
つ口九百可可ア一一一一一一 百三アー|

The Japanese Journal ofPhycology (Sorui) 

第 51巻第2号 2003年 7月 10日



日本藻類学会

日本藻類学会は1952年に設立され，藻学に関心をもち，本会の趣旨に賛同する個人及び団体の会員からなる。本会は定期刊行

物PhycologicalResearch (英文誌)を年4回， r藻類J(和文誌)を年3回刊行し，会員に無料で頒布する。普通会員は本年

度の年会費8，000円(学生は5，000円)を前納するものとする。団体会員の会費は15，000円，賛助会員の会費は 1口30，000円

とする。

問い合わせ，連絡先

(庶務) 〒990-8560 山形市小白川町1-4-12 山形大学理学部生物学科

菱沼佑 Tel023-628-4615 Fax 023-628-4625 e-mail hishinum@sci.kj.yamagata-u.ac.jp 

(会員事務担当:入退会，住所変更，会費) 干780-8520 高知市曙町2-5一1 高知大学理学部自然環境学科

峯一朗 Tel088-844-8309 Fax 088-844-8356 e-mail mine@cc.kochi-u.ac.jp; jsphycol@anet.ne.jp 

(会計) 干990-8560 山形市小白川町ト4-12 山形大学理学部生物学科

横山亜紀子 Tel023-628-4610 Fax 023-628-4625 e-mail akiko@sbiol.kj.yamagata-u.ac.jp 

和文誌「藻類Iへの投稿:干 514-8507 津市上浜町1515 三重大学生物資源学部

前川行幸 Tel 050-231-9529 Fax 059-231-9523 e-mail maegawa@bio.mie-u.ac.jp 

英文誌PhvcologicalResearchへの投稿:干 780-8520 高知市曙町2-5-1 高知大学理学部自然環境学科

奥田一雄 Tel & Fax 088-844-8314 e-mail okuda@cc.kochi-u.ac.jp 

日本藻類学会ホームページh社p://剛腕oc.nii.acjp/jsp/default.ht附1-

2002-2003年役員

会 長:原慶明(山形大学)

庶務幹事:菱沼佑(山形大学)

庶務幹事:峯一朗(高知大学) (会員事務担当)

会計幹事:横山亜紀子(山形大学)

評議員:天野秀臣(三重大学)

井上勲(筑波大学)

今井一郎(京都大学)

奥田一雄(高知大学)

片岡博尚(東北大学)

川口栄男(九州大学)

嵯峨直匠(北海道大学)

田中次郎(東京水産大学)

寺脇利信(瀬戸内海区水産研究所)

和文誌編集委員会

委員長:前川行幸(三重大学)

副委員長:倉島彰(三重大学)

実行委員:飯間雅文(長崎大学)

石田健一郎(金沢大学)

出井雅彦(文教大学短期大学部)

大野正夫(高知大学)

長田敬玉(日本歯科大学)

神谷充伸(神戸大学)

北山太樹(国立科学博物館)

洲崎敏伸(神戸大学)

問中次郎(東京水産大学)

南雲保(日本歯科大学)

村上明男(神戸大学)

中原紘之(京都大学)

藤田大介(富山県庁)

藤田雄二(長崎大学)

本村泰三(北海道大学)

前川行幸(三重大学)

真山茂樹(東京学芸大学)

横浜康継(志津川町自然環境活用センター)

吉崎誠(東邦大学)

渡辺信(国立環境研究所)

委員:井上勲T誌面長手}

今井一郎(京都大学)

岡崎恵視(東京学芸大学)

片岡博尚(東北大学)

藤田雄二(長崎大学)

堀輝三

堀口健雄(北海道大学)

横浜康継(志津川町自然環境活用センター)

渡辺信(国立環境研究所)



漠類 Jpn.1. Phycol. (Sorui) 51: 117 -121， July 10， 2003 

三重県銚子川河口域の付着藻類植生およびそこに生息するアユ

Plecoglossus altivelis altivelisの消化管内容物における藻類組成
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composition of the gut ∞ntents of ayu Plecoglossus altivelis altivelis in the estuary ofthe Choshi River， Mie Prefecture， Japan. Jpn. J. 

