介・シンポジウム紹介，学会事業案内など)

を掲載します。論文および短報は和文誌編集委員会(以下編集委員会)が依頼する審査員による審査を経たのち

に編集長によって掲載の可否が決定されます。速報およびその他の投稿原稿の掲載の可否は編集長と編集委員会

で判断します。なお，編集委員会が依頼した場合を除いて，投稿は会員に限ります。共著の場合，著者の少なく

とも一人は会員であることが必要です。

11. 制限頁 論文は刷り上がり 10頁，総説16頁，短報4頁以内を無料とします。頁の超過は制限しませんが，超

過分については超過頁代(金額未定)が必要です。その他の報文，記事については，原則として2頁以内を無料と

しますが，編集委員会の判断で6頁を上限として超過を認めることがあります。速報は 2頁以内とします。速報は

超過頁と同じ扱いになりますので有料です。 2，000字で刷上がり 1頁となる見当です。そのほか，折り込み頁，色

刷りなどの費用は著者負担となります。

111. 原稿執筆・投稿要領原著論文および短報は下記の様式に従って執筆し，オリジナルの原稿と図表各1組と

それぞれのコピー2組(写真を含む図版はこれを写真複写したもの。電子複写は不可)を編集委員会に提出してく

ださい。その他の報文については特に様式の制限はありませんが，最新の号を参照し，必要に応じて編集委員会

に打診してください。また，原稿の種類を間わず，次の規則に従ってください。 1)テキストファイル形式で保存

できるワードプロセッサーを用いて作成し， A4用紙に1行40字， 25行で印刷する。 2)当用漢字，新かなづかいを

使用する。 3)句読点は r，Jと r0 Jを用い， r、」ゃr.Jの使用は避ける。 4)学名と和名の使用:新種記載

や学名の使用は最新の国際植物命名規約に従い，和名にはカタカナを使用する。 5)本文中ではじめて使用する学

名には命名者名をつける。また，属と小名には下線を引き，イタリック指定をする。 6)単位系と省略表記:SI単

位を基本とします。原稿中で使用できる主な単位と省略形は次のとおりです(時間:hr， min， sec，長さ:m，crn，阿1，

nm，重量:g，mg，容積 :l，ml，温度:'C，波長:nm，光強度:lux，J1E.mセー1，Wm-2，μmol.m匂.，なめ。そのほか，

執筆にあたっては以下の投稿原稿の構成およびワープロ入力の注意の項を参照ください。

投稿原稿の構成 原著論文は， 1)標題， 2)英文要約， 3)本文， 4)引用文献， 5)表と図およびその説明(英文)

の順にまとめてください。短報は本文の構成が異なる点を除いて，原著論文に準じます。

1. 綴題と要約欄外見出し(英文25文字以内)，標題，著者名，所属，住所，著者名(英文)，英文標題，英

文要約(200語以内)，英文キーワード (5・10語，アルフアベット順)，著者名(英文)，宛先(英文)の順

に記入してください。

2. 本文 論文は原則として緒言，材料と方法，結果，考察(または結果と考察)，謝辞で構成されます。短報

ではこれらの項目を区別せず，一連の文章にすべてが含まれるように構成してください。原著論文，短報と

も必要に応じて図(線画や写真)や表を用い，原稿中にそれぞれ挿入を希望する位置を指示してください。

本文中での文献，表および図の引用は次の例に従ってください。

細胞表面には多数の突起がある(Fig. 5， Figs 7剖0 ・.. . .が知られている (Yamada1949， 

Yamada and Yamada 1950， Yamada et al. 1951)。岡村(1907，p.56)は， . . . . .を示している。.

の大きさには地域により明瞭な差異が認められる(Table3)。

3. 引用文献 本文中で引用したすべての文献を著者名のアルファベット順に列挙してください。原著論文と単

行本，叢書中の分冊等では引用の方法が異なります。下記の例にならってください。
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(単行本) 岡村金太郎 1936. 日本海藻誌.内田老鶴岡，東京.

Christensen， T. 1994. Algae. A taxonomic Survey. AiO阿 ntL凶.，Od凶 se.(著者，出版年，標

題，出版社，出版社の所在地の順)

(単行本中の l章) 有賀祐勝・横浜康継 1979.光合成・呼吸の測定.p.413-435.西淳一俊・千原光雄(編)

藻類研究法，共立出版，東京.

(叢書中の分冊)

Drebes， G. 1977. Sexuality. p.250・283.10: D. Werner (ed.) The Biology of Diatoms. Blackwell 

Sci. Publ.， London. (著者，出版年，引用した章の標題，同掲載頁，編者，単行本標題，

出版社，出版社の所在地の順)

Krammer， K.， Lange-Bertalot， H. 1986. Bacillariophyceae. 1. Teil: Naviculaceae. In: Ettl， H.， 

Gerloff， J. and Heynig， H. (eds.) Susswasserflora von Mitteleuropa. No. 2/1. Gustav Fischer， 

Verlag， Stuttgart. (著者，出版年，引用した章の標題，編者，単行本標題，版番号，分冊

番号，出版社，出版社の所在地の順)

(雑誌中の l論文) 筒井 功・大野正夫 1992. 和歌山県白浜産クロメの成長・成熟と形態の季節的変化.

藻類40:39-46. (著者，出版年，論文標題，雑誌名，巻，同掲載頁の順)

Yoshida， T. and Silva， P. C. 1992. On the identity of Fucus babingtonilHarvey. Jpn. J. Phycol. 40: 

121・124.(著者，出版年，論文標題，雑誌名，巻，同掲載頁の順)

4. 表と図，および説明.表と図は印刷版下として使用しますので原す大で作成してください。印刷頁は2段組

みで幅14cm，1段で幅6.6cm，縦20.4cmです。表，図ともに説明のためのスペースを含めて印刷範囲に収ま

るように作成してください。写真は光沢印画紙に鮮明に焼き付け 不要なスペースをカットしてレイアウト

してください。図や写真には倍率を示すスケールを入れ，必要に応じてレタリング用の矢印や文字などを貼

り付けてください。表の罫線は横線のみを用いるようにしてください。表，図ともに，脱落防止のためにカ

バーをつけ，その下端に著者名，図の番号を記入してください。送付にあたっては，厚手の紙で保護してく

ださい。

IV. ワープ口入力の注意本誌はDTP(Desk Top Publishing)によって作成されます。掲載が決定された後，最終

原稿のファイルが保存されたフロッピーディスクを提出していただき，編集委員会ではこれを用いて印刷版

下を作成します。したがって，あらかじめ，テキストレベルでデータ互換が保障された(テキストファイル

形式でファイルを保存できる)パーソナルコンピューター上のワードプロセッサーまたはワープロ専用機で

原稿を作成するようにしてください。互換性が不明な場合は編集委員会までお問い合わせください。編集作

業を円滑に行うために，原稿作成にあたっては次の点に注意してくださるようお願いします。 1)学名や英単

語の区切り以外にはスペースキーを使用しない。 2)段落行頭や引用文献の字下げにはワープロのインデント

機能を使用する。 3)改行(リターンキー)の使用は段落の終わりだけに限定し， 1行ごとの改行の挿入はしな

い (DTP編集では，改行コードの有無で段落を判断します)0 4)数字とアルファベットはすべて半角で，カ

タカナは全角で入力する。 5)ギリシャ文字や独仏，北欧文字を他の文字で代用しているときは，出力原稿中

に赤鉛筆でその旨明記する(例:uをu，μをu，eをe，sをB，oを0で代用など) 0 6)数学記号などの特殊記号

をワープロの外字で使用しているときは出力原稿中にその旨明示する。

V. 校正と別刷 校正は初校のみとします。 DTPの最終割り付けが済み次第，レーザープリンター(3∞dpi程度の

解像度)で出力したものを著者に送ります。ためし刷りですので写真等は最終印刷のイメージより劣ります。

校正はレイアウトと提出したファイルからデータ変換が正しく行われているかを確認するにとどめ，図や写真

の最終チェックは編集委員会におまかせください。校正は受領後3日以内に編集委員会あて返送してください。

別刷は原著論文，短報，総説に限り50部を学会で負担しますが，それ以外は有料です。校正送付時に同封され

る別刷申込書に所定の事項を記入して返送してください。
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藻類 DTPD似 TopPublishinq 

編集後記とお願い

和文誌編集委員会井上勲

43巻l号の最終割りつけを終えたら， 1頁の空白が生じました。この場を拝借して

編集後記とお願いを記したいと思います。

ご承知のように，和文誌は版下のほとんどすべてをパーソナルコンピューターで作

成するDTPシステムを採用しました。これは第一に和文誌と英文誌の分割出版に伴な

う印刷経費の増加を少しでも軽減するためでした。しかし同時に，校正のミスや負担

を軽減するという積極的な目的もありました。実際に開始して，初期の目的をほぼ達

成できるという見通しのほかに，多彩な割 りつけができること，また使用できるフ ォ

ントやロゴの種類が大幅に増すなど，編集の自由度が向上することもわかってきまし

た。ドラスティックな変化を望まないむきもあることを考慮して，今回は従来のスタ

イルを大部分踏襲し，変化は最小限にと どめました。しかし，実際には商業誌のよう

な自由なレイアウトが可能です。今後会員の方々の意見をうかがって，許容される範

囲の変化をめざして行くべきと考えます。ご意見(苦言を含めて)を歓迎します。

さて，すでに42巻でDTPにかかわる入力上のルールを守ってくださるようお願い

しましたが，残念ながらいただいたフ ァイルの多くは著者の入力の癖が強く出ていま

した。なかには編集泣かせの 「壮絶」なものもありました。著者も編集者も初めての

経験でとまどった部分が多々あったためで，これはやむを得ないところでしょう 。フ

ロッピ一入稿のルールが定着するにはしばらく時間がかかりそうです。そのほか，昨

年度提案し認めていただいた投稿規定が実際の編集作業にそぐわない点も出てきまし

た。これから試行錯誤を繰り返して最も効率的なシステムを作り上げていく ことにな

ります。ご協力をお願いします。

原稿作成にあたっては次のルールを守って下さるようお願

いします。

-読点「、Jの代わ りに i，Jを使用するD

・数字とアルファベッ トは半角入力。

.カ タカナは全角入力。

.スペースは英単語の区切りだけに使用 0

・ 表のカラムの区切りはタブを使用。
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大会会長大野正夫

官leXIXth Annual Meeting of the 

Japanese Society of Phycology 
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会期 1995年3月28日(火)---3月29日(水)

会場高知城ホール (4階多目的ホール・ 2階会議室)
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会場 高知城ホール 干780高知市丸ノ内2・1・10(TEL: 0888・22・2035)

スケジュール表

3月27日(月)

3月28日(火)

3月初日(水)

3月30日(木)

受付

15 :∞-16: 30 

16: 30-18 :∞ 

8:30-16:55 

17 :∞-18 : 10 

18 : 30-20 : 30 

8 :30・17:30 

7 :30-

3月27日(月 15:00・17:∞ 

3月初日(火 8:叫17:∞ 

3月29日(水 8:00・17:30 

(エクスカーションの行き先を確認してください)

展示貼付

3月初日(火) 7 :30・12:∞ 

スライド受付・返却

編集委員会

評議員会

大会第 1日目

総会

懇親会

大会第2日目

エクスカーション

2階会議室

2階会議室

2階会議室

2階会議室

4階多目的ホールのスライド係に講演開始30分前までに提出・終了後受取

間合わせ先

干780高知市曙町2・5・1 高知大学理学部生物学教室奥田一雄

(τ'EL&FAX: 0888-44-8314) (e・mail:oku伽@cc.~ω:hi-u.ac.jp)

交通

(1) JR土讃線高知駅下車，車で5分または徒歩20分。

。)高知空港から車で30分(約5αm円)

2階会議室

2階会議室

4階多目的ホール

4階多目的ホール

土佐御苑

(TEL:0888・22-4491)

4階多目的ホール

2階会議室(展示)

高知城ホール前集合

(3)高知空港から空港連絡パスに乗り，はりまや橋または高知駅前(終点)で下車，車で5分または徒歩20分。(連

絡パスの所用時間は37分.20分ごとに運行され，料金は7∞円。空港行きは高知駅前またははりまや橋治、ら

乗車する)

(4)土佐電鉄電停高知城前下車，徒歩5分。

(5)高知港から車で15分。

(6)高知自動車道南区インターを出てすぐ右折し南進，大津バイパスまたは国道路号線の交差点で右折して西進，

高知駅前またははりまや橋に出る(会場の駐車料金は，はじめの30分は無料，その後30分ごとに 1∞円追加。

営業時間:8:∞・22:00) 



第 1日目

8 :30・ 8:35 

生理・生化学

8 :35・8:50 (1) 

8 :50・9:05 (2) 

9: 05-9: 20 (3) 

開会の挨拶 大野正夫(高知大学海洋生物教育研究センター)

口頭発表 (28日午前の部)

温泉藻イデユコゴメの生育と光合成に対する無機炭素の影響

0長島秀行・長嶋勝利・吉田充輝(東京理科大・基礎工)

汽水域に生育する紅藻アヤギヌとホソアヤギヌの光合成に及ぼす塩濃度の影響

0松村元美・片山箭康(東京学芸大・生物)

寒海性及び暖海性コンプ目藻類の光合成の温度依存性の比較

0坂西芳彦申・加藤哲也柿(*北水研，紳京大・理・植物)

65 

9 :20・9:35 (4) 4種の海藻(アナアオサ，ワカメ，アラメ，カジメ)の遊走子および配偶体期にお

ける光合成特性

豊山弥生・ O佐藤博雄(東水大・海洋生産)

9 :35・9:50 (5) 海藻類に与える紫外線の影響 その 1. ホソメコンプの初期発生に与える UV-Bの

影響

0牧野愛*・鈴木稔**・矢部和夫市(*北東海大・海洋開発工，柿北大院・

地環研)

9 :50・10:05 (6) 紅藻カギケノリの生活史と光周性

0箭本E矢子・阿部剛史・増田道夫(北大・理・生物)

10: 05・10:20 (7) 褐藻コンプ目植物の組織培養

牧野愛・ O藤井浩調・矢部和夫(北東海大・海洋開発工)

10 :20・11: 45 (8) 海藻の抗菌性成分[特別講演]

越智雅光(高知大・理・化学)

10 :45・10:00 (9) 石灰藻さんごものアレロケミクスについて

O停法隆*・鈴木稔帥・舘脇正和*(*北大・理・海藻研，帥北大・大学院

地球環境科学研究科)

11 :00・11: 15 (10) 海藻由来のレクチン様物質のスクリーニング・特にキリンサイ属海藻に関して

0牧野泰之*・川久保明宏*.二宮正順*・松下精孝事-大西純一*・伊藤啓

二*・堀貫治**(*海築資源研究所，紳広島大・生物生産)

11 : 15・11: 30 (11) 紅藻EucheumaamakusaensIs由来のレクチンの分隊精製とその性状

0川久保明宏*・牧野泰之*・二宮正順*.松下精孝*・大西純一*.伊藤啓

二*・堀貫治**(事海藻資源研究所，材広島大・生物生産)

11 :30・11: 45 (12) 緑藻クラミドモナスの接合子特異的遺伝子zyslBの解析

0内田英伸・原慶明(筑波大・生物)

口頭発表 (28日午後の部)

生態

12: 35・13: 00 (13) 日本における車軸藻の研究の現状ー絶滅の危機にあるホシツルモー[特別講演]

加崎英夫(国立環境研究所)

13: 00司 13: 15 (14) 濯瓶による塩性化が土壌藻類に及ぼす影響

O辻村茂男・中原鉱之・小崎隆・石田紀郎(京大・農)

13: 15・13:30 (15) 賀茂川の付着珪藻群落の季節変化

0大塚泰介・中原紘之(京大・農・熱帯農学)
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13: 30-13: 45 (16) 小学校プールに出現する藻類

0西川昭人・坂東忠司(京都教育大・生物)

13: 45-14: 00 (17) 京都深泥ケ池のチリモ類フロラ

O山本秀樹*・山鯨佳洋紳・坂東忠司*(*京都教育大・生物，柿下松市立

江の浦小)

14: 00-14: 15 (18) 地衣類サンゴゴケ属の photobiont

0飯田高明*・竹下俊治判・中野武畳***・出口博則キ(*広島大・理・生物

科学，料広島大・学校教育・理科***広烏大・理・宮島自然植物実験所)

14:15-14:30 (19) 宮床湿原における底生藻類の現存量・種組成及び多様性

0渡辺信*・真山茂樹**・野崎久義*(*国立環境研究所，料東京学芸大・

生物)

14: 30・14: 45 (20) 貧栄養湖における植物プランクトンの分布と一次生産(阿寒パンケ湖)

O日野修次*・三上英敏*・今回和史料・安富亮平帥・高野敬志***(*北海

道環境科学研究センター・材北海道水産ふ化場・***北海道立衛生研究所)

14 :45・15:10 (21) 海苔の栽培品種の研究の現状[特別講演]

三浦昭雄(青森大・工・生物工学)

15: 10・15: 25 (22) 磯焼け地帯の被覆海藻に及ぼす植食動物各種の影響

0藤田大介*・小山和恭**・辻雄一制作富山県水産試験場・料大成町立ア

ワピ種苗センター)

15 : 25-15: 40 (23) 褐藻アラメ・カジメの生理特性の比較

0倉島彰*・横浜康継料・有賀祐勝*(*東水大・藻類，料筑波大・下回臨

海)

15 : 40-15: 55 (24) ノコギリモク群落の立体構造の季節変化と生産量

0村瀬昇・鬼頭鈎・大員政治(水産大学校・増殖)

15: 55-16: 10 (25) 生育場所の異なる数種アマノリ属糸状体の温度特性

0大橋伸子・石井陽子・前川行幸(三重大・生物資源)

16: 10・16:25 (26) 室内培養によるアナアオサ不稔性株と野生株の成熟と栄養塩吸収

田中素之 .0藤田雄二(長崎大・水産)

16・25-16:40 (27) 培養条件下における不稔性アオサの生長，光合成および光合成色素特性

0前川行幸・山口真由美・天野秀臣(三重大・生物資源)

16: 40・16:55 (28) 不稔性アオサのリン吸収能力

17: 00-18: 10 

18: 30-20: 30 

第2日目

細胞・形態

0小野晃生・森下靖志・前川行幸(三重大・生物資源)

総会(同会場)

懇親会(土佐御苑)

口頭発表 (29日午前の部)

8: 30・8:45 (29) 嚢状緑藻フサイワヅタ Caulerpaokamuraeの配偶子形成過程における葉緑体，アミロ

プラストとその核様体の挙動

0宮村新一・堀輝三(筑波大・生物)

8: 45・9:00 (30) 単細胞緑藻 Trebouxiapotteriの遊走子・不動胞子形成過程におけるピレノイドの分散

と分配

O森史*・片平幸枝*・宮村新ーし堀輝三*・中野武登材(*筑波大・生物，
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紳広島大・理・植物)

9 :00-9: 15 (31) 緑藻ヒザオリ (Mougeotiaspp.)の無性世代における核DNA量

0溝口亨*・伊藤典子**・坂東忠司本(*京都教育大・生物，料京都市立竹

田小)

9 : 15-9 : 30 (32) Dasyc1adalesの基本パターンとその変型

0柿崎倍子・石川依久子(東京学芸大・生物)

9: 30・9: 45 (33) スギモクとヒジキの造精器内核分裂に伴う核膜の変化

安井肇(北大・水産)

9: 45-10: 00 (34) シオグサ科植物で見つかった新しい形質，ピレノイドの形態について

宮地和幸(東邦大・理・生物)

10 :00・10:15 (35) 渦鞭毛藻における柄と頂孔の微細構造の研究

0堀口健雄*・吉津順子**(本北大・理・生物，判信州大・教育)

10: 15・10:30 (36) Chrysochromulina parkeae (ハプト藻綱)の細胞構造と細胞内共生体の観察

Oi可地正伸*・井上勲**(*海洋バイオテクノロジー研究所，材筑波大・生

物)

10: 30・10:45 (37) メキシコ産単細胞紅藻 l種の形態と微細構造

0金智姫・石田健一郎・原慶明(筑波大・生物)

10 :45・11: 00 (38) 円石藻の精巧な鱗"コッコリス"一 Pleurochrysiscarteraeが造る方解石結晶

O岡崎恵視*・武藤尚子*・和田徳雄**・梅垣高士**(*東京学芸大・生物，

料都立大・工学部)

11 : 00-11 : 15 (39) 黄金色鞭毛藻Poterioochromonasmalhamensisの食作用における鞭毛と鞭毛根の役割

張暁明*・渡辺信*・井上勲紳・千原光雄***(*国立環境研，材筑波大・生

物***日本赤十字看護大)

展示発表

11 : 20-12: 10 (40) カピ臭を産生するラン藻Anabaena属について

千室癒由子*・田中和明紳・小森登紳・渡辺真之***・ O山本章容子*(*明治

大・農化，料川崎水道局*紳科博)

(41) Effect of UV-B radiation on pigment composition of a few common phytoplankton: A 

preliminary report 

o Moraes， C.L.B.*， Kasai， H.**， Saito， H.材， Taguchi， S.**， Taniguchi， A.* 

(*Laboratory of Biological Oceanography， Tohoku University， **Hokkaido 

National Fisheries Institute) 

(42) 松江市堀川における植物プランクトンの種類組成と季節変化

0高橋佐和子・大谷修司(島根大・教育)

(43) 宍道湖・中海における底生藻類の種類組成およびその季節変化

0大賀学・大谷修司(島根大・教育)

(44) 葉上藻類の分類学的研究

0堀江剛*・中野武登**・出口博則*(*広島大・理・生物科学，帥広島大・

理・宮島自然、植物実験所)

(45) 海岸飛沫帯産地衣類の photobiont

0渡部佐知子*・中野武登材・出口博則*(*広島大・理・生物科学，特広

島大・理・富島自然植物実験所)
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分類

(46) 南極産地衣類の photobiont

0青木美恵*・中野武登**・神田啓史帥*・出口博則*(*広島大・理・生物

科学，帥広島大・理・宮島自然植物実験所***極地研)

(47) 確率論に基づく光合成速度モデルの構造

本多正樹(電中研)

(48) 裸地プレート上の海藻類の遷移

0芹i事如比古・大野正夫(高知大・海洋生物教育研究センター)

(49) 深層海水を用いたカジメ Eckloniacavaの成長実験

0富永春江*・大野正夫*・山口光明糾(*高知大・海洋生物教育研究セン

ター，紳高知県海洋深層水研究所)

(50) 海藻抽出物の際リバーゼ阻害について

0美藤望*・川久保明宏*.二宮正j頓*・大西純一*・伊藤啓二*・奥田拓道**

(*海藻資源研究所**愛大・医・医化2) 

(51) 管状多核緑藻モツレグサ (Acrosiphoniaduriuscula Yendo)の細胞分裂における核と

微小管の挙動について

0有賀博文・本村泰三(北大・理・海藻研究施設)

(52) 多核緑藻における同調・非同調核分裂機構の解析

0本村泰三*・加藤敦之材・有賀博文*(*北大・理・海藻研究施設，判北

大・理・形態機能)

(53) 緑藻アオモグサ (Boodleacoacta)における原形質膜画分の調製

0生野智昭・奥田一雄(高知大・理・生物)

(54) 褐藻クロガシラの細胞壁とセルロース微繊維の構造

0田村寛・奥田一雄(高知大・理・生物)

口頭発表 (29日午後の部)

13: 00-13 : 15 (55) Pinnularia pulchra Ocstrup var. subtilis Schimanskiの形態変異

0福島博ホ・小林艶子**・吉武佐紀子**(*藻類研究所，判湘南短期大)

13 : 15-13 : 30 (56) 有性生殖の様式，増大胞子および栄養被殻の形態からみた羽状類珪藻Actinellaの系

統

真山茂樹(東京学芸大・生物)

13: 30・13:45 (57) ベトナム産ホンダワラ類について

鯵坂哲朗(京大・農学部)

13 : 45-14 : 00 (58) 遺稿K.Miyabe and M. Nagai， On Laminaria angustata Kjellm. and Laminaria longissima 

Miyabeについて

川嶋昭二(函館市日吉町4-29-15)

14: 00-14: 15 (59) Scinaia cottonii (紅藻，ガラガラ科)の形態学的新知見

0梶村光男*・宇井晋介**(*島根大・理・臨海**海中公園セ)

14 : 15-14 : 30 (60) 紅藻ウラソゾに類似の日本新産ソゾ属の一種

0阿部剛史*・増田道夫*・鈴木稔**(*北大・理・生物，帥北大・地球環

境)

14: 30・14:45 (61) 紅藻 Gymnogongrusgriffithsiaeの生活史

0増田道夫*・小亀一弘*・ M.D. Guiry制作北大・理・生物，料アイルラ



ンド国立大・ゴルウェイ校・植物)

14: 45-15 : 00 (62) 広塩性紅藻 Caloglossacontinua (Delesseriaceae， Ceramiales)の形態変異と生殖的隔

離

O神谷充{申*・田中次郎**・原慶明*(*筑波大・生物**東水大・藻類)

15: 00・15: 15 (63) オゴノリ属植物の精原細胞の分化と雄性生殖器官の形成過程

0寺田竜太・山本弘敏・安井肇(北大・水産)

15 : 15・15: 30 (64) Morphology and pigment composition of the marine unicellular cyanobacteria 

o Moskvina， M.I.， Kohata， K.， Watanabe， M. M. (National Institute for 

Environmental Studies) 

15: 30・15: 45 (65) 小笠原諸島南方海域において分離された緑色球形藻類の分類学的検討
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0宮下英明*・池本尚人*・蔵野憲秀*・宮地重遠*・千原光雄**(*海洋バ

イオテクノロジー研究所，帥日本赤十字看護大)

15: 45・16:00 (66) 福島県宮床湿原産及び世界5大藻類カルチャーコレクションの Chlorogonium(緑

藻・オオヒゲマワリ目)株の比較形態学的観察による種の識別

0野崎久義*・相沢賢一帥・片桐正幸**・渡辺信*(*国立環境研究所，

**地球・人間環境フォーラム)

16: 00-16: 15 (67) 18SrDNAによるアオサ藻綱の系統

0中山剛・井上勲(筑波大・生物)

16: 15・16:30 (68) 18SrDNAによるクロロコックム目 (Chlorococcales)の分子系統解析

0三井蒸*・渡辺信**・中山剛*・井上勲*(*筑波大・生物，判富山大・教

育)

16: 30・16:45 (69) 18SrRNAによる海産黄金色藻サルシノクリシス目藻類の系統解析

0本多大輔*・川井浩史料・ C.S. Lobban***・井上勲*(*筑波大・生物，料

神戸大・理・生物***グアム大)

16: 45・17:00 (70) 緑藻ミトコンドリア COXI遺伝子に見いだされた遺伝暗号変異と分子系統樹

0石丸八寿子・大浜武(生命誌研究館，分子系統)

17: 00・17:15 (71) ミトコンドリア COXI遺伝子による Euglenaの系統的位置とその葉緑体起源の推定

石丸八寿子・ O大浜武(生命誌研究館，分子系統)

17: 15-17: 30 (72) クロララクニオ藻の葉緑体の起源は?

0石田健一郎*・原慶明*・長谷川政美帥・岡田典弘***(*筑波大・生物，

**統数研***東工大・生命理工)

本大会に協力していただいた方々(あいうえお順・ 1月31日現在)

(株)加用物産， (財)高知コンペンションピユーロー，四国医療器(株)高知支庖，

四国教施研綜合サービス(株)，四国理科(有)，篠原化学薬品(株)，司牡丹酒造(株)， 

(有)西村謄写堂，日進商事(株)， (株)ニチリョ一大阪出張所，日本電子(株)高松営業

所， (有)パイテック， (株)ピードテック
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32h霊安祭キスパー"NICHIRYO

CB有限会社Jtイテック
干加高知市一明書町円百21番地
TEL 0888・71・6727
FAX 0888・71・6730

科学の未来を創造する。
環境づぐりを確実にサボ一九医療・衛生技術に即応。

科学研究と検査・分析の総合商社

日進商事株式合結
高知市上町5丁目6-15ft(0888)22-3141的



(1) 0長島秀行・中崎腿利・吉田充輝:温泉蕩イデユ

コゴメの生育と光合成に対する無償炭素の畿管

厳住温泉に生育する単細胞.類イデユコゴメ色担当主盟

鍾組主L盟 RK-U象は、好厳好熱的であると同時に、高温度

ω宮下でも生育できるといわれている.そこで、生育と光

合成に対するC02温度の髭響について調べるために、各種

温度のC02ガスを通気して無繊培地 (pB2.5)、40"C、

252μ回 1photon/.2/secの光照射下で培養した.生省は

細胞数の劃定、光合成活性は酸素電極による酸素発生量の

測定によって求めた. その結果、イデユコゴメRJ(-l練は

ω2温度が4・5"で最もよく生育し、無添加の約1.5倍にな

った.20"ω2下で繕獲しても生育は阻害されなかった.

10"ω2で培養した細胞の光合成活性は、無添加で通気稽

養した細胞に比べて、大きな変化はなかった.つぎに各種

pB条件下で光合成を測定すると、磁性ばかりでなく中性で

も活性が認められた.反応液にNaBC03を加えると、その活

性は.とくに中性付近で高くなった.反応液にカーポニ.'".1

クアンヒドラーゼ阻害剤lを加えると、 pB7.0では阻害され

たが、 pB2.5では変化がなかった. したがってカーボニv

クアンヒドラーゼは中性では活性を有するが、酸性では織

能していないことが推察される. {東京理科大・基礎工)

(3) 0坂商芳彦*・加滋賀也事$:;事海性及び暖海

性コンブ目積額の光合成の温度依存性の比絞

寒海世コンブ目蕩額ナガコンブ (Laminaria

longissima)と暖海性コンブ目蕩額カジメ

(Ecklonia cava)のディスク状の麓体片に種々の

時間間隔{ミリ秒単位)で閃光を照射し，酸素発生

量を酸濃電極で測定，単位時間あたりの践濃発生量

から1閃光あたりの酸濃発生量を求め，閃光聞の悶隔

(t)と1閃光あたりの酸察発生量 (Y)との関係

(Y，園，Ymax(1-exp(-:-kt))で近似)をそれぞれの種類

について得た.この近似式より光化学系Eから Iへ
の電子伝達反応の速度を反映していると考えられる

half-turnover time (t1/Z)を推定，比較した.8 

月の藻体について低温条件下 (O"C， 5"C)における

t1/Zを比鮫したところ，ナガコンブ(現渇水温:15 

"C)のtuzはカジメ(現湖水温 :25"C)のそれより

も小さな値を示した.また，ナガコンブの2月(現渇

水湿:ー1"C)の譲体で得られたtuzは8月のそれよ

りも小さな舗を示した.このことは光合成ー温度曲

線の解析により明らかにされているナガコンブの低

遁に適した光合成特性と一致している.

{吋t水研，事*京大・理・植物}
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(2) Q.t島村元美・片山僻康:汽水域に生育する紅縫

アヤギ)tとホソアヤギ)tの先合成に及ぼす塩強度の園長響

汽水車虞は.温の干演の~響を受けやす<.そこに生育

する11頚lま舗広い塩旗度の変化にさらされる.紅海アヤ

ギ)t (Ca/oglossa leprieurii ].Agardh)とホソアヤギヌ

(C. ogasawaraensis Okamura ) 1;1:，このような環境に

生育しているが，同じ織所に出現する場合，アヤギ)tが

ホソアヤギ)tよりも上位に分布している.このような分

布の途いが何に起因するのかを繰るため，この 2湿の藻

類の先合成特性を.温iA度変化への耐性という面から調

べてみた.

事t科には.窓越量度がほぼ等しい地点に生育する涼体を

用いた. 2種の藻書置の先合成は.短時間の温機度の夜化

に対して同じような応答を示した.一時的に蒸留水にさ

らされた後の光合成活性の回復力はホソアヤギヌのほう

が強かったが，蒸留水で48時間培養した渇合.アヤギ

ヌの光合成活性1;1:変化しなかったのに対して，‘ホソアヤ

ギヌの3色合成活性は低下した.このことから，ホソアヤ

ギ)tのほうが，長時間淡水にさらされることには弱いと

推測できる.逆に，通常の潟水で待費した場合1;1:，ホソ
アヤギ)tの光合成活性が高まったのに対して.アヤギヌ

の党合成活性は密化しなかった.このことから.ホソア

ヤギ)tのほうが高いtili.l度での生育に遺していると考え

られる.生育環境に近いあるいはそれよりもやや低い温

温度に希釈した海水で培獲すると.両種ともヨ色合成活性

が高まった.

これらの結呆から.この 2種の分布の違いを決定する

のは.海水または淡水に長時聞きらされることに対する

耐性の違いと言えそうである東京学芸大・生物}

(4) 登山弥生・ 0佐厳博雄:4種の務部(アナアオサ、ワカメ、
アラメ、カジメ}の遊走子および配備体期における光合成特性

[目的〕種々の海穫の議体の光合成と環組要因に関して多〈の研
究報告がなされている.しかし、鎗生初期段階においては滋定子
で C.D.畑sler&M.ffeusbul(四91)が、庖偶体期でS.R.Fain&S.N.
蜘rray{l鋪Z)が光合成について報告しているのみである.翁生初
期段階の光合成活性は極めて低〈、その測定の図鑑さのため、光
合成に関しての基E量的な知見は乏しい.そこで、本研究では生育
深度の異なる海.4種(Ulra pert脚 .1Il噛 TiapiDIJBtifida. 
Bisenia bicyclis. BcklOllia cara )について、逃走子・配備体
期における光合成活性をか14法を用いて測定し、光源鑓との関係
について明らかにした.
[実践] 用いた試料はそれぞれの菌巨額の胞子轟が形成される時期
に房健半島から三浦半島にかけて採取した.試科を実験室に持ち
帰り、業体の表面を誠簡漏水で洗車争し、滅菌海水に漫し遊定子を
放出させ、光合成の実践に供した.光合成ー光曲鎗を得るため6
段階の光条件を設定し、 1..... :締関培養し、遊定子に取り込まれた
14C.敏射飽を低W瑚定周液体封切J，-l!1刈柳田{ト封書ヲ・2560TR.
hぬu叫Ltd.)にて各光量下の光合成活性の測定を行弔た.同時
に、訴事守中の9即刻極量を蛍光光度計(加盟，rDesilll首 llHXl6l)
により測定した.配備体期の試料は2(wの量・予'lt:.!Iに遊定子液を
分注し、約却時間鈴置し遊走子を壁画に着生させ、光量を世w

g沼μSa・2S-'の範囲で、明朗および暗期を12時間の周期で一週
間指{穫して得た.その後、偲偶体期の光合成活性および知D74砲
量を逃走子の場合と岡織に測定した.
[結果J4糧の海重量の逃走子の最大光合成活性(PIIIX)は、着生
後1週聞の配偶休期のP皿 Zの値と比鮫してν6から1/20でおり、..3種では採取時期によりその値に差違が認められた.それ
ぞれの遊定子のPIIIXを示す光量子量(Ik)を比絞すると、海表
面付近に生育していたTtT:併では高〈、深度'3-6園に生育してい
た1'#と量ダメでは低い傾向が認められた.

{東京水産大学・海洋生産}
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(5) 0牧野愛・.鈴木喜左側・矢郎和夫・: 海務銀

に与える紫外線の膨響

その1. ホソメコンブの初期発生に与えるUY-BのZ陣容

UY-Iight (FL20E. FL15BLB-330) からの発を

280-360nmの録外透過フィルター (UY・28.-30，・32.-34.-36)およ

び紫外透過、可視仮収フィ Jレター(UY-D25)を使用して、各種

のフィルター下でのホソメコンプの初期発生に与えるUY-Bの先

の影響を飼ベた.

その結呆、 UY-Iightからの光に対しての

UY-28.-30，UY-D25フィルター下でのホソメロンプの雌雄の配偶

体形成l:UY・32.-34，・36フィルター下での雌雄の配備体形成との

聞広は、発生数、生長等に明らかな差が現われた.

さらに、陸上植物では長波長の光を加えることにより、緊外線

による成長阻容をかなり押さえること申@できるといわれているが、

今回のホソメロンプの場合は、その影智はあまり見られなかった.

これらの実験室での条件は自然の条件とはかなり異なると.恩わ

れるが、 UY-Bの先がホソメコンプの初期発生にかなりの影響を

与えていることが示峻された.

{犠北東海大・海洋開発工、輔北大路・地環研)

(7) 牧野震・・0藤井治初・・矢協和夫・:

褐11コンプ目植物の組織椿養

縄藻類コンブ目組物の組織培養におけるカルスから胞子体へ

の分化の方法には、 2つのタイプが報告されている.

すなわち、カルスが直後胞子体に発進するものと、カルスが

配備体に分化した後、胞子体が形成されるというタイプである。

実験室で繕養したホソメコンプとナガコンプの幼胞子体業状

舗を約lmm"角に切ョたものを使用し、約1年間の長期間にわたっ

て、ホソメコンプはlO'C、約20"mol向岡田..， 5-'， lOL:14Dの

条件で、ナガロンプは5'C、約20"mol pl四回皿..， .'， 10L:14Dの

条件で培援しj続けた.

その結果、静置繕獲を始めてから約2カ月後にホソメロンプ・

ナガコンプともに糸状体のカルス様細胞の形成が包められた。

その後、両者ともに通気機養に変えて糸状体のカルス様細胞を育

てたところ、ホソメコンプの糸状体のカ)J，ス様細胞は約1カ月後

に、健雄の配備体様細胞に発途したのち、雌配偶体繊細胞上に索

状体が発達した.

一方、ナガコンプの糸状体のカルス様細胞は直接葉状体に発達

した.

(吋臨海大・海洋開発工}

(6) ()箭本亜矢子・阿部剛史・増田道夫:紅滋カギケノー

リの生活史と光周性

紅漢方ギケノリ科のいくつかの種は配偶体と胞子体が異

形のカギノリ型生活史をもち、四分胞子体は四分胞子裂形

成時に短目を要求する光周性を示すことが知られている。

本研究では、ベトナムのNhaTrang(北線12度13分・東経109

度14分)で採集したカギケノリ自主盟旦腔里!!!笠立担当に

ついて、その生活史と四分胞子嚢形成に関する限界日:長、

短日反応周期数ならびに光中断効果を調べた。

採集した未成熟の四分胞子体(盟国並E自}の枝の先舗

を単離して培養実験を開始した。四分胞子体は25"Cの短日

条件8:16h LD(8時間明期16時間暗期)で四分胞子を形成し

た。この四分胞子を20"Cと25"Cの長日条件16:8hLDで培養

した。いずれも円柱状の主軸をもっ密に枝分かれした灘体

に生長し、カギケノリの特徴を示した。

限界日長は11時間30分、短日反応周期数は7周期であっ

た。光中断は、 14時間暗期が1/3経過した時点で1時間の

明期を与えた場合に10096の四分胞子嚢形成阻害効果があ

り、1/2や2/3緩過した時点での1時間明朗では効果がなか

った。この結果は、この種が暗期の長さに反応する先周性

をもち、その性質が四分胞子肱出の時期を決める生理的織

構として機給している可能性を示唆するものである。

(北大・理・生物)

(8) 起智雄先:海穫の銑菌性成分

海穫の抗菌性成分については、古〈からその存在が示唆され

ていたが、 1950年代から1960年代にかけて多〈の研究グループ

によ，て行われた抗菌活性スクリーニングによ，てその存在が

裏付けられ、実際多数の海穫に顕著な話憶が極められている.