Phycol. (Sorui) 51: xxx-以 x，July 10， 2003 

Benthic algal flora and the algal composition of the gut contents of a戸IPlecoglossus altivelis altivelis were investigated in the estuary of the 

Choshi River唱 MiePrefecture， Japan. In the estuary benthic algal communities were composed mainly of Stigeoclonium sp.， lsactis sp. Plectonema 

sp. and Navicula tenelloides， while Homoeothrixjanthina and Achnanthidium convergens predominate in the freshwater region. The main 

components in the gut contents of ayu captured in the estuary were algae which included Stigeoclonium sp.， Plectonema sp. and several 

diatoms (Amphora actiuscula， Haslea spicula， Melosirajurgensi， M. varians， N. tenelloides， Nit=schiafrustulum and N. palea). The gut 

contents were similar to the benthic algal composition in the estuary， comparing with that in the freshwater region. Benthic algae are the one of 

白esignificant primary producers in the estuary ofthe Choshi River， which provide the basic energetic source for ayu. 
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河口域は，潮汐により塩分が周期的に変動する環境変化の 口域および淡水区聞における付着藻類群落の種類組成と比較

激しい区間であり，これまでに河口域特有の付着藻類植生が したので報告する。

報告されている(小島 1950，造力・広瀬 1975，後藤 1978，

1979， 1986，小林 1981，真山・小林 1982，Nagumo & Hara 
1990，山川 1994)。一般に，河口付近では腐食連鎖あるいは

植物プランクトンを l次生産者とする食物連鎖が主体と考え

られており (Vannoteet a1. 1980)，河口域における付着藻

類の生態学的役割は，マングロープ林および干潟生態系を除

き，ほとんど注目されていない。

三重県中部を流れる銚子川は，台高山脈に源を発し尾鷲湾

に流入する流域面積99.4Km2，延長約 18Kmの清澄河川で、ある。

銚子川では，河川を遡上せず河口域に留まるアユ

(P1ecog1ossus a1tive1is a1tive1is Temminck & Schlegel) 
の存在が知られており，"シオアユ"と呼ばれている。アユは，

日本の河川に広く分布する藻食魚であり，その採食は付着藻

類群落に大きな影響を及ぼしていることが知られている (Abe

et a1. 2000， 2001)。しかし，これまでに，"シオアユ"の

採食生態に関する報告はなく，河口域でのアユと付着藻類の

関係は明らかにされていない。本研究では，銚子川河口域に

おいて捕獲した"シオアユ"の消化管内に藻類を確認し，i可
Fig. 1. Maps of the Choshi River and the study sites (St. 1， 2， and 3) 



118 銚子川河口域の付着藻類植生およびアユの食性

Table 1. List of algae taxa identified in the benthic algal communities at the three study sites and in the gut contents of ayu (A) 

capt町 edin the estuary. Site 1 and 2 (1 and 2) were in the estuary and Site 3 (3) was in the仕eshwaterregion. Plus mark (+) 

indicates presence. 

Taxa 2 3 A 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes brevipes var. intermedia + + + 

A. kuwaitensis + + 

Achnanthidium convergens + + + + 

A.japonica + + + 

A. minutissimum + + + + 

A. subhudsonis + 

Actinocyclus normanii + + 

Amphora αctiuscula + + + 

A inariensis + 

A. pseudoholsatica + + 

A. ventricosa + 

A. sp. + 

Bacillaria paxillifer + + 

Berkeleya rutilans + 
Ceratoneis arcus var. recta + + + 

Cocconeis placentula + + + + 

C. scutellum + + + 
C. shikinensis + + 

Cymbella japonica + 十

C. minuta + + + + 

C. trugidulla + + + + 

Diatoma mesodon + 十

Diploneis ellipticα + 

Eunotia arcus + + 
Fragilaria capucina + + 
F. vaucheriae + + + 
Gomphonema clevei 十+ + 
G. minutum + 

G. parvulum + + + + 
G. quadripunctaum + 

Gomphonemopsis pseudexigua + + 
G. sumatorense + + 
Haslea spicula + + 
Luticola goeppertiana + + 
Mαstogloia exigua + + + 
M. pusila可彼.pusilα + + 
Melosira jurgensi + + + 