一方、 1970年代に入ると、多祥生仰の車生する第二次代謝産物

の特異な化学繊造と多重喜な生理活性に着目して多〈の化学者が

海洋生物を裕好の研究材桝に選ぶようにな，て告た.海穫の抗

菌性成分についても盛んに検9障が行われるようになり、活性成

分として色々なタイプの化合物が多鉱単耀・4事進決定されてい

る.しかしながら、これらの研究報告を鋒銅に見てみると、そ

の大量E分は4構造上の童話奇位に主眼をおいたものであり、詳細な

抗菌活栓〈作用スペクトル〉まで調べているものは極めて少な

い.そこで我々は、日本の爾西宮E沿阜に分布する潟穫のうち可

能な限り多〈の穏について抗菌活性スクリーニングを行い、顕

著な活性の留められた海藤から活性成分を単隠し、その化学繊

遣を解明するとともに広範な微生仰に対する作周スペクトルを

調べることを目的として研究を行ヲた.

〈高知大・理・化学〉



(9) 0傍注隆・・鈴木...・鑓路正和・:石灰濠さんごもの

アレロケミタスについて

今までに海洋生物において4・4なアレロケミクスが穏告され

ている.海麗頴でも二次代劇により生成した化合物が体豪から

分量聾された渇合.海水~.介して他の生物に鯵管を及ぼすこと
が考えられる..近.石灰磁の鑓茂による磁鍵ItbS問題となっ

ているが.この現象も石灰嫌が出すアレロケミタスbS関与して

いる可健性がある.

重量々は.前回の発表で.磁鍵けの成因11ではないがピリヒパ

やモカサがコンブ績の遊走子の発生を臨書するアレロケミクス

を敏幽していることをヱ滋翁護法により確かめた.現在阻書活

性の本体を同定するためにピリヒパ鏑出物の精E躍を進めている

が.同時にこ廼指護法やコンディションド崎地を用いて阻害物

質の佐賀も検討している.その舗果.ニ頭指穫のとき石灰穏と

コンブ遵走子発芽体の配置を上下{上:コンブ発芽体，下:石

灰罰の配置から関ー平面の配置に震えると阻寄活性が滅少す

ること，またコンディションド積地を60'C1時間処理すると

阻害活性が失われることがわかった.これらのことから，この

阻書物質は輝発性の化合物である可能性が示喰される.

紅車領，絡に石灰11ではプロモペルオキシダーゼ活性が高<.

低調幅点臭化物を放出していることが知られている.そこで.プ

ロモホルム.ジプロモメタン及びジプロモクロロメタンを用い

て.コンブ9豊富F体に対する阻寄活性を飼べたところ，高混度で

はコンブ発芽体に対してすべて致死活性を有し，量も多〈敏出

されるプロモホルムは30ppmで致死活性を示し.10ppmで正

常胞子体の発生が滅少することがわかった.

{・北大・週・海癒研..北大・大学院地縁環繊科学研究科}

(11) 。川久保明宏・・牧野義之・・三宮正限・・訟下精傘・.

大函純一・・伊海啓二・.堀寅治“

紅IIEuchBlHDaamakusaassis由来のレタチンの分自量精製とその
性状

【目的】 近年、研究の進展によって様々な動植物からレタチ
ンが分磁精製されその性状が擁箆されている.演者らI:J:、海麓
約170祖顛に闘してレタチンのスタリ一三ングを行い、これ
までには報告が見られない食用海環であるキリンサイ属の海猿
より、続規レタチンを倹幽する事ができたので、その性状解明
を行っている.今回I章、食用海軍Eとして剥局されている
E.細川'usaassis由来のレクチンに闘して報告する.
【方法】 E. amakusallss i sの凍結乾燥紛末よりレタチンを鋪出
し、エタノーJ"it殿、ゲル遭遇、さらにはDEAEクロマトグ
ラフィーにより精製を行ったo SOS電気泳動にて単一バンド
を示すレクチンを用いて、各種動物赤血軍事{切キ¥1:'1/、卵、
が角的 1:.対する凝集活性、凝集阻害舗、分子量、等電慮、 m
含量等の筒佐賀を常法に従い測定した.
【結果 E.amakusaassisレタチン除、エタノール沈殿、ゲル

温過によって精製されSOS電気泳動にて単一なパンドが得ら
れた.東に、同国分のOEAEクロマトグラフィーによって2
橿頬の等電点の奥なる成分EAA1(p 14.95)とEAA
2 (p 15. 20) EAA3 (p 1 5. 50)に分園すること
が出来たo EAA 1、EAA2、EAA31ま等電点以外の筒佐
賀は非常に翻似しており、 トリプシン処理ウ併・5最血様、ヒヲシ・赤
血聖書、 トリプシン処理tヲシ・赤血軍事を特典的に漉集し、I:'ll赤血
聖書に対する漉集阻害活佳は単組銅でI:J:IIめられず‘チログ日プリ:J.

4・2トむか等の鐘タンパタ貨によってのみ図書された.分子量I:J:
Sさに約29000Da(SDS-PAGE)、約25000Da(ゲ晶遭遇法}であり、
またS直を会〈含んでいない街組レタチンであることが確包され
た。(・諸事建資源研、 “ 広 大 生 物 生 塵 〉
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(10) 。牧野察之・・川久保明1:*・ニ官軍閥・・松下精.*. 
大商純一・・伊麗啓三・.績賞治"

海.由来のレタチン織物質のスクリーニング・特にキリンサイ
属海軍に倒して

I目的】 レタチンI主動植物及び細菌などに見い出される、免
疫学的塵絢ではない鑓結合性のタンパク貿あるいは績タンパク
貨の総祢である.近年の研究の進展によってい〈つかの海疎か
らレクチンが分魅精製されその性状が強健されている.演者ら
I主、海.約170.書置に闘してレクチンのスクリーニングを行
った.その結果、これまでには報告が見られない、食用海穫で
あるキリンサイ贋の海環に広〈レクチン様活性が分布している
事を倹幽する事ができたので報告する.
【方法】 量華麗167種類(禍蘇翻21糧、紅建頬107種、

緑蕗癒17種、不明22種}を録集し凍結乾燥し1鉛末化したも
のから20%エタノール、 PBSを用いて海.抽出液を得た.
各種動物赤血車庫〈抑ギ、ヒ:"h'¥柄、 tJ'fヨウ}を用いて鏑出波の
赤血軍事に対する灘集活性を連続三倍希釈法によって測定した.
【結操】 上飽スクリーニングによって、海建中には何らかの
赤血聖書凝集活性が広〈存在することが確医された.その中でも
特に、キリンサイ属、オゴノリ属、ミリン属等のミリン科湯量直
に比敏的強い活性を持った赤血穆凝集索が存在していることが
確箆された.その中でも、圏内外のキリンサイ属海擦に普遍的
に赤血球灘.活性が存在することが確箆された.これらのキリ
ンサイ周量華麗由来の抽出波の動物赤血球に対する特異性も券常
に煩似しており、 トリプシン処理扮ギ赤血聖書、ヒヲγ赤血縁、ト
リプシン処週四γ赤血擦を特異的に緩集した.

{・海.資活研、“広大生物生塵〉

(12) 。内国英伸・・原 鹿嶋・:緑議。ラミ
ドモナスの接合子特異的遺伝子 zys1Bの解軒

議縁体遺伝子の母性遺伝は徹子植物から単細

胞緑議類まで多〈の槌物で見られる普通的な
現象である ch1 alllYdo皿。nasの.総体の母位
遺伝 lま雄由来襲縁体核鍵体の週択的梢化によ
って起こる. 種々の阻害刻および uvを用い
たc.reinhardti iにおける細胞生理学的実験の
結果，後合開始後 10分以内に発現する遺伝
子が架線体核の選択的消化を引き起こしてい
ると考えている. この遺伝子を周定するため
に配偶子と縫合開始後 1 0分以内の援合子の
cDNAのデイ 7 アレンシャルスクリーエングを
行い 5つのクローンを単躍した. そのうちの
2つの空ローンの趨基配列は，推定される才

一プ ン リ ー デ ィ ン グ フ レ ー ム 領 域 内 で 99 % 
のホモロジーがあり， これもに対応する遺伝
子 (zysIA. B) は遺伝子ファミリーを形成し
ていた. これらの~ンバク質の機能を推定す

るために zys1B の cDHAクローンを発現ベク~

pHalcにクローニング後， マルトースパインデ
イングプロテインとの融合安ンパク貿を合成
し，抗 zys1Bタンパク質ポリヲローナル抗体を
作成した.接合過程における zys1B ~ンパタ貿
の蓄積パ者一ンに対する uvパルスの効果を
翻ベた結操. このタンパク質は母住遺伝を引
き起乙す過程に関与していた. 現在この~ン

バク質の細胞内における局在箇所在聞鏡盤光
抗体法・免・疫電子顕微鏡法により解訴してい
る.

(・筑波大・生物}
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(13) 加崎英夫:日本における車軸藻の研究の現状

一絶滅の危機にあるホシツルモー

.近，環境庁が中心となって動物・植物の希少種

の点検が行われているが，演者は車紬藻について調

査を担当してきた.調査を進めていくうちに，多く

の車紬藻の生存が乏しくなってきており，ホシツル

モはすでに確毘できない状態である.

本報では，日本における車敏藻研究の現状を述べ

るとともに，絶滅の危機にある種類について報告す

る.

(環境庁国立環焼研究所)

(15) 0大塚泰介・中原鉱之:賀茂.川の付着

珪議詳~の季節変化

京都市の質茂川上流域で、付着珪線君事務の季節変化

を調べた.試料の採集は1992年2月-12月と、 1993年

5月-1994年5月に行なった.付着基質としては、大

様(直径10-30cm)、中磯(直径 1-5 cm)、砂(直径3

回目以下)、ツルヨシの旬旬茎、の4種を選んだ.

付着藻類群落はN1t盆盛1A..白ff姐m也vlc且Id.t.ど
の珪漢が優占する事が多かったが、血血盟並丘主など

の磁重量もたびたび優占種となった.珪藻の出現種は季

節に関係なくほぼ同様であったが、その組成は季節に

よって異なっていた。穏組成の季節変動パターンも

1992年と1993叫年ではやや異なっていた.珪務の量は

夏に少なく.冬に多い傾向が見られた.各基質上の付

着珪穣群落はそれぞれ幾つかの型に分類できた。一度

ある型の若手落が形成されると、数か月は同様の群落の

型が維持される場合が多く、出水などによる群落の大

規模な剥雌が起こった後には群落型が変わる事が多か

った。硝酸、アンモニア、リン酸などの栄養塩濃度の

季節祭化は小さく.珪務群落の変化に及ぼす栄養塩監

の変化の影響は小さかったと思われる.

(京大・農・熱楊農学)

(14) 0辻村茂男・中原紘之・小崎隆・石田紀郎:潅

漸による塩性化が土壌藻類に及ぼす影響

潅海地の塩性化は世界の最も深刻な問題のーっとなっ

ている。中失アジア乾燥地での大規模潅海農業地帯に

おいても，塩性化により耕作地が荒廃していることが

報告されている。

1992年6・7月，カザフスタン共和国イリ川流域のベレ

ケ農場にて塩類土壌の分布と土壊藻類の関係について

調査を行った。ベレケ農場内に幅約抑nの潅潟水路を

挟む形で既耕地と未耕地を含む約4haの調査区を設定

した。採取した土壌試料は一般理化学性について分析

を行い，土壌藻類はBG・11培地を用いた希釈平板培養

法によるコロニー数から計数，同定した。

その結果，表層土壌の塩性化は潅海水路周辺で強く，

また，既耕地より未耕地で進んでいた。藻類相は緑藻.

産藻が中心であり.藻類量は塩性化の最も進んだ地点

での土壌19あたり102コロニーレベルから，既耕地中

央部の107コロニーレベルまで大きな変化がみられた。

潅瓶の実施による土犠水分の上昇は藻類量の増加を引

き起こす一方，同時に生じうる塩性化は，藻類量およ

ひ積組成の変化を引き起こしていることが明らかとなっ

た。塩類量と藻類量の聞には負の相闘がみられ，藍藻

は緑藻に比べ強い耐塩性を示した。 (京大・農〉

(16) 0西川昭人・坂東忠司: 小学校プールに出現

する藻類

近年，藻類の生育する自然のため池や水田は急激に

少なくなっている。特に都市近郊では顕著である。一

方，ほとんどの小学校はプールを所有しており，理科

教育や環境教育の教材として利用できる可能性を持っ

ている。学校プールは.防火用として常時水を溜めて

おくことが義務づけられているため，夏期の使用時を

除いて，多くの藻類や小動物が繁殖しているからであ

る。

本研究では，京都市内の小学校を中心に. 33のプー

ルで生物相調査を行った。確認された十数種の謀類の

うち.CosllariulI 18ere. Oocystis sp.. PeridiniulI 

sp. および H8ell8tocoCCUS18custrisは全体の半数以

上のプールで優占種として出現し.多数の胞子も確認

できた。このことからも，これらの種がプールという

環境によく適応した藻類だということができる。また，

これらの藻類が，どのような方法でプール内に生息す

るにいたったのかについても，周辺の砂・土等の培養

実験や野外に水槽を設置する実験結果から若干の考察

を試みた。(京都教育大・生物〉



(17) 0山本秀樹・・山豚佳洋“・坂東忠司・: 京都深

泥ケ池のチリモ類フロラ

深泥ケ池は京都市の北部に位置し，中央部の浮島に発

達した湿原と浮島周囲の水域には，北方系及び南方系の

多彩な生物が共存している。しかし，義類に関する報告

は比敏的少なく.最後の報告からもすでに15年が過ぎよ

うとしている。さらに近年.池の水質の急激な悪化が懸

念されており，量巨額の種類も大きく様変わりしていると

考えられる。

そこで本研究では，環境変化に敏感であるといわれて

いるチリモ類(Desmids)の現在におけるフロラを調査し.

種組成の変遷及び調査地内での分布について若干の考察

をおこなった。ここ50年聞の種組成および多織性の変化

は著しいが，特にJ/icrl1sterios，属では今回確認できた 7

種の内，過去に報告のあった10種との共通種はわずか 2

植のみであった。また.分布に関しては 80pJ 0 toeo i UI1 

l1ioutul1. Tetl1ellorUS Joevis. Euostrul1 lootbopborul1 

などは浮島内部の限られた場所に.PJeurotoeoiul1 suか

coroouJotU& J/icrosterios tropico var. poJooicoな

どは荷量Eの水深のある限られた場所に生育していた。

ド京都教育大・生物， 日下総市立江の繍小)

(19) o.辺 信事・奥山茂樹"・野崎久義れ宮床湿

原における底生護領の現存盤・種組成及び多様性

福島県宮床湿原池諸問及びB(におl:tる底生部類の多

様性を1992年(.&. 8.10月の隔月で定量的に解析した.

調査期闘を遍Uて，池猪DZ及びB(に出現した藻類種は

それぞれ"種類及び&7種類でおった。池塘DZでは種類

数及び現存量が雪解防後の4月に少なかったが， 6月に

最も多<， 8.10月に減少した。穫量草署員が金書事類の現存

盤の90-981を占めていた。種の多様度を表現する指援

としてSi.psonの多様皮指数{個体数及び現存量錬算}

を求めたところ，種類教の変動とは全〈逆の変動を示

し， (.10月に高<， 6.8月に低い.池簸B(では種類教は

(-8月にか砂て変わらず， 10月に著しく増加した.しか

し，現存霊は4月に最も多<， 6月から10月にかけて徐

々に減少した.王量語頭と童書穫頚がそれぞれ金毒事顛の現

容量の33-821及び15-631を占めていた。多機度指数は

現存量及び種類教の変動と対応して変動していた。現

存量，種額数，多様度指数の双方で，どの季節も池崎

DZの方が池櫨B(と比べて高い値を示しており，池績DZ

はB(と〈らべると種類が豊富で，かっ独占的な種に属

する個体が相対的に少な<，やや複維な群集であるこ

とが示された.両地塘での水質変動の統計的解析より，

泊語"は環境鑓乱の少ない水域であることが示唆され

た。

〈事国立環境研究所・生物，“東京学芸大学・生物)

7S 

(18) 0飯田高明・.竹下俊治"・中野武釜m ・出口博

則*.地衣類サンゴゴケ属の photobiont

サンゴゴケ属 (Sphaerophorus)は樹状の形態をもっ地

衣頬であり、日本からは6種が知られている.現在まで

に、本属の photobiontに関する報告は皆無である.本研

究では，日本各地から採集したサンゴゴケ属4種8点の

生態標本から pho旬biontを分極・培養し，分額学的検討

を行った.その結果，今回分離・培養した photobiontは

すべて恩細胞性の緑藻類，D~引開chloropsis symbiontica 

であった.本種は樹皮着生誕額としても報告されており

σschermak・Woess1980. Handa et al. 1988)，サンゴゴ

ケ属の photobiontは樹皮着生藻舗としてのD.symbion-

U伺と深い関係があると考えられる.

サンゴゴケ属はピンゴケ自の地衣類である.

Tschermak-Woess (1988)によると、現在までにピンゴ

ケ目から分離された phoωbiontのほとんどが

Dic妙。chlorops，信で占められている.これに、本研究の

結果を合わせると、 Dic砂町hloropsisは地衣類ピンゴケ

自の主要な photobiontであると考えられる.

(・広島大・理・生物科学広島大・学校教育・理科，

町広島大・理・宮島自然錨物実駿所)

(20) 0日野修次事・三上英敏事・今回和史"・安

富亮平“・高野敏志向車: 貧栄蛍湖lこおける値絢

ブランクトンの分布と一次生産〈阿寒パンケ湖〉

湖沼は値物ブランクトンの生育の揖とレて内陸部

では重要な位置を占めているが.貧栄蛍湖は山間地

に偏在レているために謂査に当たって不便であるこ

と.また纏物ブランクトン相が貧弱であることから

平地に容在レ値物ブランクトンが太量に容在する富

栄重湖とは異なって研究対象としてはあまり重要視

されてはいなかった。さらに貧栄蛍淘の植物ブラン

クトンによる一次生産は植物ブランクトン相以上に

研究されておらす，植物ブランクトンの生態学的な

研究の遅れは否定できない状鰭であった.

演者らは.貧栄量湖が多数寄在するj~海道におい
て貧栄賃湖に関する研究を進めてき疋が， 1992年よ

り調査が実施された阿寒パンケ湖は支箔湖.洞爺湖

とは異なって貧栄震型であるのにもかかわらすヒメ

マスの漁業生産性が高い特異的な湖沼である.この

特異性を明らかにするため植物ブランクトンの季節

霊化を富む分布と食物連鎖網を支える一次生産.お

よび栄麓盗類についての調査をおこなった結果につ

いて報告する.

「北海道環鏡科学研究センター・事事北海道

立水産15¥化蝿・山市北海道立衛生研究所〉
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(21) 三浦晴雄:海苔の栽楕晶種の研究の現状

『海苔Jといえば皆さんは rアサクサノリ』の

ことを思い出すでしょう.しかし，分額学的に正確

にいえば.今日栽培されている『海苔」は「スサピ

ノリ』という種媛です.しかも，野生型の『スサピ

ノリ」ではありません.野生型の『スサピノリJの

中から遭嫁された栽精型の系統なのです.つまり，

現在皆さんが食べている海苔は『アサクサノリ」で

はなくて rスサピノリ』であるということです.

(青蒜大学工学部生物工学科}

(23) 

O倉島彰'・機浜康継*申・有賀祐勝市:褐藻アラ

メ・カジメの生理特性の比較

アラメとカジメはともに海中キ材萄成種であるが.

前者は後者より浅所に.また北方に分布することか

ら，両種聞に生理特性の相違が存在するものと考え

られる。本研究では水平分布を限定する温度に着目

し.葉状都について光合成と温度との関係をまず調

べたが.強光下での純光合成速度は両種とも25'Cで

最高となり. 30'Cを越えると光合成活性が急激に失

われる点も共通であった。つまり.両種聞に光合成

一温度特性上の相違は見いだせなかったが.それは

実験に用いたような強光が実際の群落内の禁状認に

とって非現実的なものであるためと考えられるの

調密な海中林内での個々の禁状部に遣する光の強

度は純光合成量をかろうじて正にする程度となる可

能性があることに注目し.個々の禁状部にとっての

日補償積算光量と温度との関係を両穏で比較してみ

たところ. 3月一11月に行った実験の結果に基づく

と.日締光合成量が正となるための逼度はアラメで

はカジメより約5'C低いことが明らかとなった。こ

のような両種聞の生理特性の相違は主として呼吸ー

温度特性の相違に起因する。弱光域における光合成

一光特性はほぼ等しいが.呼吸活性は10-27'Cの

範囲ではアラメの方が大であった。

伊東水大・藻類.市市筑波大・下回臨海)

(22) 0疎回大介・・小山和恭・・・辻雄一日: 磯焼

け地帯干の被覆海穫に及ぼす植食動物各種の影響

磯焼けの持続要因であるキタムラサキウニなどの植

食動物のグレージングが海底を被う無節サンゴモなど

に及ぼす影響を明らかにするために，屋外水摘で磯焼

け地帯の海水をかけ漉した涜水培養試験を行った。実

験は，キタムラサキウニのグレージング活動盛期(6-

9月). エゾイシゴロモ(無節サンゴモの優占種)の

成熟期(9-11月).ホソメコンブの遊定子放出期(¥1

月ー)の3回行い，各水摘に，無節サンゴ毛，無節サン

ゴモとキタムラサキウニ，無節サンゴモとへソアキク

ボガイ，無節サンゴモとイトマキヒトデを入れて，無

節サンゴモやそれに被われた告石の上の植生の変化を

観察した。その結果，キタムラサキウニ区やへソアキ

クボガイ区では一郎の時期を除いて海藻の繁茂は見ら

れず.イソガワラやマクサも摂餌され.11月にはへソ

アキクボガイ区のエゾイシゴロモが成熟した。ウニは

無節サンゴモも相当量を摂餌した。エゾイシゴロモは

対照区では表層~J離， イトマキヒトデ区では多層剥騒

を起こしたが，後に珪藻，藍蓄量，緑藻などが著し〈繁

茂して藻体を被うと変色または枯死した。(*富山県

水産試験場，“大成町立アワビ種首供給センター)

(24) 0村瀬昇・鬼頭鈎・大貝政治:ノコギリモク群落

の立体総造の季節変化と生産量

多年生ホンダワラ科植物のうちノコギリモク群落の安定し

た維持機構を解明するため，群落の立体構造について生産構

造園を作成し，群落内光環境の季節変化の実態を把鍾すると

ともに年間純生産量置を推定した.

山口県日置町賀波戸沿岸の水深島田付近の岩銀上に広がるノ

コギリモク群諮において.1993年6月から毎月潜水により.1 
辺50cmの方形枠を2カ所綾置し，群落内光環境の測定後，枠内

に生育するノコギリモクを採集した.採集した義体を20cm間

闘に切断し，各層の93年主枝 (93年6月に新しく伸長した主

綾)節分について業部と主技部{茎・生殖器床を含む}に分

け乾量量を測定し，生産構造園を作成した.この図から1カ月
間の縮死脱稽量を求め，その1年聞の累計値を年間純生穫量と

した.

群落上部に対する床部の相対光畳子量は.92年主伎がほ

とんど枯死脱落した8月には約68%と高<.93年主綾の伸長と

薬乾霊量の増加により，群落の高さが1皿を越える11月から翌

年1月には約13-22%.その後，群落の高さがZ皿となる3-5月

には約10%と推移した.

1年間の結死脱稽震の月別泉計値から推定された93年主枝の

年間純生産量lま1272.9g/m'であった.この年間純生産量は，極

大現存量(1994年5月の1155.7g/m')の約1.1倍となり，年間純

生産量と極大現存盤との聞で大きな差はみられなかった.

{水産大学校・増殖}



(25) 0大儒伸子・石井陽子・前川行幸:生育場所の異

なる数種アマノリ属糸状体の温度特性

アマノリ属は種により広範囲にわたって分布してい

る.これらの水平分布を限定する最も量要な要因は水温

と考えられている.アマノリ嵐の光合成一温度実験に関

しては.生育分布の異なる数種を同時に同条件で溶養し.

温度特性を比較した例はほとんどみられない。本研究で

は異なる地方に生育するアマノり属4種(ウタスツノ

リ，オニアマノリ.カイガラア7 ノリ ，P.haitanensis)を

用い，まず糸状体の温度に対する光合成特性と生長特性

を矯養実験から比較した。またそれぞれの生育場所の水

温と光合成最適温度，生長最適温度を比較することによ

り，水平分布を限定している要因を明らかにしようと試

みた。

糸状体の光合成測定は改良型プロダクトメーターを使

用した。糸状体の生長の測定は，"7ドガイに穿孔させた

糸状体を個体畿s1JL-，顕微鏡写真から面積をiJIIJ:Q!した。
繕養及び光合成の測定は5-37.5"Cの範闘で行った。

糸状体の光合成最適水温と生長忌適水温は、ウタスツ

ノリで15-25"C，オニアマノリで2o-25"C，カイガラアマノ

リで2o-30"C，P. haitanensisで25-30"Cと.それぞれの生育

場所の平均水温とほぼ一致した。また，それぞれの種に

ついて光合成・生長の高温耐性は生育場所の夏の高水温

に充分耐えうる範囲内であった。

(三重大・生物資源)

(27) 0前川行幸・山口真由美・天野秀臣:熔養条件下

における不稔性アオサの生長、光合成および光合成色素

特性

右回(1985)によって報告された不稔性アオサは室内培

養下でほとんど成熟することなく栄養生長し、高い生長

率を示すことが知られている.しかし、本種を用いた多

くの応用的な研究に比べ、生理生館学的研究は少ない.

本発表では、温度を変化させ、さ注ざまな強度の光環境

下で培養した不稔性アオサについて、高い生長率を確認

するとともに、光合成速度と光合成色素の変化について

報告する.

1o-30"C、 10-800μEm'Z8'1の条件で、 5/1P臨海水を用

いて4日聞の矯養を行なった.その結果、 10"Cではほ

とんど生長しなかったものの、それ以上の温度では光強

度が高いほど高い生長倍率を示し、 30"C、 800μE皿、'1の

条件下で4日後には40倍に遣した.面積および乾重盆あ

たりで表した光合成速度は生長倍率とほぼ一致した傾向

を示し、より高温域でより高い飽和光合成速度とより高

い飽和光強度を示した.Ch1. a:量は光強度が高くなるに

つれて減少したが、 α11.Bあたりで表したカロチノイド

系色素は温度や光の変化に対して特徴的な変動を示し

た.

(三重大・生物資源)
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(26) 田中索之・・藤田雄二:室内培養によるアナア

オサ不槍位株と野生株の成黙と栄養趨吸収

布図によって長鵠県大村湾で採集されたアナアオサ

は、室内培養では成豊島する ζ とがなく栄餐繁殖を続付

る不稔性の特徴を備えた変異種として報告された.そ

の後、本穏は水産動物の飼料や養魚場の環績保全など

に利用されている.また、本穏の増殖や生理生態に関

する特性も検討されている.本研究では、不草急性株と

野生株を温度15-25"C，光強度18-110μE皿・.8・2の

条件下、補強海水培養液中で通気培養し.成熱の有無

と栄養趨の吸収速度を比較した.野生株は、 20"Cでい

ずれの光条件下においても試験禁片のすべてが試験期

間 (8日間)内に成熱した。不稔性株は、 20"Cで18、

37μE皿・.8-の条件下ではほとんど成熟しなかったが、

12、110μE回・'8-条件下では一部が成熟した.20"C、 31
μE回・.8-条件下でのNO.-N，PO.-Pの吸収速度は、野生
株でN7.2μg-at.e "c田・・ day-ヘP0.4μg-at.e .. 
C固・2day・2、不稔性株で N12.5μg-at.e叶C圃・2

day-' 、P0.6 μg-at.e -'c圃・・ day・2 であった.

{長崎大・水産)

(28) 0小野晃生・森下情志・前川行幸:不稔性アオ

サのリン吸収能力

[目的]近年，海洋特に内湾織の富栄養化が進行し，防

止対策が遅れをとっているのが現状である。特に，回収

が困簸であるとされているリン・窒素に関してはその回

収方法が確立しておらず，早期にその確立が望まれる。

本研究では，海漢による生物的浄化という観点から，材

料として不稔性アオサを用い，そのリン吸収能力につい

て検討した.

[材料・方法]24時間内におけるリン吸収能力を測定す

るため， Pフリー1/5PES矯養液中にlμg.at/l;波度のリン

(~問)を添加し， 20"C， 12L: 12D， 200μE/m2/sの条件下

で義体構養を行った。生長倍率と稽養液中のリン漉度の

測定は3時間毎に行った。リン浪度の測定は，リン・モ

リブデンプル一発色法によって行い，残留無機リン及び

全リン量として求めた。

[結果・考祭]生長倍率は昼時間の方が夜時間に比べて

高く， 24時間で約2倍となった。また.試水中の残留無

機リン量を求めることで得られたアオサの単位時間面積

当たりのリン吸収量は， 0.0030-0.0040μg. at/cnt-・ h

であった。

(三重大・生物資源)
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(29) 0宮村新一・・編輝三・:量状録蕊フサイワヅタ

臼ωerpa okamura，嗣配偶子形威過程における.縁体‘アミ

ロプラストとその績織体の掌動

雌雄関線の.状線車直フサイワヅタl孟..縁体とアミロプラス

トの二種績の色濃体を持つが.配偶子には1個の麓縁体のみが

取り込まれる.配偶子への譲縁体の選択的な分配の仕組みを明

らかにするため.テクノピット街路包湿した録料の切片を作製

しDAPI/Dioc6(3)二軍染色・9t光顕微鏡観康法により鋭鑑の配偶

子形成過程における譲縁体、アミロプラストとその緩機体の挙

動を調べた.その結果、扇状頭体の中の雄雌配偶子形成のそれ

ぞれの領織内には、..のデンプン舗に固まれたピレノイドを

もっ譲縁体が存在し、ピレノイドに.縁体DNAのほぼ金量が均

一に分布した.アミロプラストの核縁体は、デンプン絵とコン

セントリックラメラボディの掴に分布した.配偶子放出4日前

にはピレノイド肉にパッチ状IこDAPI蛍光の強い領織が現れた.

s目前にはデンプン舗が消失し、ピレノイド内に多数の小型核

機体が形成された.2-3目前には葉緑体分裂が始まり、ピレ

ノイドは不明瞭になった.litlま完成した雌配偶子では篠縁体は

小点状に分散した.雄配偶子では、 DNAの観寮されない薬縁体

が60・70%毘められた.一方、アミロプラスト1立、細胞盛

の内側や配偶子形成領援の聞に集団となって分布し‘配偶子形

成が進行する細胞質の領緩からは排除される.

伊筑波大・生物科学系)

(31) 0溝口 亨・・伊藤典子"・坂東忠司・: 緑諜ヒザ

オリ (J/ougeotiaspp. )の無性世代における核DNA量

ヒザオリ属(J(ougeotia)は.ホシミドロ科のー属である。

形態的には分岐しない糸状体で，板状の葉緑体をもち.核は

その上にのるかたちで存在する。

近年.ミカヅキモ(CJosteriulIehreolJergjj)の核DNA

量の調査から，栄建細胞が倍数体である可能性が示唆され

て(Hamada. 1987)以来.近縁のアオミドロ属(Sp i rogyra). 

ホシミドロ属(Zygoella)，ヒザオリ属(J/ougeotia)の数種で

同様の実験を行ってきた。特に，ヒザオリについてはこれ

まで緩DNA量の報告がなく，染色体数についてもほとん

ど知られていない。

今回は，ヒザオリS種(J/ouleotiasp. 1-.Il sp. 3)の体

細胞分裂時の核DNA量および染色体数を調べた結果を報

告する。一連の実験から，以下の結論を得た。①暗期に入

り S時問後からDNAの複製が始まり.次の明朗が始まる

までに分裂を終了する。②ヒザオリの体細胞分裂は同調的

で.しかも核は葉緑体に寝われていないため誤差の少ない

データを得ることができた。③ J/ougeotiasp. 2の染色体

数は約40であった。

(・京都教育大・生物.“京都市立竹田小〉

(30) 

O森史・・片平幸枝'・宮村新一事・堀輝三七

中野武登..単細胞緑藻TreboU1Ciapotteriの遊走子・

不動胞子形成過程におけるピレノイドの分散と分配

これまで、単細胞緑藻TreboU1Ciapotteriの生活環に

ともなう葉緑体核様体(DNA)とピレノイドの動態を調べ

てきた。栄養細胞の禁緑体はl儒の明瞭なピレノイドを

もち、核様体はピレノイド基質を中心として放射状に分

布する。この藻の生活環には、自生胞子、遊走子・不動

胞子形成の異なる過程があり、それに対応bてピレノイ

ドも異なる挙動を示す。遊定子・不動胞子形成過程では、

細胞分裂期にピレノイドが不明瞭になり、核様体も薬縁

体全体に分散することが確認されたが、その詳細は不明

であった。そこで今回は、 LR・叫lite樹脂包湿した試料の

切片を作製し、抗RuBisCO抗体を用いた蛍光抗体法と

DAPI染色法を組み合わせ、生活環の各万回γにおける

RuBisCOと核様体の所在を詳しく調べた。また、凍結置

換法・免疫電顕法を用いてビレノイドの微細構造観察を

行った。遊走子・不動胞子形成過程においてピレノイド

基質は葉緑体中央部を中心に小片化・分散し、それにと

もないRuBisCOは細かく分散した。 DAPI蛍光{核様体)は

小片化したピレノイドの周囲に初~9-!1状に観察された。

その後葉緑体分裂が開始し、葉緑体中央に分散していた

RuBisCOとDNAはそれぞれの禁縁体に分配された。

p筑波大・生物科学系、帥広島大・理・植物)

(32)。嚇崎倍子 e石川依久子:Dasycladalesの基本パターン
とその褒型

沖縄産カサノ1)日数穏を室内精慈し成長に伴う細胞分化の過程

をテクノピvト包埋法・ DAPI染色により観察した。カサノリ目

は次のような基本パターンをもっ。 1.巨大単細胞体であり

2.仮楓内にー核をもつが成長過程で多線化し&二次犠が胞子

嚢にはいってシストが形成される。 4.成長は主輔の頂錨で行わ

れ 5.周期的に栄援校〈輪生技)を分化する。 a鎗生伎は一次

節閥、二次節閥・・・と分織をくり返す 1胞子伎は輸生伎の

変形でいづれかの節聞が』駄して胞子漢となる。 8.成長または

m大の終わヲた部位は直ちに石灰質の外壁で覆われる。カサノ

リ自の穏はこれらの基本パターンの都分的変型によるものであ

る。主主坐並並豆皇は輪生伎が数段から十数段形成された後、胞

子校〈かさ〉が形成され、主軸の成長は停止する。かさは四次

節聞の胞大による胞子嚢の集積である.かさの完成後に多緩と

なる。且lic笠~は輸生後と胞子伎を交互に形成しながら成長
する。胞子嚢は胞子技の三次節聞の変形で、鎗生伎は早賜に脱

帯する.町棚erisは胞子伎の三次節岡の先鎗都が肥大し、互い

に接触して表屈を形成し更に肥大却の先摘に細い栄餐伎を伸ば

している.胞子獲は三次節間分岐部に四次節聞の産形として形

成される.主盟盟liaは十数段の胞子伎と一段の給生後が交互

に形成される.胞子伎の二次節聞は先蜘がE駄して護体の表

周をなし、胞子蜜は二次節聞の分岐点に三次節闘の変形として

形成される.核の動向はカサノリ以外の穏ではほとんどわかヲ

ていないoDAPI染色によりそれぞれの植の多篠化の時期を鐸り、

カサノリの核挙動と対比して考察を行う。(東学大・生物〉



(33) 安井懸:スギモクとヒジキの造締内縁分裂に伴う核践

の劃t

一般に.ヒパマタ自継物の造精器内でli.滅数第一分裂の儲|き

続き5回の半数性按分裂を行ってG4緒子を形成する.ニの過程で.

次，ltlこ増殖・分配される染色体セットを緩う後腹の拳動について.

スギモクとヒジキを材料として透過電顕によリ調べた.休止期及ぴ

滋数第一分輔棚に.椅母縮瞳の樹立径9-1011mの球形で，内

践と外腐の間隔が40・120nmの銭臨によーで困まれる.二重瞭繍

造には垂直に貫通する緩膝孔が多数みられるが密度は一線ではな(. 

又.中心小体付近の後民恵入郎にはそれカ清幸しない.この徳造体

は.外周に高電子密度の顎総状物賀市e配列した円柱形の複合体{外

倒~l∞nm，内観~50nm. 高さ約 50nml を呈L. 約半数のも

のlこli中央に一個の小額粒が認められる.被膜孔は.前中期になる

と著し〈減少して中期と後期には完全に消失する.ニの期間.極{孟

関口し他の穣膜鄭位では内外の鎮間隔命保規則となり各所で断裂が

生じる.終期に.極へ遣した染色体塊の表面において周辺から小胞

が密着し互いに融合して核漢が再生される.続いて.凝絡していた

染色体構造均糊離に変換し始めると核膜W出現して核膜面積

の著しい持動防eみられる.しかし.二回目以降の核分裂総期では主

に残存する古い綾膜片力省E色体塊を細腹震の一部分と共に緩〈包む

ことにようて銭膜を形成する.