材料と方法

付着藻類の採集は， 2000年 7月4日に，銚子川河口より 0.2，

0.5kmおよび3.2km上流の 3地点(それぞれ， St. 1， 2， 3)で

行った (Fig. 1)。河口域の2地点(St. 1， 2)における表層水

の電気伝導度は，干潮時(7月3日， 13:50)および満潮時(7月

4日， 6: 30)とも 0.08-0.42mSで、あった。一方，河床では潮

の干満に伴い，電気伝導度が0.33mS(干潮時)から 16.51mS(満

Taxa 2 3 A 

M. varians + 

Navicula cη'Ptocephala + + + 

N.cη'ptotenella 十

N. decussis + 

N. digitoradiata + 

N. gregaria + + + 

N. heimansioides + + + 

N. mollis + + + 

N. pavillardii + + 

N. tenel/oides + + 十

Nitzschia brevissima + 

N. dissipata + 

N‘filiformis + 

N. frustulum + + + 

N.pαlea + + + 
N. scalJフelliformis + 

Planothidium de/icatulum + 

P.lanceolαta + 十

Pleurosigma salinarum + 

Psammothidium bioretii + 

Reimenia sinuata + + + + 

Rhoicosphenia abbreviata + + + 

Rhopalodia constricta var. minor + + 

Synedra ulna + + + + 
Tabubularia investiens + + + 
T. parva + + + 
CYANOPHYTA 

Chamαesiphon sp + 

Homoeothrix janthina + 
Jsactis sp. + 
Lyngbya sp. + 十

Phormidium sp. + 
Plectonemαsp. + + + 
Xenococcus sp. + + 
CHLOROPHYTA 

Enteromorpha prolifera + + 
Stigeoclonium sp. + + + 

潮時)に上昇し，満潮時には塩水襖の侵入がみられた。付着藻

類試料は，各地点において無作為に選んだ、数個の石から，ナ

イロンブラシを使ってこすり落し， 5見ホルマリンを用いて

固定した。さらに， 7月4日に， St. 1および2付近にて，投

網を使いアユ4個体(平均士標準偏差，標準体長93.8土6.4mm，

体重5.00士1.32g)を捕獲し， 10見ホルマリンで固定した。そ

の後，固定したアユから胃を摘出し，消化管内容物を開ホル
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Figs 2-6. Fig. 2. Scigeoc/onium sp.. Fig. 3. Pleclonema sp.. Fig. 4. Isactis sp.. Figs. 5. Enteromolpha pro!Jfera. Fig. 6. Homoeothn:r janthina. 

マリン用いて保存した。

付着藻類および消化管内容物試料は，細胞計数板を用いて

緑藻およびラン藻を同定し，光学顕微鏡(x40)5視野内におけ

る緑藻およびラン藻の被度を算出し優占度とした。さらに，

この段階で珪藻細胞数を計数した。その後，試料を南雲

( 1995)の方法を用いて洗浄し，プノレーラックスに封入後，光

学顕微鏡(x100)を用いて珪藻を同定した。この|探，出現種ご

とに被殻数を計数し，総被殻数400個以上にて相対頻度を求

めた。また，顕微鏡写真から，各珪藻種の殻面面積を算出し

た。各珪藻種の優占度は，光学顕微鏡5視野内の珪藻細胞数

に，相対頻度および殻面面積を掛合せ求めた被度により表し

た。アユ消化管内容物と付着藻類群落の種類組成の比較は，

Standerの類似度 (Mclntire& More 1977)を用いて行った。

一部の珪漢については，試料を定法(長田 ・南雲 2001)により

処理後，走査電子顕微鏡(Hitachi S-400)および透過電子顕微

鏡(JEOL-2000EX)を用いて観察した。

結果

銚子川3地点より採集した付着藻類試料より， 67分類群(緑

藻 2分類群，ラン藻 7分類群，珪藻 58分類群)を同定した

(Table 1)。そのうち，河口域の St.1では，淡水性の糸状

緑線Stigeocloniumsp. (Fig. 2)， Plectonellla sp. (Fig. 3) 

および地viculatenelloides Hustedt (Figs. 16-19)が， St. 