付ヒ大・水産}

(35) 0堀口健雄・.吉津顕子...漏鞭毛蔀にお

防る柄と頂乱の微細構造の研究

有殻の渦鞭毛藻には細胞頂端に頂孔と呼ぶ小孔

をもつものが多いがその機能や微細構造に関する

知見は少ない。一方，一部の漏鞭毛藻では着生の

ための柄を形成することが知られている。その柄

は細臨頂端に形成されることから頂孔の機能のー

っとして柄の形成への関与が考えられるが，柄と

頂乳の構造的関係や柄の形成過程の微細構造レベ

ルでの研究はほとんどない。

本研究では渦鞭毛藻5種の柄の形成過程ならび

に頂孔近傍の微細構造を調べた。ペリディニウム

自の b梯畑励の3種では柄の原基は粘質物質か

らなり，頂孔振と鎧板外膜の聞に形成される。頂

乳は板状又はコルク栓様の構造で塞がれる。有柄
渦鞭毛蔀自の身助動伽m必伽rtIoにおいても柄の

基本的な構造は前3者とほぼ同織であったが，頂
孔板が細胞内に陥入する点が特徴的である。 一

方，特殊な2段構造の柄を形成する身吻蜘必m
sp.では柄は遊走細胞の細胞質内部に探〈入り込
む2重に折り畳まれた鎧板と頂孔付近の粘質物質

とに起源しており，これは S品卸雌で見られた

頂孔板の細胞質への陥入がさらに進んだものと理

解される。
ド北大・理・生物..信州大・教育)
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(34) 宮地和幸:シオグサ科植物で見つかった新しい

形質、ピレノイドの形盤について

最近、演者はシオグサ科に属する種の中に従来から

言われていた盃状2杯型のピレノイドの他にポリピラ

ミダルタイプのピレノイドを持つ種カ，t¥Vang(1989)の

発見したカイゴロモを含めて3種存在することを報告

した.これまでの3種以外に、新たに淡水に生育する

ミゾジュズモに'haetomorpha01四 nurョeUeda)もポ

リピラミダルタイプのピレノイドであることが演者に

よって明らかになった.シオグサ科植物におけるピレ

ノイドの形磁の違いは重要であり、ポリピラミダルタ

イプのピレノイドを持つ4種は従来の属とは狼立した

腐を創設することが望ましい.4種のピレノイド以外

の形質を比較すると、カイゴロモだけが間接発生型で、

後の3種は直接発生型である.カイゴロモが分校する

のに、それ以外は無分枝である.また、カイゴロモが

海産であるのに対して、それ以外は汽水あるいは淡水

である.以上の違いから見ると、カイゴロモは発生、

形態、生態などから後の3種とは独立した分類君事が望

ましく、また、後の 3種は同ーの分類群に属する方が

よい. (東邦大・理・生)

(36) 0河地正伸・.井上勲..-αIIY慌帥romulina

park回 'S(ハプト務綱}の細胞構造と細胞内共生体の観察

長〈発達したハプトネマと有様質の餓片の存在で特徴づけら

れる印砂卿'hromuli刷属は.約50種からなるハプト穏緩大の

海欝である.Chty慌附叩，mul加8pa刷'8eは， 1972牢に歯車片の

微細形態に基づいて記'配された種で.自慢片以外の形態情報は得

られていない.1989年7月に育議県浅虫港より録取した海水か

ら本援の分際.培義に成功した.生細胞と微細構造の観察から

以下の結果を得た.1)ハプトネマは.約8J8T1の長さで基郎近

くに膨潤部が存在し.約10J8TIの長さの刺状銭片で覆われる。

常に伸長状態を維持し.コイル扶の収縮や周曲適勘は伺コ恥‘・

基物への付着やバクテリアなどの微小種子の付着も穏められな

いことから， C.開成'fI8eのハプトネマは.本属の多〈の種で見

られる現象および機能を欠〈特異なハプトネマであることが示

唆された.2)細血後msに存在するvacuole(食作用を行う他の

種の食胞と相関なvacuole)内に.長径34J8T1サイズの緑色の

頼粧がある.この軍軍艦はC.parke8eの細胞内に常に1，2個存在

し， C.岡崎銅eの細胞分裂に同調して2分裂を行う.クロロフィ

ルaの自家蛍光は認められない'/J句刷でよ〈染色される.そ

の微細鋳造の観察から.頼継はnucleopl総 mlcareaとチラコイ

ド織の膜構造からなる原敏生物であることが判明した.またC.

m同館eO)vacuole肉で消化途上の状態が観察されないことか

ら，原核生物はC.ParIC圏直eと共生関係にあると考えられる.原

銭生物を包主tvacuoleと他の捕食住の由rYSOCI附 nullnaの種の

食胞との稲岡佳から.この共生関係は食作用の結果生じたと考

えられる.細胞進化を考える上で興味深い材料といえる.

(・海洋バイオテクノロジー研究所..筑波大・生物科学采}
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(37) 0金智姫・石田健一郎・原慶明:メキシコ

産単細紅藻 1種の形態と微細構造

メキシコ、パハカリフオルニア半島南部のMulegeJII 
河ロマングローブ域より得られた単細胞紅藻の 1種につ

いて、光学顕微鏡と電子顕微鏡で形態観察を行った.

本語義は赤茶色の単細胞藻である.細胞は卵形あるいは

球形で、大きさは18-28仰n、厚いゼラチン状の細胞外被

と柄をもっ。細胞表面には多数の眼点様頼粒地帯在する。

薬縁体は 1個で、細胞の中心から外側に向かつて不規則

に分校しながら伸び、細胞周縁部に広がる.核は細胞の

中央(葉緑体の中心部)に l個存在する.その周辺をピ

レノイドが網目状にとり囲み、核に不規則に陥入する.

ピレノイド内にチラコイドの侵入はみられない.周縁チ

ラコイド(encirclingthyakoid)は無い.ゴルジ体は細胞周

縁にある小胞体のすぐ内側に、 cis-面を外向きに存在し

ている.

これらの特異的な形質をあわせもつ単細胞紅藻はこれ

まで知られておらず、本藻は新分類群であると考えられ

る.ピレノイドにチラコイドが侵入しないことや、ゴル

ジ体と小胞体の位置関係などの形態的類似性から

Rhodella属に近縁であると考えられるが、核と葉緑体の

位置関係はRhodellacyanea (本来はDixoniella属と近縁)

に酷似しており、平行的な形態変異傾向が伺える.本務

の系統学的位置の検討や認識はフィコピリン色素分析お

よび、 18SrRNA遺伝子による系統解析の後に行う予定で

ある筑波大・生物)

(39) 0張暁明*・渡辺信*・井上勲紳・千原光雄

宇林黄金色鞭毛藻 Poterioochromonasmalhamensis 
の食作用における鞭毛と鞭毛根の役割

本研究では黄金色鞭毛藻Poterioochromonas
malhamensisの餌の取り込み過程と細胞構造について

高速ピデオ (200frames sっと電子顕微鏡を用いて調

査した。 P.malhamensis は長短2本の鞭毛を細胞の

前端部から生じる。長級毛は羽型で，長さは20・25

μm，短鞭毛はむち型で長さは約5μEである。 P.
malhamensisの餌の取り込み過程は以下のようであっ

た。1)鞭毛運動により水流を形成し，長鞭毛の先端

で餌を捕獲する。 2)捕獲された餌は長級毛のねじれ

運動によって回転しながら細胞の前端部に送られる。

3 )餌は長線毛と短鞭毛に挟まれる。 4)長線毛は餌

を“feeding cup"内に押し込む。この過程は

Epipyxis pulchra C官etherbee& Andersen， 1991)と
異なる。連続切片で鞭毛装置を解析した結果，鞭毛根

RJの“C"tubuleと細胞膜からなる“feedingcup" 
の大きさは餌の取り込みの段階によって変わり，また，
餌が "feedingcup"に引き込まれた後，“f"tubule 
の収縮によって細胞内に取り込まれる。この機構は

Epipyxisのそれと基本的に同じである。 以上の結果

から黄金色鞭毛藻 P.ma I hamens i sの食作用では.鞭
毛と鞭毛根は積極的な役割を果たしていることが明ら
かとなった。

(本国立環境研，判筑波大・生物，*柿日本赤十字看護大)

(38) 0岡崎恵智・武藤尚子・和田徳ぽ事・梅垣高士"

:円石穫の精巧な鯵“コッコリス"-P/euroclJ.刀'Sis

car/eraeが造る方解石結品

ハプト植物門に属する円石藻類は単細胞漢で、細胞内

の特殊な小胞中で方解石から成る精巧な餓“コッコリ

ス"を造る.コッコリスの形態や大きさ、構造などは種

に特異的で、細胞による厳密な結品成長の制御の下に造

られると考えられている.そして、 ζの結品成長制御に

は、カルシウムを特異的に結合する酸性多槍類の関与が

推定されている.コッコリス形成機構の解明は生物学分

野のみならず.結晶工学や材料科学の分野にも大きく貢

献すると思われる.プリュウロクリシス・カルテレーの

コッコリス形成について、次の知見を得た.

( 1)王冠状のコッコリス(長径約 2.5μ11)は12{困のセグメ
ント、とれを連絡する121;国のリベット状小構造体から構

築される.(2)セグメントとリベット状小構造体は方解

石の単結品で、セグメントの上面は [001]面に相当す

る.(3)有機1¥;.板を除去したコッコリスには一種類のカ

ルシウム結合磁性多積{多密B)が含有される.(4)細胞中

には多精Bの他に多槍Aも含有される.(5)細胞から得

た多額!Aは約 6ppmで、多槍Bは O.6ppmで、またコョコ

リスより得た多糖Bは 6ppmで inyitroでの炭酸カルシ

ウム形成を完全に阻害する.なお、これらの多情類を有

機物基盤{アクリルピーズなど)花園定化した際の、炭酸

カルシウム結晶形成の誘導効果についても検討中であ

る(*東京学芸大・生物、"東京都立大・工学部)

(40) 千蜜痛由子$・田中和明H ・小森登H ・渡辺真之

仲 牟 .OIIJ本鈴子事:カピ臭を庭生するラン藻 Anahaena厨

について

水道水のカピ臭は，一般には水源となる湖沼などに棲

息する微生物の代謝産物によると言われており，カピ臭

産生生物として藻類や放線菌が挙げられている。カビ臭

の主な成分は Geosmin，2-Methylisoborneol(2-MIB)な

どでラン藻類の Phormidium，Oscillatoriaや放線蘭の

Streptomyces， Hicromono喧poraなどにより産生されるこ

とが報告されている。神奈川県の水道水の水源として用

いられている相模湖では，近年.Anahaena spiroides 

が多量に発生し，水道水のカピ臭の産生生物として注目

された。臭気物質を産生する Anahaena属の多くは A.

macrospora， A. circinalisで A.sipiroides による

カピ臭の産生の報告例は少ない。 また.Anahaena属は，

Komarekや渡辺により分類の見直しが行われており，臭

気産生の面からもこの藻株の分類上の検討も必要となっ

た。そこで，本報告では，相模湖をはじめとしてその他の

5湖沼から分離した螺旋状および直線状の Anahaenha腐

のラン藻の臭気物質の産生の有無と分類学的な検討を行

った。

(*明治大・農化**川崎水道局.~・科1導)



(41) Moraes，C.LB*，Kasai，H.**，Saito，H.**，Taguchi， 

S. **and Taniguchi，A. *:Effect of UV-B radiation on 
pigment composition of a few common phytoplankton 
:A preliminary repo凡

Concem on the reduced ozone concentration in the 
stratosphere has received much world-wide attention. 
because，decreased ozone concentrations in the strato-
sphere will result predominantly in an increase of UV-B 
(280 to 320nm)radiation incident upon the earth.Recent 
data indicate that the loss of ozone in the stratospherc 
is not Iimited to the southem hemisphere.but is a worlcト
wide phenomenon.Relate to the impact of enhanced 
UV-B radiation on aquatic ecosystems.it may have 
se巾 ωe仔ectson phytoplanlon cells.Numerous studies 
ndicate that phytoplankton synthesize many compounds 
that absorb Iight in the UV regions of the spectrum .Most 
photosynthetic pigments whose absorption peaks are in 
the visible range of the spectrum also absorb substantially. 

In this work，changes in the pigments composition and 
quantity were investigated in cultures of two common 
species of marine phytoplankton which were exposed to 
UV・Bradiation. 

会Lai:loratoryof Biological Oceanography.Tohoku University. 
Sendai. 

**Hokkaido National Fisheries Institute.Kushiro 

(43) C決賀学・大谷修司:宍道湖・中海における底生滋類

の種類組成およびその季節変化

宍道湖・中海水系は、受伊川を中心とする河川からの淡水の流

入と、境水道を通じて美保湾から流入する海水の影響を受ける汽

水鏡である.この水系において1994年 3月から1994年12月まで 2
カ月おきに T定点において底生藻類を採集し、その分布パターン、

種類組成の季節変化について調査を行った。

中海と日本海をつなぐ境水近では、出現麗は少ないが、日本海

に面す美保湾で見られる海諌類と共遜種地惨い。中海中央官Eの大

根島では、海績で見られる大部分の紅藻、褐蕩の出現は認められ

なくなり、紅旗のムカデノリ lGrateLau.Piafil icina)、オゴノ

リlGraciLaria verrucosaJや褐藻のウミトラノオ (S也γiassum
tlumbeγiii)、緑義のアナアオサ Wlva知γtusa)などによ弓て

特徴づけられる内湾型のフロラを織成する。中海中央部に比べ塩

分議度の低い大掃川東鑓水域は、海義類の大部分が消失し、オゴ

ノリやアオノリの一種 (Bnter溜 U市也 sp.)などの出現地留めら

れる。一方、淡水の影響を強〈受ける宍道湖水域では、汽水性の

虹漢ホソアヤギヌ(Calc理lo.ぉ110宮白血町田凶is)、タロイトグサ

(Polysi帥OIIiafurci陶ta)の』劫、に緑務のアオノリの一種等の出

現b埋められるにすぎない。宍道湖・中海水系でのこのような群

集の成立配分には、塩分漉度が大きく影響を及ぼしていると思わ

れる。

季節変化については、特に宍道湖水域において優占種の変化が

見られた。 3月から 4月にかけてアオノリの一種が優占していた

が、 8月以降その出現地留められなくなり、変わってホソアヤギ

ヌの出現地留められ、 10月にはタロイトグサが優占するが、 12月
にはそれも婆を消しアオノリの一種車埋められるようにな弔た。

{島極大・教育)
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(42) 0高橋佐和子・大谷修司:松江市堀川における植

物ブランクトンの種類組成と季節変化

松江市の堀川は、主に市街地を流れる数本の河川からな

り、農業用水の確保のため汽水湖の中海・宍道湖と水門で

分断され、冬期を除き大部分が極分浪度の低い閉鎖水系と

なっている.本水域の植物プランクトンの種類組成と季節

変化を明らかにするために、 1994年3月から12月までの偶

数月(一部毎月)に10地点で採水し、植物プランクトンの観

察を行った.

年間を通じて宍道湖の水を導水している水域においては、

植物プランクトンの量、種数ともに調査期間を通じて少な

かった.また、渦鞭毛藻類のE盟主鐙盤包盟国豆皿盟が10月

頃から出現するなど、宍道湖の影響を受ける傾向があった.

4月から10月の問、閉鎖水系となる地点では、 春から夏

にかけて量、種数ともに大きく増加した.特に、珪藻類の

白叫辺弘通属は、 4月から8月にかけて優占した. また、

8月には、藍藻類のSvnechocvstis属が優占するなど、短期

間で優占種が交代することがあった。この水域において、

緑藻類は種激は非常に増えたが、優占種となったものは少

なかった。その他にもミドリムシ類、渦鞭毛藻類、クリプ

ト藻類などが出現した.

年間を通じて閉鎖水系である内堀では、 監阜E箆盗且呈属

が7月から8月にかけて優占した.

(島根大・教育)

件4) 0堀江剛・・中野武登H ・出口博則・築上藻類

の分類学的研究

気生微細藻類は大気中で種々の基物に付着して生育し

ており.業上藻類もその一例である。葉上藻類に関して

は緑藻類スミレモ科を除いて，ほとんど研究されていな

い。本研究では維管束植物の生薬上に生育する藻類の自

然状態での形態観察を行うと共にそれらを分離・培養し

て.分類学的検討を行った。今回の資料は広島県と沖縄

県から得た。広島県では.ヤプツバキ.ヒサカキなどの

葉上から Cephaleurosvirescens， Phycopeltis sp. ， Trente-

pohlia lagenifera， Apatococcus lobatus， Chlorella luteoviridis， 

Sco.必llopsisterres帥'.Choricystis minorなどが. 沖縄県

では.フトモモ.クロツグをはじめとする.多くの常緑

植物の葉上から Cepha/.切rosvirescens， Phycope助 sp.• 

Trentepohlia sp.などのスミレモ科の藻類が確認された。

CephaleurosとPhycopeltisは葉上にのみ生育する特殊な寝

類である。その他のものは樹皮着生の気生微細藻類とし

て報告されている種であった。このことから谷筋や林内

などの湿潤な環境下に生育する常緑植物の築上は.樹皮

と同様に気生微細藻類の生育の場として適していると考

えられる。(・広島大・理・生物科学..広島大・理・宮

島自然植物実験所)
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(45) 0渡部佐知子ヘ中野武登帥・出口健則*海岸飛

沫帯産地衣類のphotobiont

海岸飛沫待は.植物の生育にとって厳しい環境であり，

生育する植物は限られている。地衣類はこうした特殊環境

下に生育する植物群の一つである。本研究では，西日本沿

岸の飛沫帯の岩上に生育している地衣類から.photobiontを

分離・培養し，その分類学的検討をおこなった。その結果，

18属23種の地衣類から. 9属14穏の photobiontを確認した。

それらのうち. 4種が日本新産種であった。また，地衣類

9種のphotobiontについてはこれまで知られていなかった

が，本研究でそれらがはじめて明らかになった。さらに地

衣類にはpho旬，biontとして.(1) 1トebouxiaのみを持つタイ

プ'(10属13種).(2) Trebouxiaを持たないで.他の数属の緑

藻類(Apatococcus， Palmellococcus. Myrmeciaなど)を持つタ

イプ'(2属2穣)があることが明らかになった。このことは，

地衣類の分類群によって photobiontの選択の幅が大きく異

なることを示している。

Trebouxiaは現在までに27種が知られているが，本研究で

はT.higginsiaeと T.gelatinosaをはじめとする 6種が確認

された。 T.higginsiae は調べた地衣類23種のうちの7積か

ら.また T.gelatinosaは他の6種から分離された。このこ

とから，海岸飛沫帯に生育する地衣類のphotobiontは上記

の2種によって特徴づけられることが示唆される。

(‘広島大・理・生物科学，判広島大・理・

宮島自然植物実験所)

(47) 本多正樹:確率論に基づく光合成速度モデル

の構造

これまでに幾つかの光一光合成速度モデルが提案

されてきている。これらのモデルには，適合性の高

いものとそれほど高くないものがあり，またその構

成が理論的になされたものと経験的に適合性の高い

曲線を与えたものがある。

演者は，光合成による酸素放出速度を，光化学系

における電子の励起と伝達確率，そして引き続き起

こる Mnを含む酵素の遷移確率に基づき数学的に表

現した。このモデルの特徴は，光合成速度が Mnを

含む酵素の総量に基づく理論上の最大光合成速度と

光化学系の各状態の存在確率から表される点にある。

光量などの物理量はこの遷移確率に影響を与える

因子であり，遷移確率と物理量との関係を数学的に

表現すれば，任意の環境因子と光合成速度の関係が

定義できる。例えば，光量は遷移確惑のうちのこつ

の確率に指数分布関数の形で関与すると考えられる。

カジメ (Bヒ*Joniacava)の葉片を用いて測定した光一

光合成速度関係は，本モデルによってよく表現でき

た。

(電中研)

(46) 0青木美恵*・中野武登**・神田啓史*ホ*・出

口博則*南極産地衣類のphotobiont

南極に生育する地衣類のphotobiontに関する報告は全く

ない。本研究では，南極産地衣類10種からphotobiontを分

離・培養し.photobiontの分類学的検討を行った。今回分

離に用いた地衣類は.国立極地研究所で冷凍保存されてい

るものである。その結果.7種の地衣類では全て，緑藻類

のTrebouxiashowmaniiが唯一のphotobiontであった。残

り3種の地衣類では.Trebouxia anticipata， T. incrustata 

などがphotobiontとして確認された。更に，これらの

photobiontは. 15"Cの培養条件下では生育したが..20"Cで

は全て枯死した。これらの結果から，南極という厳しい環

境条件下では，地衣体内に共生するphotobiontの種数は，

ある程度限定されている可能性が示唆された。また，分離

されたphotobiontが20"Cでは生育できなかったことから，

南極産地衣類のphotobiontlま，生育環境の一要因である温

度の影響を強く受けていることが明らかになった。

(*広島大・理・生物科学**広島大・理・宮島自然

植物実験所***極地研〉

(48) 

O芹浮如比古・大野正夫.;燥地プレート上の海藻類の遷移

人工的に課地を与えるコンクリートプレートの設置時期の

違いによって、海藻類の初期遜移に季節性が見いだされたこ

とについて前回報告したが、その後の遷移の進行について継

続して研究を行ったので報告する。高知県手絵地先に段置し

た人工礁上に、 1993年の4月、 6月、 8月、 10月、 12月、 1994

年の2月にコンクリートプレートを水中ポンドで貼り付け、

毎月それらのプレートを剥がし、海号車種の同定と後度測定を

行い、プレート聞の相違を比較検討した。 1993年の6月と8月

に設置したプレートでは、無節石灰藻類が初期段階から入棺

し!繁殖したために、ホンダワラ類(ヨレモク、トグモク)の

占有率が低下し、 l年後においても彼度は30%以下であり、

3-5種によって均等にプレートが占有されているために多様

度が高く、遷移の中期段階地鳴封Tしているものと推察された。

1993年の10月と12月に段置したプレートでは、初期段階から

ホンダワラ類の優占率は高〈、 1年後に被度は50%を超え、

安定したホンダワラ群落への前段階にあること市環唆された。

また1993年の4月と1994年の2月に設置したプレートでは、 1

年後にそれまで優占していた無節石灰藻類の被度を上回り、

ホンダワラ類の被度が60%を超えるという優占種の交代が確

認された。これらの結呆から人工裸地形成の時期的な違いに

より、初期段階の入植種やその繁殖がその後の群落形成に影

響し、安定したホンダワラ群落に到途するまでの時間古喫なっ

てくるものと推察された。

(高知大学海洋生物教育研究センター)



(49) 0富永容江志・大野正夫傘・山口光明$場:深層海水

を周いた力ジメEcklon泊伺vaの成長実験

土佐湾産のカジメ額は，暖海・外洋性のために培養実験が厳

しく，幾度か野外水槽で実験を鼠みたが，雨期の塩分の低下や

夏期の水温の上昇により死滅した.今回，高知県海洋深層水研

究所において，深層海水による幼体と成体の成長に関する実験

を行い，成長速度.成長節位，形態変化などについて結果が得

られたので報告する.

実験に用いられた深層海水は，水深320mからサイフォン

方式でくみ上げられ，周年にわたり水温は8-10'tを示し，
細菌教が少なく.栄養題の豊富な海水である.培養水繍は1t

のパンライト水備を用いて.水温を 15-19"(;に保ち，エア

レーションを施して常時流水とした.培養水舗は，魚類周透過

屋禄 (F剛板}を用いた屋内に置かれ，光条件はカンレイシャ

{網目状の布}により調節をした.成長は，コルクポーラーで

聞けた穴の移動で測定を行い.また形態の変化については，郎

位を削除するなどして.その推移の観聖書・測定を行った.

カジメの成長は2つに分けられた. 1つめは，茎部と濃部と

の境界直上より高さ 2-4cmほどの伺j葉原基部において，新

しい伺1.が形成され，東海上方へと押し出されていく作用が，

中央濃の伸長として示された. 2つめは，中央薬との接続郁位

で主に見られ，個j葉の伸長を促した.側獲の伸長は，およそ6
週間でピークを迎えた後.多少の伸長があるものの量終的には

腐敗・脱落した.成長速度については，成体は夏期よりも冬期

の方が成長が良いが，幼体よりは成長が遅かった.また成体で

は子のう斑の形成が見られたが，幼体では12月になっても形

成されなかった.

(*高知大学海洋生物教育研究センター，

噂本高知県海洋深層水研究所)

(51) 0有賀博文・本村泰三 : 管状多核緑灘

モツレグサ (Acros伊Ihoniaduriuscula Yendo)の細胞

分裂における綾と微小管の準動について

寒涜域の潮間宇野に生育するAcros，伊honiaは，分枝す

る管吠多敏多細胞の配偶体世代を持つ緑藻である.細

胞内の多数の核は，細胞質分担に際して分叡予定部位

にバンド状に集まった後，核分製を行うという特徴的

な細胞分割様式が報告されている (Jonsson1962， 

Kommann 1965， Hudson 1974， Miy得i19回，)0 本研

究ではAcrosip加'niaのなかでも藻体の直径が200μm

を越えるA.duriusculaを材料とし，頂繍細胞の細胞

分裂における績と微小管の挙動を蛍光顕微鏡と電子顕

微鏡を用いて観寝した.特に，表層微小管.紡錘体

形成，さらにphragmopl母 t，phy，∞pl笛 tとも異なる細

胞質分製装置について鉾しく報告する.

(北大・理・海藻研究施殴)
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(50) 0美藤望・・川久保明宏・・二宮正順・・大西
純一・・伊藤啓二・・奥田 街道...海藻抽出物の跨リバーゼ
阻害について

【目的】 近年、成人病として肥満・高脂血症・動脈硬化等
が、問題となっている。これらの病悠を食事中の脂肪吸収抑制
による予防と改善を目的として、 j毎藻の蹄リバーゼ阻害を検索
したので報告する。
【方法】 鼠料は海藻凍結乾燥粉末のTESバッファ一、メタ
ノール、アセトン、エーテル、酢エチ等の港燥による抽出液を
用いた。酸素活性測定は、人工基質トリオレインを用いて豚由
来降リバーゼにより遊書草されるオレイン践を、銅試薬法を用い
て測定した。また、強い阻害が認められた海藻については、
ラットを用いてコーンオイル経口負荷試験を行い、血疑TG(f 
w悦ライト')、 TC(トMJv̂子日目的値の測定を行い、検討した。

【結果】 TeSバッフ 7ー抽出波では褐藻4種、緑藻3種、紅
藻14種に、メタノール抽出液では、測定した多くの海藻に強
い謄リバーゼ阻害が留められた。また、他の溶媒締出液では、
褐藻に強い阻害が認められたが、緑藻及び紅藻にはあまり認め
られなかった。 TESバッファー抽出で阻害を強く示した海藻に
は、カラギーナン等の多犠類を含有する4齢 慢 し Kーカラギ
ーナンを用いて問機に測定を行ったところ、阻害を確認する恵
が出来た。さらに、阻害活性の強かった紅藻3種及びKーカラ
ギーナンを用いたラットへのコーンオイル経口負荷試験におい
て、血策TC鑓のコントロール鮮との有意な差は認められな
かったが、血妓TG値では有意な上昇御制効果を確認できた。

(・(株)海藻資源研究所、"愛大・医・医化2)

(52) 0本村暴三*・加蔵敷之**・有賀博文*

多核緑灘における向調・非同調按分裂機構の解

析:モツレグサのcdc2遺伝子について

真核細胞の細胞周期の制御はP34cdc2キナーゼと

サイクリンによってG1期からS期，そしてS期から

M期への移行が制御されていることが明らかになっ

た.一般に多核細胞では個々の緩の細胞周期は同

調していることがよく知られているが.栄養生長

期の多核緑藻細胞では細胞周期(核分裂周期)の同

調・非同調性が報告されている.今回，この現象

に対して分子生物学的手法を取り入れ解析を試み

た.モツレグサの場合，細胞質分裂予定部位に集

会した多数の該から分裂を開始し，核分裂はその

部分を起点として他の昔日位の篠に伝悔していく

mitotic waveが観察される.モツレグサのcdc2

様遺伝子について，真篠細胞のcdc2遺伝子に特有

のアミノ酸配列部分に対する4種類のプライマーを

用いてPCRIこより制帽し，部分的にではあるが.

その聞の塩基配列・アミノ硲配列を決定したので

報告する.

(*北大・浬・海藻研究施段、

**北大・理・形態健能)
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(53) C准野智昭・奥田一雄:緑蕩アオモグサ(Boodlea 

coac ta)における原形質膜分薗の銅盤

緑色植物の細胞盤の骨格要素であるセルロースミクロフィ

プリルl立、原形質膿内表面に存在する TCs(セルロース合成

画事業績合体}により原形質膿上で直接合成されると考えられ

ている.しかしながら、今までにTCsを生化学的に単醸した

報告はない.海産多核線灘アオモグサは、セルロース性の厚

い細胞墜を形成し、その原形質践はフリーズエッチング法に

よって TCsの存在が既に確毘されている.今回、以下の要領

で緑重量アオモグサの原形質膜分函の闘盤を賦みた.

蕩体を波体重濃で凍結させた状館でホモジネートし、

2000gで遠心して上澄を得、この上澄を 100000gで遠心

した沈殿をミクロゾーマル分画とした.この分函織は

ATPase、 IDPase (ゴルジ体}、 NADH-Cyt.c

reductase (小胞体)、 Cyt.c oxldase (ミトコンド

リア}の活性があった.また、この分画には至適 pHの異なる

少なくとも 3種の ATPasωt含まれた.パナジン磁等による

活性阻害実験から. Mg酔ー.ATPase(至適 pH7.1)を原形

質膜の指篠醇震とした。

ミクロゾーマル分薗の dextranT500/PEG3350による

ニ相分磁を猷みた.原形質E草分画は、ポりマー浪度 5.9%、

NaCI・10-20mMの条件で他の膿分画と分蔵された.

(高知大・理・生物)

(55) 0編島陣・・小林鑓子"・吉武佐紀子..: t!!!!!叫虹i皇腿1-
chra Ocs1rup var. subtllls Schl回nsklのj~餓俊民

白血且l&r.l且凶ldl且Oestrupvar.置由主III且Schll18l1skllおchl
・困問Mによって1鈎5年Kra園町・Lange-BertalotのNavlculaceae
(81bllo1heca Dla1帽。loglca8d.9)中で発表された. 原記織に
よると珪般は線状で両側は三回波打つ.基本種とは中心峻が異な
るとされている. 因みに基本積の中心域は俄状に両側縁に遣す
るが.このtaxooはKr8111配r'Lange-8ertalot1986(Baclllarlophy 
ceae 1， SQss.asserflora v叩 MIl1eleuropa8d.2/0によると中

心域は大きく.長繍円形で月形のo.I点がかすかに見られる.その

後 Kr掴配r(1992)1:孟Plnnularlaelne Monographle dcr curopa-
Ischen Taxa (Blbllo1heca Dla1咽 ologlca阿.26)'"でrloo.I!!!-

Ichra Oestrupの鵡明の足後にfJoo.凶住魁星 var.組TJllli
Schl回 nsklは独立のtaxonとだけ記し.写真(Flg.29:8. 9)は示し
ているが.Ilil織文はない. ζの1axonはFInnl sch-Lapp 1 andから
記録されているのではないかと思われる分術の狭い繍である.

読者等は19例年10/J í1l励l国立公開内の不動池{陶磁 1.25伽，~さ
0.15km. 1il大樹 0.13km.凶刷 0.017km'.1品大深lf(9m)の均成誕
や111の{illに本絹がかなり多量k付治していたので.続If等のlir法
で.約おO例体の袋践を調べたので.その鮎JJ!を制作する.なお
この池は磁E量感性{水野 19ω.関境庁自然保趨局 1977.渡辺・
大柳 1978.渡辺・鈴木・高木 1978)とされているが.日本の硫
圏直面量性の湖沼としては.かなり特殊な穣銅植生を示している.

日本の無償強酸性湖{殆どは磁11磁性である}に多い fl盟叫t

ill!!盟盟IIや盈盟主i量盤1&1些が殆ど見られない. しかし腐
値段位湖や湿原に多い E皿鎧姐lilIl盟凶l坐皇.f. rb偲b9.l4c星
var.星組鑑k畳，島皿主1呈盟脳血，担型車盟11盤d卸皇制t多
い.即ち.有償陰性に近い値生を示している. なお.J:1lil g. 
盤i阻量については8oye-Pe1ersen1950は Bunotlaの分額研究
の為にデンマーク産の多数の螺本を側べた. その節操典型的な
E盟盟U畠鐙llIl堕はこれらの中では稲であった.この調査にJIJい
た民事事は主としてミズゴケから得られたものである.このことか
ら血盟主1且盤111盟は典型的な好ミズゴケ錐の種とは雷えないと
包している・穫製研究所.・・湘術短期大学}

(54) 0田村克・奥田一雄:褐藻クロガシラの細
胞墜とセルロース徴織維の構造

陸上植物と一部の緑藻類ではセルロース徴織維
(ミクロフィプリル)が細胞壁の骨格要素として細

胞の生長や形態形成の調節に軍要な役割を果たすと
考えられている.褐藻植物はセルロースを含むとい
う報告があるが、細胞壁中のセル臼ース微繊維の存
在様式、セルロース徴織維の形態についてはほとん
どわかっていない.
本研究では、褐藻クロガシラを用いてその細胞壁

中のセルロース微繊維の形態、配列機式を電子顕微
鏡を用いて観寮した.超薄切片法により、細胞壁は
形態的に異なる 3つの層から成り、そのうちの中層
は微繊維を砲に含む.細胞をUpdegram去により化
学処理し、得られた不溶性の繊維成分をネガティプ
染色により観察した。この繊維成分はセルラーゼの
一種 (CBH-1)を結合させたコロイダルゴールドに
よりラベルされることからセルロースである.この
セルロース徴繊維の断面はリボン状を呈し、緩め長
さはほぼ一定で平均約2.6nmであったが、検の長さ
は1.8nm-30nmの聞で変化した.機幅のばらつき
はこの徴繊維が幾つかのサプユニットから成ること
を示唆する.現在このようなセルロースを形成する
セルロース合成酵素複合体の存在をフリーズフラク
チャ一法により調べている.

(高知大・理・生物)

(56) 真山茂樹:有性生殖の様式.増大胞子および栄

差被般の形般からみた羽状類珪藻 ActlnellJJの系統

Ac伽 elIJJは Euno，血科に含まれる 1属である。これは

もっぱら.栄養細胞の被殻に Eunoti4と同じく殻函か

ら鍛套部へ伸びる短い縦講を持つという理由による。

しかし，短軸に対し鋭像対称にならないことから，後

者とは異なる属として考えられてきた。

ActlnellJJ brasIlle.且$ls Grun.の 2つのクローンの混合に

より有性生殖が生じた。接合した配偶子が異なるクロ

ーンに由来するかは不明であったが 2個の配備子母

細胞はそれぞれ配偶子 I個を生じ，接合管を形成後.

2倒の配偶子母細胞の岡に短軸に対し非相祢である l

個の治大胞子を形成した。増大胞子周囲を覆うペリゾ

ニウムは胞紋を持つ多数の横走環穆と少なくとも 2枚

の縦走穆から構成され.中央検定環帯の片側には同心

円状に配列する胞紋が観察された。第 1縦走帯は初生

放と同じく細長いドーム形であった。また栄餐被般に

おける唇状突起は上殻と下殺では異なった極に位置し

ていた。以上の知見は ActinellJJが Eunoti4と類似す

る形質をもっていることを示しており，このことは従

来の系統を強く支持するものである。(東学大・生物〉



(57) 鯵坂 哲朗:ベトナム産ホンダワラ綴について

演者らは，文部省海外学術調査により. 1993年
1-2月にベトナム中・南鵠. 1994年2-3月にベ
トナム中・北部の潟11調査をおこなったが，そのときに
録集されたホンダワラ類について報告する。北線22度
以南の海岸線では，特に北部で冬季の水温が低<. 
R =::II ~trnDhv r.1I q 亜腐と .5.a.L且A阜S且且亜属の種類が採
集された.
ベトナムiIl!イソ号タは，車車体の高さ 70cmまでで，

付着器は鎗維状線である.義体下部の葉は左右対称に近
い繍円形で.!重さ約5cmまで，巾約2cmまでであ
る.上部にみられる葉は，明瞭な左右不対称の半葉形
で，長さ約2cmまで，巾約6mmまでであり.薬の下
部には明自由に粗い大きな鋸歯状突起がみられる。先織部
の薬は小型化し，巾が狭くなって，なぎなた状になる.
気胞は獄形，楠円形，銃鍾形と変異に富む.残念なが
ら，成熟した個体が得られなかったが，日本iIl!のイソモ
タに比べると，業や気胞が非常に大型である。
ベトナムからは..s.且且立立.l.u..u..l.Setchellが

すでに報告されている <Masuda et al. 1993) 
が，そのほかにも薬表作hyllocyst)をもっ径がい
くつか採集された.中部で採集された種では，薬の先錨
付近が膨らんで気飽状になるものがある.これは.H。
(J 969)によりタマナシモク.s. .D IooonIr.lIm 

Yend。として報告されたものに似ている.
さらに，特に北部で採集された重量は，日本や香港から

報告されるヒジキに似た紡錘状の肉質の3震をもっ。しか
し，気胞はすでに薬と分化しており，短い楕円形か紡錘
形である。 短い期間で広範囲の採集であり，採集した
すべての種で生殖様床をもっ完全な個体が得られたわけ
ではなく，変異の巾もあり，同定作業も完全ではない
が，さらに長期にわたるベトナム側研究者との共同研究
により，ベトナムのホンダワラ類を明らかにしてゆく予
定である。(京大・農学部〉

(59) 0梶村光男・-宇井晋介“ sc i-

n a i a C 0 t t 0 n i i 紅藻，ガ

ラガラ科)の形態学的新知見

造果校は 3個細胞から成る.器下細胞は

2個の中性側枝を生じ，その内の 1個は単

細胞性であり，他の一債は 2個細胞から成

る.造築技の基部細胞からは果皮糸を生ず

る.受精後，造果器からゴニモブラスト始

原細胞を数個生ずる.成熟Lたゴニモブラ

ストの内部は偽柔組臓から成り，外部は遊

離糸から成る.遊離糸の全細胞又は先端の

数個締胞が果胞子のうに成る.ゴニモブラ

ストの下部細胞.造果器，器下細胞及び造

巣伎の基部細胞は癒合する.成熟したのう

果の直径は 482μmに達する。雄性配偶

子のう斑には胞のうを有する。

ド島銀大・理・臨海，“海中公園セ)
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(58) 川嶋招二:遺稿 K.Miyabeand M.Nagai， On 

国担笠ia型艶担主登山ellm.加 d出些aria並盟主-
sima Miyabeについて

宮部(1902)が創設したL型担主主並堕L笠i盟(ナガJ)1
)について， Okamura and Uyeda(1925)はこれと包型・

型車註註豆{ミヲイ拘)1)の茎や葉における粘液腔道や子嚢

斑の形成状態には種を分かつほどの差異はなく，前種

を後種の変種.担・型型虫担 V釘.並堕控L旦とする
ととを提唱し，宮部(1934)もとれを「尤もな説Jと述

べ.宮部(1936)において正式に受け入れている。

演者には北海道沿岸各地域のコンブを細かく独立種

に分けた宮部がなぜ岡村・植田の説をあっさりと受付

入れたのか納得が行かなかったが，最近とれを裏付け

る宮部・永井の未発表の遺稿が発見された。彼らは金

華山から国後島までの 17産地から採集した両種の標

本について岡村・植田以上に詳しく追試を行ない粘液

腔道の構造が産地や葉体により葉では4form，茎では

2formに変化し両種の区別が難いζ とを認めている。

しかし、子嚢斑については重要な違いを認めながらそ

の特徴を全く重視していない。その上，粘液腔道だ付

で分類された両変種の産地は著しく混乱している。宮

部は最終的に岡村・植田に従つてはいるがその陰には

納得できない問題点が残存している様に思われ更なる

検討が必要である函館市日吉町4-29-15) 

(60) 0阿部剛史・.増田道夫・・鈴木稔“:紅藻ウラ

ソゾに類似の日本新産ソゾ属の一種

これまでウラソゾもしくはクロソゾと混同されてい

たソゾ属の一種について，分布，ならびに形態的特徴

と二次代謝産物に関して得られた知見を報告する。

本種は本州日本海沿岸と.福島県以南の太平洋沿岸

に分布する。藻体は暗赤紫色を呈し，旬旬枝を有し，

円柱状の主軸を持つ。髄層細胞の細胞援に半月状肥厚，

皮層最外層細胞聞に紬方向の二次的壁孔連絡を有し，

毛状枝と皮層最外層細胞には各 1個のサクランボ小体

が存在する。四分胞子嚢は軸に平行に配列し，嚢果は

卵形を呈する。これらの形態的特徴は全てウラソゾと

共通するが，本種は硬い質，三方向の分校様式，なら

びに不動精子核が頂端に位置するなどの特徴でウラソ

ゾから区別される。
本種は種内各個体群に共通の二次代謝産物として，

テルペノイドの 2，10・dibromo・3-chloro-a-chamigreneを

生成する。これとともに生成するC-15プロモエーテル

の laurenenyne類は，地域個体群により変異がみられ

る。
交雑実験によりウラソゾとの聞に生殖的隔離の存在

が確認された日本新産穏である。香港から報告された

L側 renciatristicha Tseng， Chang et Xiaとの比較により

学名を決定したい。
(・北大・理・生物，“北大・地球環境)
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(61) O~首国道夫・・小亀一弘・・ M. D. Guiry":紅