2ではIsactissp. (Fig. 4)およびPlectonemaspがそれぞ

れ優占 (5駅優占度)していた。また，河口域の2地点では，汽

水域 から沿岸域にかけ て 分 布 が 知 ら れ て い る 緑藻

En teromor.ρ'ha prolifera (Mueller) J. Agardh (Fig. 5)およ

び珪藻Actinocyclusnormanii (Gregory ex Greville) Hustedt 

(Fig. 9)， Jlchnanthes brevipes var. intermedia Kutzing 

(Fig. l1a， b)， Cocconeis plecentula Ehr巴nberg(Fig. 12a， 

b)， C. scutel1um Ehrenberg(Fig. 13a， b)， C. shikinensis 

Hid. Suzuki(Fig. 14a， b)，flaslea spicula (Hickie) Lange-

sertalot (Figs. 30-32)， Hastogloia pusila Grunow (Figs. 

20， 21)， Synedra ulna (Ni tzsch) Ehrenberg (Fig. 36)， 

CYlllbel1a japonica Reich. (Figs. 34， 35)が準{互占 (1犯行亙占

度く5覧)して出現した。一方，淡水区間のSt.3では，糸状ラ

ン藻/わlIloeothrixjanthina (sornet & Flahault) Starmach 

(Fig. 6)およびバchnanthidiulllconvergens (Kobayasi) 

Kobayasi (Fig. 10a， b)が優占していた。各地点聞における

付着藻類組成の類似度は， S t. 1-2問でO.362， St. 1 -3問

でO.000およびSt. 2-3問で 0.001であった。

"シオアユ"の消化管内容物は主に藻類により占められ，53

分類群(緑藻 2分類群，ラン藻 2分類群，珪藻 49分類群);を

同定した (Table1)。そのうち，糸状緑藻Stigeocloniumsp. 

および糸状ラン藻 Plectonellla sp.の他，珪藻 Amphora

actiuscula Iくutzing (Figs. 22-24)， fI. spicula， Afelosira 

jurgensi Agardh (Fig. 7)， Af. varians C. Agardh (Fig. 8)， 

!I( tenel1oides， Nitzschia frustulum (Kutzing) Grunow 

(Figs. 25-27)， N. palea (Kutzing) W. Smi th (Figs. 28， 

29)が優占して観察された。さらに，E. protifera， 

Achnanthes kuwatiensis Hendey (Fig. 15)， A. brevipes 

var. jnterllledia， A. normanl1， 8erkeleya rutilans 

(Trentepohl) Grunow (Fig. 33)， C. scutellum， C. 

shikinensis， kI. pusilaおよびS. ulnaが準優占して観察さ

れた。"シオアユ"の消化管内容物の藻類組成と 3地点におけ

る付着藻類群落の種類組成を比較した結果(Fig.37)，類似度

は3地点問で呉なり(フリード‘マン検定， df = 2， x.2 = 6. 500， 

Pく0.05)， St. 1および St. 3問で有意な差が認められた

(ボンフエローニ型多重比較，P <0.05)。

考察

銚子川河口域の付着藻類他生は淡水区間の種類組成と大き

く奥なり，淡水性から海産性まで塩分に対し様々な耐性を持

つ藻類が観察された。また，何口域の調査地点では，小型羽
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Fig. 37. Similarity values (n = 4) between the algal compositions of the gul 

contents of ayu and of the benthic algal communities at the three study 

sites (St. 1， 2 and 3). St. 1 and 2 was in the estuary and St. 3 waぉin

仕eshwaterregion. Verticallines indicate standard deviations 

状珪藻N. tenelloIdesが優占して出現した。本種は，湿地お

よび蘇類に着生する他，様々な電解質濃度の水域に出現する

ことがと記載されており (Kramer& Lange-Bertalot 1997)， 

塩分に対し広い適応性を有していることが予想される。-)j，

淡水区間では，糸状ラン藻H. janthinaおよびA. convergens 

が優占していたo H. janthinaの優占は，他の清澄河川にお

いても頻繁に観察されており (Kobayasi 1972，田中・渡辺

1990) ，特にアユの採食により促進されることが知られている

(Abe et a1. 2000， 2001)。銚子川の淡水区間には，アユの

他，ボウズハゼ、(5i・cyopterusjaponIcus (Tanaka))が多数生

息しており，これら藻食性魚類の5齢、採食圧は，淡水区間の

付着藻類群落に大きな影響を及ぼしていることが予想される。

一般に，河口域では，川の流れが弱く土砂の堆積が顕著と

なるため，腐食連鎖あるいは値物プランクトンを l次生産者

とする食物連鎖が主体と考えられている (Vannote et 81. 