自革命Jonogoncruscriffithsiaeの生活史

アイルランド産 fiymnoconcruscriffithsiaeの凶分胞

子は発芽して盤状体になり.それから多くの直立体を

生じた。直立体は雌雄同株の配偶体で.先t曲部にプロ

カルプと不動精子嚢を形成した。プロカルプは支持細

胞(助細胞として繊能する)と3細胞からなる進果伎から

織成され.基部細胞から l細胞または2細胞の不捻伎を

生じていた。不動精子と受精した造果器は助細胞と癒

合し.その助細胞から務体の内部に向かつて成長する

フィラメントが生じた。このフィラメントの一部;およ

び助細胞から直接に.藻体の外側に向かつて成長する

フィラメントが形成され.これらが総体の皮届を突き

破って.a状体になった。 a状体には四分胞子滋鮮が

形成され.念珠状に速なった四分胞子を生じた。

VAPI染色した綴VNAの顕微蛍光測光の相対輝度から，

配偶体の皮膚細胞.放出された不動純子および凶分胞

子は単相.四分胞子体の栄養細胞ならびに未分裂の凶

分胞子裂は復相で.四分胞子形成時に減数分裂が起き

ていることが示唆される。このタイプの少活史はオキ

ツノリ科の3属(本属.Coccoty!us並びに Ceroloco !u) 

に特異にみられ、 fiJ'lonoconcrus型生活史と呼ぶことを

録集する。

(・北大・理・生物.日アイルランド国立大・ゴルウェ

イ校・植物)

(63) 0寺田竜太・山本弘敏・安井 皇居:オゴノリ属

纏物の精原細胞の分化と雄性生殖器官の形成過程

オゴノリ属植物 (Cracilaria)の雄性生殖器官には

表層型、皿型、壷型、多穴型の 4種類が知られている。

その精原細胞は表層型では表層最外層細胞に、他の裂

では内皮層細胞に由来するとし、この違いを主な根拠

として表層型を Cracilari・'opsis属として分継すると

いう見解もある。今回、日本産オゴノリ属4種、ツル

シラモ{表層型)、クビレオゴノリ(血型)、オゴノ

リ(壷裂)、リュウキュウオゴノリ(多穴型)を培養

し雄性生殖器官の形成過程を詳細に観察した結果、い

ずれの型でも精原細胞は最外層細胞に由来し、楠原細

胞の分化から精子嚢形成までの過程は共通であること

を確認した。この結果、属を分雌する根拠の一つはな

くなり、雄性生殖器官の全ての型を Cracilaria属に

包含し、これを亜属の形質として用いるのが適切との

結論に逮した。また、雄性生殖器官の形状の違いは周

囲の表層細胞の分裂・伸長の程度と強〈関連すること

が分かった。(北大・水産)

(62) 0神谷充伸本・田中次郎叫・原慶明*:広塩性

紅藻Caloglossacontinua (Deles哩eriaceae.Ceramiales)の

形態変異と生殖的隔離

日本・シンガポール・オーストラリアから採集した

Caloglossa continua (Okamu同Kinget Putt田 kの形態を

比較したところ、節部中軸細胞が主軸側に生じる翼細

胞列数に違いがあることが判明した.日本の個体は2-5

列であるのに対し、オーストラリアの個体は常に1列で

あり、両集団は明穆に区別できた。しかし、シンガ

ポールの個体は同一個体内で1-4列と変異がみられ、前

二者の中間的な形態を示した.これらの藻群の果胞子

を様々な温度(15.20. 25. 30'C)および塩濃度 (8.16.24. 

32ppt)条件で40日間培養したところ、どの培養条件下

でも天然個体と同様の形態変異が確認された.培養株

を用いて交配実験を行ったところ、日本の千葉・奄美

大島・沖縄本島の集団聞には生殖的隔離はみられな

かった.オーストラリア株の雄とシンガポール株の雌

の閣で交配が起こり、多数の偽豪果 (pseudocyst，∞創刊

が形成されたが、それ以外の日本・シンガポール・

オーストラリア株のどの組み合わせにおいても褒果は

形成されなかった.以上の結果から、C.continuaは形

態の異なる3つの交配群を合んでいると考えられる.

。筑波大・生物、叫東水大・藻類)

ω4) Moskvina M.I.， K.Kohata， M.M.Watanabe: 
Morphology and pigment composition of the marine 
unicell叫紅cyanobacte巾.

We have isolated five phycocyanin・containing
(=PC) strains of Synechococcus spp. and one strain of 
Dermocarpa sp. from the surface of macrophytes in the 
Barents sea， Russia， and three phycoerythrin-containing 
(=PE) s住'ainsof Synechococcus spp.合omthe open water 
of陶 Northsea， offNorway. 

AIl of Synechococcus s回 inshave ultras回 ctures
typical of chroococcoid cyanobacteria. The cells of 
Synechococcus are small cωcoid to r，叫.-shaped， 0.5・1.0x 
1.3-1.6 IIIII in size and divide by binary回目sversefission 
in a single pl釦 e.Two of PC-strains of Synechococcus 
show unique morphological features: one forms short 
pseudofilamentous (less than 10 cells) during whole life-
cycle， and the other one is surrounded by a spinae-like 
appendages on the cell surface. These structures v釘 yin 
length from about 1∞nm to more由an1∞o nm， with a 
relatively constant width of approximately 50 nm. 
Dermocarpa sp. forms aggregates of spherical cells of 
varying size， some reaching to 20μm in diameter just 
before multiple fission.百 ebaeocytes are spherical and 1.5 
to 2.0μ.m in size. 

Pigment analysis by high-performance liquid 
chromatography shows that the epiphytic， PC-and 
planctonic PE-str.uns of Synechococc凶 havezeaxanthin僻

a major carotenoid ( 62% and 75% of total carotenoid in 
average respectively). Demωcarpa clone hasβ-carotene as a 
majorcaro包noid(29% of theωta1). 

(National Institute for Environmental Studies) 



(65) O~下英明\池本尚人1 蔵野憲秀\宮地重遺1 千原光雄
小笠原諸島南方海域において分離された緑色軍事形誌類の分

類学的検討

199。年11月に小笠原諸島の南方海域において採取した表層海

水を，メンプランフィルターで漉過し潟地中で予備精養した.

出現した微細藻類の中から.直径3.5-5.5μmの球形の緑色微細

獲の分離・婿養に成功した。この藻は，カップ状薬縁体を l個

有する。細胞壁をもち，細胞外給質物質を分泌する.細胞壁表

層には襟状構造がl個存在し，その周囲には細胞墜を貫通した

8-14個の孔構造が認められる.徹毛を有する逃走細胞は観察さ

れない.また，母細胞が二分裂後，一方の細胞が母細胞内に残

り，一方の細胞が出てゆく特徴的な分裂儀式を有する.

この穫は主要色素として，chlorophyUs a + b， Mg 2，4-D， 

pra泊四X阻由m，uriolideを有する。 prasino祖雌hinはプラシノ藻類

以外には見い曲されていない。またこの色素組成は.プラシノ

様綱マミエラ自のMamie1lasp・， Miaom回 'assp，M，副t佃 iellasp・-

のそれに似ている.薬縁体膝とミトコンドリア膜がピレノイド

基質に侵入する構造が認められた。これはマミエラ目

乃咽問加(細胞壁を有し無鞭毛生活を主とする)と似てお

り類縁性を示唆するが，細胞壁構造の微細構造が異なることや

Pya蹴班加には凶olideが含まれていないことなどの相途があ

る.

そこでこの様を.マミエラ目の新属新種としてPrasinoc町田E

q戸曲師Miy'凶曲目。曲師ge乱 etspnov.と命名した.

(*海洋バイオテクノロジー研究所.柿日本赤十字看護大)

(67) 0中山側、井上勲:18SrDNAによるアオサ

藻綱の系統

アオサS車線(Ulvophyceae)は海産の大型縁務のほとん

どを合む藻類群である.アオサ藻綱内の分類については

研究者によっていくつかの異なる分類体系が提唱されて

いる.また、アオサ藻綱をまとめる形質は全て原始形質

と考えられることから、綱自体の単系統性についても疑

間観されている.

アオサ藻綱の系統関係を分子形質から検討するため、

Monostroma angicava， M. latissimum， Halochlorococcum 

marinum， Ulva pertusa， Enteromorpha linza， Entocladia 

viridis， Chaetomorpha moniligeraなどについて、 18SrDNA

塩基配列の決定を行い、既知の緑色務類の復基配列デー

タとともに系統学的解析を行った.

その結果、アオサ藻綱に分類される藻類は 4つの系統

群に分かれた.Monostroma spp.は Ulothrix，Acros伊honia，

Gloeotilopsisとともに単系統群を形成し、その姉妹群に

Ulva， Enteromorpha， Entocladiaからなるクレードが位置し

た.これは、生活史や鞭毛装置などを基噂にこれらの藻

類をヒピミドロ固とアオサ自に分ける分類体系 (O'KelIy

& Aoyd (1984)) を支持する.Halochlorococcumはこの両

日の中間的な場所に位置し、その系統的位置には興味が

持たれる.また、シオグサ目とカサノリ自も単系統君事を

形成したが、これとヒピミドロ目ーアオサ目系統群が単

系統であるか否か(アオサ藻綱は単系統かりについて

は、明瞭な結果は得られなかった筑波大・生物)
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(66) 0野崎久義ト栂沢賢一"・片桐正幸村・渡辺

信.:福島県宮床湿原産及び世界 5大藻類カルチャー

コレクションの Chlorol!oniu11(録濠・オオヒゲマワリ

目〉抹の比較形態学的観察による種の識別

住担旦担叫旦旦属は 2鞭毛型の単細胞の緑藻類であり、

世界各地から約 20種が記載されているが、多くは採

集材料だけから得られた簡単な妃載と図解からなる報

告である。 Pringsheim(1969) は、 Chlorol!oniu田の多

くの培養株を比較研究したが、分類学的整理はしてい

ない。また、海外の藻類カルチャーコレクションの

生担旦巴単旦E株のかなりのものが未同定のままである。

今回の研究は、最近福島県宮床湿原より分離した株

並びに NIES(日本)、 IAM(日本}、日TEX(米国)、

CCAP (英国)及び SAG(ドイツ〉の世界 5大藻類カル

チャーコレクションが保有する ChloroRoniu田株を比

較観察して正確な種レベルの同定を行なう事を目的と

して開始された。合計 23株の電子顕微鏡をも用いた

比較形態学的観察の結果、栄養細胞の形態、ピレノイ

ドと眼点の差異により 7種に識別された。さらにこれ

らの穫は電子顕微鏡レベルの形態に基づき大きく 2儲

のグループに大別された。

付国立環境研究所、村地球・人間環境フォーラム〉

(68) 0三井源h 漉辺信H ・中山剛・・井上動*:18SrDNA 

によるクロロコックム目 (Chloro∞∞ales)の分子系統解析

クロロコックム目は、主に淡水に生育し栄養細胞が単細胞ま

たは群体・定数群体で、運動性を持たない緑藻である.この目

のうち生活史のなかに逃走細胞のステージをもっ仲間について

は、逃走細胞の微細術進に基づいた分額が検討されている.

本研究では、すでに逃走細飽の微細術造が調べられ、鞭毛~

却が時計図りにずれる纏毛装置傭造をもっグループとしてまと

められている藻舗のうち4種:Ascc帥 10.府 mu蜘 ucleate，

Umella terrestris. N，卸 'spongioco.∞uma/abamense. 

Chlo.rosanαino.psis aggrega偏について、真犠生物の系統解析に

広〈用いられている18SrDNAを用いた系統解析を行った.上包

の藻類について18SrDNAの塩基配列を決定し、すでに配列が知

られている藻類 (Proωsipho.n.Ettlia)の温基配列データを加え

て系統解析を行い、さらに形態のデータと分子のデータの比絞・

検討を行った.

これまでの研究で、例えばω閣 ，lIaは栄養細胞の形態はチュー

ブ状・多該細胞であることなどの点でPro.ωs伊'ho.nlこ似ている

が、遊走細胞の微細構造はむしろAs∞ch.伽おのそれに頒似し

ていることが報告されている.
分子系続解析の結果は、 Ume~伺と Pro.to.sipho.nは系統約に揺

れた位置にあること、 Ascochlo.risとU闇 Uaが非常に高い確率

でクラスターをつくること.逃走細胞が細胞壁を欠〈

Chlo.rosarcino.psisとPro.to.s伊'ho.nがクラスターをつくるなど、

これまでの伝統的な分類体系に用いられていた栄餐細胞の形態
よりも、遊走子の微細備造による分額の結果を支持した.

{・筑波大・生物、“富山大・教育)
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(69) 0本多大智・川井浩史**. C.S. Lobban*** 
.井上勲皐:18SrRNAによる海産黄金色藻サルシノ

クリシス目藻類の系統解析

サルシノクリシス自の藻類は，その遊定細胞の鞭毛が

側方から生じる点などから褐藻綱との類縁性について議

論されてきた一群である.演者らはこれらの藻類の系統
類縁関係を探るために逃走細胞の形態，特1;:鞭毛装置に

注目して比較解析を行ってきた。その結果，この闘は系

統を異にする2群を合む多系統群であり，それぞれは， 1) 

褐藻綱・黄緑穣綱，および2)ベラゴ藻綱(Andersenet al. 

1993)と近縁であることが示唆された.以上の細胞形悠か

ら推定される類縁関係を検証するために， 18S rRNAの塩
基配列の比較解析から分子系統樹を作成し，両者の比較

検討を行った.
サルシノクリシス目藻類のうち，褐藻綱・黄緑線網と

の近縁が示唆されるPhaeosaccioncollinsii，およびベラゴ

藻綱との近縁が示唆される群からル均'lochη'sisluteaと

C的~onephos lew飢iから金DNAを抽出し， .I8SrRNA領域
を以来法により増幅し，シークエンサーにより塩基配列

を決定した.これまでに報告されている黄色藻類および

外群としたハプト藻類の2種を合めた9綱21種の塩基配列
比較を行い，最節約法により分子系統樹を作成した.

分子系統樹は，形態から推定される類縁関係を基本的

に支持した.すなわち， 1) Phaeosaccionは褐藻綱・黄緑

藻綱に， 2) Ankylochη'sisとChη'sonephosはベラゴ藻網に

近縁であることが示された。以上のことは，サルシノク

リシス目が人為的な分類群であり， 2つのグ‘ループに分

制されるべきであることを示唆している.
(.筑波大・生物**神戸大・理・生物*.*グアム大)

(71) 石丸八寿子・ O大浜武:ミトコンドリア

COXI遺伝子によるEuglenaの系統的位置とその葉縁

体起源の推定

Euglenaは (i)3重包膜の葉緑体{クロロフィルaと

b)を持ち、その他に植物的特徴として (ii)貯蔵物質

としてパラミロンを持つ (iii)すべてのアミノ酸を合

成できる (iv)ビタミンを合成できる (Bl、B12を除く)

また、動物的特徴としてい}多糖類の細胞壁を持たず、

タンパクを主成分とする外膜(ベリクル)をもっ

(吻葉緑体を消失させ、従属栄養体として生育できる。

これまで核にコードされた遺伝子 (5SrRNA，small 

rRNA)による系統樹は、 Euglenaが緑藻よりも原生

動物に近縁であることを示唆し、葉緑体上の遺伝子

(rbcL、 psbA)は、緑藻に近縁であることを示唆し

ている。今回我々は、ミトコンドリア上の遺伝子

∞XIの一部 (4∞bp)を15種以上の藻類(2穏の

Euglenaを合む)で決定し、既知のものを加えて系統

樹を作成して、 Euglenaは、ベン毛虫に近縁であるこ

とを示唆するデータを得た.以上のことは、 Euglena

はもともと鞭毛虫であり、その葉緑体は共生した緑

藻に由来すると考えれば統一的に理解できる.

(生命誌研究館、分子系統)

(70) 0石丸八寿子・大浜武:緑藻ミトコンド

リアCOXI遺伝子に見いだされた遺伝暗号変異と分子

系統樹

緑藻及びそれに近縁と思われる藻類13種について

COXI遺伝子の一部 (450塩基)をPCR法で増幅し、

直接塩基配列を決定した。その結果、ヨコワミドロ

目 ア ミ ミ ド ロ 科 の Hydrodictyonsp.とPediastrum

加 ryanumにおいて通常は終止コドンであるUOAが

アラニンのコドンに、また同目セネデス科の

Scenedesmus quadriauぬではUOAがロイシンに変異

している可能性が示された。ミトコンドリアにおい

てUOAコドンが変異している初めての例である。ヨ

コワミドロ自においてペプチド解離因子がUOAコド

ンを認識できなくなったためにこのような遺伝子暗

号変異が引き起こされた可能性が強い。また、ハプ

ト務、 GephyrocapsaoceanicaではUAO(通常は終

止コドン)がトリプトファンに変異していることが

示された.このような、遺伝子暗号変異は藻類分類

の良い指標になると思われる。今回決定されたCO氾

データに既知のものを加えた分子系統樹を作成し、

遺伝暗号変異を加えたものを報告する。

(生命誌研究館、分子系統)

(72) 0石田俊一郎・・原 康明市・長谷川政美H ・悶悶典弘
H ・:クロララクニオ藻の業縁体の起源は?

クロロフィルa'b縞物には緑色植物門、ユーグレナ植物門、
クロララクニオ植物門が存在する.それらの葉緑体をみると、
緑色植物の薬縁体包践は2枚、ユーグレナ務は3枚、クロララ
クユオ務は4枚である.特にクロララクニオ藻では4枚の業縁
体包腕の外側の2枚と内側の2枚の聞にヌクレオモルフを有し
ていることから、光合成真核生物が無色の原生動物に取り込ま
れ、業縁体として保持された結果成立した生物群と考えられて
いる (2次的共生説).この業縁体の起源生物については光合
成色素組成の類似から緑色植物のブラシノ漢に近縁な生物と考
えられてきた.
我々はこの藻の葉緑体の起源生物を、業縁体のペプチド伸長

因子 (EF・百ゅのアミノ酸配列から系統樹を描くことによって
推定することを試みた。 EF・百Aは、進化的に保存されたタンパ
ク質で、比較的遣い関係にある生物群聞の系統推定に有用であ
り、加えてこの遺伝子が禁縁体ゲノムにコードされ、
18SrRNAでは知ることのできない業縁体の起源や薬縁体聞の
系統関係を解析するのに遮している.本研究では、クロララク
ニオ誕の l種(未記載齢、オオハネモ ωI/Yopsism四問ア
オサ通事綱)、乃rramimonasdisoma臼(ブラシノ藻綱) 3種の
EF・Tu遺伝子の部分配列 (88%)を決定しアミノ酸配列を推定
した.この結果と、すでにEF・Tuアミノ厳重E列が決定され公表
登録されているEuslena/11ョcilis.C1JJamydomonas reinhardtu 
(縁部綱).陸上植物 (3種)、クりプト議、盤通事 (3種}な
どとともに最尤法で系統樹を作成した.その結果、クロララク
ニオ務とユーグレナ藻はどちらもこの緑色植物の系統の中に位
置しており、これらの葉緑体の起源は原被光合成生物ではなく
緑色植物であり、さらに光合成色素組成からの推定とは異なり
クロララクニオ電車の禁縁体はアオサ誌類、またユーグレナ豊臣の
薬縁体はプラシノ藻類が起源であることが示唆された.

。筑波大・生物、"銃数研、"・東工大・生命理工}
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B本学術会議Jをなり .No.35 

第16期活動計画決まる

平成 6iHl月 日本学術会議広報委員会

… ……一一一
日本学術会識は. 9 JJ28日から30F-lまでの 3111111. 第 120同総会をl刻似しました。今闘の日本学術会議だより

では，総会の概要及ぴ第16M活動計jlujについてお知らせします。

………………………… 
日本学術会醜第120回総会報告

日本学術会議第120同総会li.平成6年 9}) 28 11から 311
聞にわたって関鍛きれました.

この中で，①第16期の活動の指針となる「第16lUli.'i動計
蘭(申合せ)Jを質成多数で可決しました.その他②第2部

世話担当の「環境法学・環境政策学研究巡絡委貝会Jの設

置及び第3節世話担当の「技術革新問題研究連総愛貝会」

を「技術革新・伎術移転問題研究連絡委貝会」に名称変犯

することを内容とした日本学術会議会員1Iの改11.:.③巡合1存
S健会附置将来計問委貝会を改縦して.移転相側1.i!H会を設

置するこ kをいずれも質成多数で可決しました。

なお.活動B!"jilijの内脊は.下iidのとJ;リです内

第16期活動計画(申合せ)

今世紀後半.世界は大きく変化し.今や瓜大な転検IUIを
迎えるに至った.人類は，多〈の新たなl問題にi紅iML.21 
世紀に向けてその生存と繁栄のための新たなl世界枚序を筏

索している.ここにおいて人鎮の「知」の適切な行使が求

められ.学術に対するlUI待が高まるとともに， ?j:術n体の

あq方もまた聞いなおされようとしている固このようなt!t
界情勢の'1'で.我が闘の3括的卸Jにむける・γ:術のíR~刊.はま
すます増大してお札我が闘の4・?米はーに学術の発岐にか

かっているといっても過itではなも」

本会議は，科学が文化問家の碁礎であるという締街に京
って，科学者の総意の下に，我が同のミlξ制的復興，入館1社
会の福祉に貢献し.世界の学界と提』揮して小術の進砂に前

与することを使命として設立された(11本学術会議法時ij丈)。

その後半世紀にわた1).本会識は:12が問の特ザ::fjの内外に
対する代表機関として.学術の進展に貢献してきたが.1-.
2己の学衡の重要性にかんがみ，本会議の果たすべき役割li，
さらに地大しつつある.

本会議は，その役割を遂行するために.以ドのとおリ第

16期における活動計商を定め.人文・社会科・''j:}，tぴ11然H
学を鏑経する我が悶唯一の機関であるという特色を生かし

つつ.これに即して活動する.

1.活動の視点

目本学術会議は.第16耳目の活動において.以トの悦点を

重鈍する.

(1)歴史的転換期にお付事斬たな展望の探求

人類の歴史は，今やJI¥大な転換期を迎え.その先行き

はきわめて不透明である.入額社会は.21世紀に向けて
その未来を切り開〈ために，学術の発燥をますます必要

とし.学術の主体性を舷立することを求めている. 11本
学術会識は.学術と社会との深い関わqに思いをいたし，
人文・社会科学及びn然科学にわたる我が問の4・ドi:l'iの

総怠を結集し.人鎖社会の新たな~~担の探求のために.
学術が来たすべき役割lを考銭する.

(2) 日本の学術研究体制の方向づけ

学符jが来たすべき役捌からみたとき.日本の学術研究

体制の現状には.早急に改善すべき点が多/?Ii旋する同

特に.その'1'紬をなす大fr.-研究機関.学術開休は， ~f 
究の進歩に f1~ う新たな専門分化や.急速に進行しつつあ
る学術の悶際化.t，市線化に早急に対応することをi自られ

ている.また.ニれらは.研究 1:の後継.r;を含む人材育

成における深却!なl付婚にil(iTdし.その克服のHWを際家

している。 11本"1:術会議1.1. 11本の学術術究体制lが新た

な状況に対応し人!1m会のJUI待に応える研究成果を'1，
みIBすことができるように.その}jll'J-プけについて協力

する.

(3) 国際学術活動への積徳的貫徹

42が問における予術の[司際交流は.従来ややもすると

先進諸闘のザ:術を受符することに重点が筒かれてきた.

しかし.今や42が問にlよ， r~~際平和の維進や環境問題の
解決等.地球的， F~I際的地伎の課題について， nらの研

究を充実させつつ.以;<世界の学術の~/j是に償鋭的に?年
ラすることが求められている。

このため， 11本マ:術会議は， f)本の学術が受け身の態

勢を脱L，その特色を'(，かしつつ， .111:界の"I'停jの党IJ是の
ためにイニシアティプを免拘『するニとができるように.

nらの役;切を来たすべきである。

2.量点観題

11本学術会識が対応すべき学術.1:の探題としては，(1)各
学術分野に共通する学術研究体制 1:の‘'!iiiliのJR要課題. (2) 

続投.人知社会がjf(lfIIしている1ft嬰課題で.人文・社会科

学からn然n"i:にわたる総合的な知見が必要とされている

もの. (3)今後間裂となって〈ると F怨されるマ:術的な筑波・

諜姻のうち.本会議として特に先見伎を発掬して研究繍涜

の戦術等を訴えるべきもの.が考えられる.

本会議は.これらの'1'から早急に取リ車11むべき1責点課題

を設定L，人文・社会科学からn然科学にわたる金分野の

科ザ':.r;の意見を結集Lて倹討にあたる.

これらのうち.特に緊急な対応を要する課題は.機動的
かっ早急に審議を行い.その結来を対外的に発表する.さ

らに.第16期中に発生するであろう新たな問題についても.

遅滞な〈対応する.

日本争体j会議は.党Jιして501f.i!i:くになるが.本会議そ

のもののあリ )jについても常に検討を続ける必嬰がある.

現時点において取り車IlL'べき策点課題を以下に示す.
(1) 21世紀に向けての新Lい学術の動向

「知IJの総合化や・"tflii311~}!l'tの ;Ij.縦成など.新しい学術
の動l白jを.とりわけパラダイムの転換を中心に犯催し.
21111:~に向けての宇都jのあり 1iについて検討する.
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(2) 学術研究体制の霊備

① 学術団体の支媛・強化方策

さまざまな困難に底的Iしている学術開休の現状を断

まえ.その支援・強化等の)j策について検討するの

② 大学・研究機関における研究基盤の改革

大学院重点化やセンター・オプ・エクセレンスの栴

想等我が国の研究体制の析しい動向を把娠し.大学・

研究機関における研究基健の改箪について検討する。

③優れた研究者の餐成・確保と教育

若者がま工系を始めとして長期の学制を要する争術

分野を離れる傾向が指摘されていることから，慣れた

研究者の養成・篠l!t}jmについて，教育のあり }jをも

含めて検討する。
(3) 科学者の婚位と社会的責任

女性科学者の研究環境の改持についてjlilllJを覚した第

15期に引き続き，学fllJ・思氾!の自IU.料''i:fiのJ也N:と1命
寝・社会的資任について検討を深める。特に.我が[iilの

若手研究者の研究環境を改善し，研究:tif:欲を l(iL!:させる

ために，科学者の地位・処遇.研究明の配分.業紙評価
のあり方等について検討する。

(4) 学術情報・資料の充実・登備

① 掌術におtする情報化の推進

今後極めて重要となるデータベースの11tJJX;やコンビ

ュータ・ネットワーク・システムの幣備など.学術に

おける情報化の推進方策について検討する。

②公的資料等の保存・施段の聾備と公開
公的資料等の保存.その施設・設備の幣備と公開予

統の確立についてさらに前進させる。

③知的財産指
急速な情報技術の進展に Ilい，顕iHじしてきた世II(I~

財産権の問題について，専門家の養成の問題をも合め

て検討する。
(5) 国際学術交流・協力の推進

① 学術における国際化の推進と国際対応カの強化

学術分野における悶際化の推進と闘際対応力の強化

方策について，いわゆるメガサイエンスにおける間際

協力のあり方をも含めて検討する。

② 国際的にバランスのとれた学術交涜・協力のあり方

欧米諸国との交流に偏っている現状を見献しバラ

ンスのとれた学術交流・協力を実現するために.アジ

アを始めとする世・界の諸地域との学術交流・協力のあ

り方や交流・協力のための基鍛の育成方策について検

討する。

③学術国際貢献のための新システム

学術分野における国際賞献のために必要とされ，第
15期において検討きれた新たなシステムの綿築につい

て.さらに努力する。
(6) 高蹴化社会の多面的検討

高鈴化の急速な進行に直i雨しつづも，健やかに老いる
ことのできる社会の築現のため.生き叩饗の問題や小児

期からのライフスタイルの改普.廠lJl. if.金・医療・縞

祉など高齢化社会に伴う経済上，法律上の諸問題、高俗
化社会に向けての研究開発体制.高骨骨化社会に適合しう

る医療とケアのシステムなどについて.老人医学をまfiめ
とする諸科学が協力して多面的に検討する。

(7) 生命科学の進展と社会的合意の形成

生命科学とその応用の急速な進展のもたらす倫現的，

社会的諮問題について，自然科学と人文・社会科学との
協力の下に検討し，これら諸問題の解決}j策の検討及び

これに対する社会的合意の形成に資する。
(8) 学術と産蝶

学術と産業の関わりの実態分析の uこ立ち，今日の学

術と産業とがそれぞれにとって有ーする窓義と問題点とを

明らかにするとともに，企業と大学・研究機関における
適切な研究の役割分担や基礎的研究の研究体制など，学

ff.iと1m業との|則係のあリ }jをhl改め(:.i:i置つntをも;'>，-めて
検討する。

(自) 地嫁環境と人間活動

人奴の経済社会活動の拡大等にflい深刻化している環

境問題について，エネルギーや 1:地の手11mなどの人間治
動との関連や，ライフスタイルのあリ Ji. 人1Jと食繍の

問題の検討を合め.持続可能な発援のための方策.及び

これに対する我が悶の貢献のあり方について検討する。

(10) 脳の科学とこ二ろの問題

今後のザ:術研究に JH、て震裂な学際的課題となること

が子怨される脳の科学とこころの問題について. 21世紀

にI('Jけてのザ:術研究J-.の課題と展製とを191らかにすると

ともに，今後の研究体制のあり方について検討する。

(11) アジア・太平洋地域における平和と共生

同i標的な :'11.制 lの 1111閣が新たな機.f:1Iを fi~_ している冷戦後
のi":界情勢を検川する，'，て1 特にアジア・太平i利也械に

おける平和と安全に関連する諸要因を分析し貧閣の克

服と編祉の楠進.経済発展と科学技術，文化の相互関係

と多様な価IdIの J~rI:の問題など，平和と共生に寄与する
ための学術的視点について.アジア・太平洋地域に重点

を買いて検討する。

(12) グローパリゼーションと社会構造の変化

ilt界が. 1可際化・情報化・ ili場経済{じなどを通じてグ

ローパリゼーションにI('Jかつて大きく変化している'1'で.

J誌が国の産業1E洞化， 日本型経営・雇用慣行の変化， 多

悶籍企業や知的財1京備の!問題.市民生活・文化へのイン

パクトなど社会栴i世に'1:じている新しい課題を洞察し.
これに抜本的に対処するため.学術的倶点から検討する。

3.重点螺題の審隠

上記の量点課題の帯織は，常霞委員会及び今J!l1の当初設

罰する特別委員会(耳Ij決2)がこれにあたる.両委員会は.

速やかに審議を行い，第16期中{緊急性のあるものについ

ては. 1年ないし 2年以内)に検討結果を発表する.常援

委員会.特別委員会及び研究連絡委員会は，相互の連絡・

協力を畿にする。

なおt 'i首置袋貝会Jiぴ特別委員会の所掌事項は別表 1及
び 2 に ;J~すとおリである。

(日1)表l及び日1)表2省略)

※参考
〈常置委員会名事 項)

第 1~常置ー研究連絡委員会活動活性化の方策及び日本学
術会織の組織に関すること a

第2常置一学f1ij・思想、の自由並ぴに科学者の倫理と社会

(I'~ ì'ft.f.及びI也事Yの 1~L1二に関すること。
第3常置-!"f:符1の動向の現状分析及び学術の発肢の長期l

的動向に関すること。

第4常置 自IJj主的研究餓成のための学術体制に関するこ

とJiぴ学術関係諸機関との連携に関すること a

第5常置一学術情報・資料に関すること。
第6常置一同際す:術交流・協力に関すること(第 711¥.慣

委民会の事項に属するものを除<l。
第7常置 学術に関する国際I骨体への対応及ぴその団体

がliう同際学術協力事業・計良iへの対応に関

すること。
〈特別委員会名〉

高齢化社舎の多面的検討

生命科学の進展と社会的合意の形成

学術と産君臨

研究者の聾成・砲保と教育

地球環境と人間活動

脳の科学とニニろの問題
アジア・太平洋地織における平和と共生

グローパリゼーションと社会構造の変化

W:l 特別委の検討事項は r2重点課題」の関係項に同じ。



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ピル4階)

阿寒観光汽船株式会社 (085・04北海道阿寒郡阿寒町字阿寒湖畔)

株式会社シロク商会 (260千葉市春日 1・12-9・103)

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)

有限会社浜野顕微鏡(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)

神協産業株式会社 (742・15山口県熊毛群田布施町波野962・1)

理研食品株式会社 (985宮城県多賀城市宮内 2丁目 5番60号)

株式会社白寿生科学研究所 (351朝霞市栄町3-3-7)
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氏名

*Name 

日本藻類学会入会申込書
{コピーしてお使い下さい)

19 年度より入会 19 年

19 年月 日生

月

(Far凶lyname) (Given name and initials) 

所属機関名

*In副知tion

住所干

* Institutional Address 

電話

e-mail 

自宅住所干

*Ad侃 ss

電話

(学生会員の場合)

指導教官の署名

FAX 

FAX 

会誌の送り先

日勤務先・口自宅

日 申し込み

*の項目は英語またはローマ字でご記入ください。英文誌の送付に必要です。

(年会費:普通会員 7，αm円，学生会員 5，0∞円)

会費納入方法 口 同 封 口郵便振替

【入会申込書送付先】〒 169東京都新宿区百人町3-23-1国立科学博物館分館

北山太樹百L03・3364-7136;FAX03品 64-71倒

【会費払込先】郵便振替 口座番号∞180ふ 68429加入者名:日本藻類学会

|鮒 |名簿 |脚jスト |入金確認 |学会鯨





海津環鳩・ 必携の書グ

図鑑海藻の生態と藻礁
編者=徳田 慶・川嶋昭二・大野正夫・小河久朗

本書は、天然の通で海藻ガ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、を紹介しだ世界に例のない図鑑でもある。

.85判上製総ページ 198p
力ラ一ページ 179p

定価 14800円 〈税込/送サービス)

生態編では、緑藻42橿、間藻72橿¥来I藻80種、通草6橿の総言十20併重をオ-)レ力ラ 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、泊中での藻礁上

の海藻の生育状態、あるいは動物の帽集状態を経時的に撮影しだ82点に及ぶ力ラー写真で示

しだ。

藻場造成にかかわる方々はもちろんのこと、沼津環境の保全に意欲と関山をお持ちの一般

の万々にも¥本書は幅広く受け入れられるであろう。

東京都豊島区池袋 2-14-4 池袋西口スカイ ビル8F I緑書房|飢阿



藻類の生活卑集成全3巻堀輝三編 (送料各巻450円)

ClB5種)85判・ 450頁・定価8240円 94年2月第1巷緑 色藻類
第E巷褐藻・紅藻類 Cl71種)85判・ 424頁・定価8240円

第3巷単細胞・鞭毛簿類 Cl4B種)85判・ 372頁・定価7210円 全 巻 揃 う

藻類の研究者115名が自らの研究成果と資料をもとに執筆に当たり，現時点で明らかになっ

ている藻 (502種)の生活史・生活環を線図で集大成した初めての本。

本書の構成は，図を左頁に対面する頁に和英の解説文をつけて 2ページを 1単位として組

み立てである。執筆者によるオリジナルの線図は，藻類のライフサイクルを一見して理解させ

それに簡明な解説を付す。さらに教育的配慮から多くの種について分布図を，そして各巻ごと

に同義語を，各巻の巻末に学名総索引・和名索引を収録して読者が使いやすいよう工夫した。

藻類を専門とする研究者や中学・高校の生物の先生，水に関連する研究所や企業の方々を初め，

藻類に興味をもっ人々にとって，長い間出版が望まれていた本である。

刊行は9月に第E巻を:11月lこ第3巻を:94年E月に第1巻を刊行し完結。[呈内容案内]

一一新刊刊行のお知らせ一一

写真で見各種の同定と分類/

淡水藻類写真集第13巻
第1期10巻に続き今秋から年2-3冊を刊行して10

巻(1000種)を目標とする。これにより 2000種とな

り利用価値も高まる。 (14巻3月末刊行)

山岸高旺・秋山優編
85判・ 1凹シート定価7210円

製本様式を下記のようにいたしました。

E穴・並製箱入り干各380円

既刊第1期10冊 1• 2巻定価4120円/3-10巻定価日50円(干各380円)

の生態日有賀祐勝 A同 … 買P.l1!I 共編
H'1!f坂本充・横浜康継 定価13，184円(干450円)

日本淡水藻図鑑
鹿瀬弘幸・山岸高旺編 臼本ではじめて創られた
本格的な図鑑。淡水藻類の研究者や水に関係する
方々にとっては貴重な文献である。

定価39140円

藻 類学総説

植物組織学
猪野俊平著植物組識学の定義・内容・発達史か
ら研究方法を幅広く詳述した唯一の書。

定価18540円

ナマコとウニ
鹿瀬弘幸箸 藻類の分類と形態を重点に置いて， 民謡と酒のさかなの話一一
克明な図により丁寧に解説する。 定価10300円大島廃著 定価1009円

水の環境科学 生物学史展望
鈴木静夫著公害防止から環境保全へと時代が変 井上清恒著五千年にわたる生物学の流れを時代
わり本書は水の環境の現実を解説する。 の経緯と共に語る。 定価5974円

定価2472円

内田老鶴圃
⑤ 112東京都文京区大塚 3-34 -3 
電話(03)3945-6781 FAX (03) 3945-6782 (価格は税込)



学会出版物

下記の出版物をご希望の方に頒布いたしますので，学会事務局までお申し込み Fさい。(価格は送料を含む)

1. r藻類」バックナンバ一 価格， 会員各号 1，750円，非会員 3，000円， 30巻号ー(創立 30周年記念増大号， 1・30

巻索引付き)のみ会員 5，000円，非会員 7，000円，欠号.1-2巻， 4巻 1，3号， 5巻 1，2号， 6-9巻全号。

2. r藻類」索引 ト10巻，価格会員 1，500円，非会員 2，000円， 11-20巻，会員 2，000円，非会員 3，000円，創立

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

3.山田幸男先生追悼号 藻類 25巻増補. 1977. A5版， xxviii+418頁。山田先生の遺影，経歴・業績一覧・追悼文

及び内外のi菜類学者ーより寄稿された論文 50編(英文 26，和文 24) を掲載，価格7，000円。

4.日米科学セミナー記録 Contributions to the systematics of the benthic marine a1gae of the North Pacific. 1. A. Abbott . 

黒木宗尚共編. 1972. B5版.xiv+280頁， 6図版.昭和46年8月に札幌で、行われた北太平洋産海藻に関する日米

科学セミナーの記録で， 20編の研究報告(英文)を掲載。価格4，000円。

5.北海道周辺のコンブ類と最近の増養殖学的研究 1977. B5版， 65頁。昭和 49年9月に札幌で行われた日本藻

類学会主催「コンブに関する講演会」の記録。 4論文と討論の要旨c 価格 1，000円。
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