1980)。しかし，本研究では，銚子川河口域にて捕獲したアユ，

いわゆる"シオアユ"の消化管内において，河口域に優占あ

るいは準優占する付着藻類が数多く認められた。さらに，河

口域での潜水調査により，河床の石に付着した藻類をアユが

採食していることも観察されており，付着藻類は河口域に留

まる"シオアユ"にとって重要な食料源になっていることが

考えられる。海岸に接した急峻な斜面を流れ下る日本の清澄

河川では，河口付近においても藻類の基質となる転石が散在

し，河床まで十分に太陽光が届く環境にある。そのため，河

口域生態系においても付着藻類が重要な l次生産者として機

能しうるものと考えられる。
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広島湾の岩礁'性藻場をつくる海藻の現存量とその季節変化

内村真之 H ・新井章吾2・吉川浩二3・吉田吾郎3・寺脇利信3

l科学技術振興財団(〒 332-0012埼玉県川口市本町4-1-8，

勤務地;瀬戸内海区水産研究所 〒739-0425広島県佐伯郡大野町丸石2-17-5)

2 (株)海藻研究所 (〒 811-0114福岡県粕屋郡新宮町湊坂3-9-4)

3瀬戸内海区水産研究所 (〒 739-0425広島県佐伯郡大野町丸石2-17-5)

浅海の岩礁域において大型海藻類により形成される藻場

は，潮間帯やサンゴ礁域等とともに，海洋生態系における不

可欠な構成要素である(山本 1973)。藻場は，多くの魚介類

の産卵・保育場となり，また，餌料等を提供することから，漁

業生産上きわめて重要である(日本水産資源保護協会 1984)。

加えて，藻場は，近年問題となっている大気中の CO2濃度の

増加に対し，有効な炭素貯蔵場として着目されている (Smith 

1981， 徳田ら 1987)。日本沿岸の岩礁域で、藻場をつくる大

型海藻類の生物学的特性や，魚類などの動物群集の生活史に

おける藻場の役割，および藻場造成の具体的な手法について

は，日本水産資源保護協会(1984)の報告が出されている。ま

たその後，新たな知見を加えた，藻場の機能と造成に関する

総説も刊行された(水産庁中央水産研究所 1997)。

瀬戸内海西部の広島湾では，植物プランクトンによる一次

生産を基礎としたエネルギーフローならびに物質循環の機構

の解明が進められてきた(岡市ら 1996)。しかし，同様に重

要とされている藻場における一次生産の役割についての知見

は，きわめて少ない。

浅海域の生物生産機能およひ、物質循環機構に果たす藻場の

役割をより正確に解明するためには，海藻類の総現存量の把

握に加え，海藻体による炭素・窒素などの吸収・固定量，体

外排出量，呼吸や枯死による流出量，藻食動物による被食量

などの収支を把握することが必要である。広島湾の岩礁性藻

場に関しては，生育する海藻類の水平垂直分布様式の把握

(寺脇ら 2001)に続いて，炭素・窒素含量とその季節変化が

解明(吉田ら 2001)された。そこで，本研究は，広島湾内の

主要な岩礁性藻場における刈り取り調査の結果及び，藻場面

積に関する既存知見(環境庁 1994)から，広島湾内の海藻類

Table 1. Areas of seaweed beds in Hiroshima Bay (ha.). 

の総現存量を概算した。また，算出された海藻類の総現存量

を炭素および窒素量に換算し，広島湾における岩礁性藻場の

物質循環機能を解明する基礎的知見を得たので報告する。

環境庁自然保護局 (1994)による 1991年時点の広島湾にお

ける岩礁性藻場の類型別の面積を Table1に示した。合計値

は，呉湾部で 5ha，広島湾北部で4ha，広島湾中央部で 19

ha及び，広島湾口・安芸灘部で477haの，合計505haで

あった。従って，広島湾における岩礁性藻場は， 1991年時点、

において総面積505haの内，呉湾部に 1%，広島湾北部に 1%，

広島湾中央部に叫及び，広島湾口・安芸灘部に94%が分布し

ていた。広島湾全域に分布するのはガラモ場のみで，カジメ

場およびテングサ場の全てアオノリ・アオサ場及び，その他

の大部分が広島湾口・安芸灘部に分布した。

広島湾内の本土側及び，島唄部の南東方向に海面が開けて

いる5地点を調査地として選定しFig. 1に示した。すなわち，

広島県佐伯郡大野町の役生鼻地先 (St.1，大野と略する)，広

島県佐伯郡宮島町の厳島青海苔浦地先 (St.2，厳島)，広島県

大竹市の阿多国島観音鼻地先 (St.3，阿多国島)，山口県岩国

市柱島の新宮鼻地先 (St.4，柱島)及び，山口県大島郡東和

町屋代島の浅石の瀬 (St.5，屋代島)である (Fig.1)。寺脇

ら (2001) による岩礁性藻場をつくる湾内の海藻類の水平・

垂直分布様式をもとに，主要な 9種の湾内の代表的群落にお

いて現存量を調査した。それぞれの種類の代表的群落の調査

地および水深帯は，ヒジキ Sargassumfusiforme (Harvey) 

Setchellが阿多国島および屋代島の潮間帯(水深 +1~O m) 

の岩上，クロメ Eckloniakurome Okamuraが阿多国島，柱

島及び，屋代島の水深 4~6 m の磯上，ノコギリモク

Sargassum macrocarpum C. Agardhが阿多国島及び，柱島の

Classification of seaweed bed KureBay Area Northern Area Central Area Mouth and Aki Sea Area Total 

Sargassum bed 2 2 19 148 171 

Kelp (Eisenia and Ecklonia) bed 。 。 。 37 37 

Undaria bed 。 。 。 。 。
Red turf 。 。 。 33 33 

Green turf 3 。 。 124 127 

the others 。 2 。 135 137 

Total 5 4 19 477 505 

覧 oftotal 1.0 0.8 3.8 94.4 100 

*現住所;海洋科学技術センター(干 237-0061神奈川県横須賀市夏島町2-5)
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Fig. 1. Location of the five sampling sites and the divided four area of Hiroshima Bay 

水深 1--3 mの磯上，アカモク Sargassumhorneri (Turner) 

C. Agardhが柱島の水深 0--1 mの岩と礁の境界域，ワカメ

仙ぬ'riapinnatifida Suringarが柱島の水深 0--1mの岩

と礁の境界域，マクサ σ'elidiumelegans Kutzingが阿多国

島の潮間帯(水深+1 --0 m)の岩上，アナアオサ Ulva

pertusa Kjellmanが大野の潮間帯(水深 +2--0 m)の岩上，

フサイワズタ白ulerpaokamurae Weber-van Bosse in Okamura 

が阿多国島の水深 5--6mの米粒大の小磯混じりの砂泥上，

ヤハズグサ Dictyopterislatiuscula (Okamura) Okamuraが

厳島の水深 0--1mの岩上である。

1999年4月(春)， 1999年 7--8月(夏)及び， 1999年 12

月--2000年2月(冬)に，一辺 50cmの方形枠を用い，着生

基質上の海藻類を3枠採取した。大型褐藻類については，採

取枠の近辺における大型個体10本の全長を測定し平均長を求

めた。また，成熟器官の有無を記録した。採取した海藻の藻

体を実験室に持ち帰り，爽雑物を海水でできるだけ洗い落と

し，ペーパータオルで表面の余分な水分を取り除いた後測定

し湿重量 (kgw. w.)を測定した。さらに，試料の一部は，恒

温乾燥機 (SANYOMOV-212F(U)) により 85"Cで恒量に達する

まで乾燥させ，乾重量 (kgd.w.)を測定し乾重量/湿重量比

を求めた。

環境庁の第4回自然環境保全基礎調査 (1994)を基に，屋

代島以北の広島湾を，呉湾部，湾北部，湾央部および湾口・

安芸灘部に4区分して (Fig. 1)，それぞれの岩礁性藻場面

積を集計した。各調査測点における海藻類の年間最大現存量

及び，乾・湿重量比の結果は，上記の環境庁報告書 (1994)に

おける藻場の類型と対応させて整理した。すなわち， rガラモ

場Jとしてホンダワラ類3穫の 5測点(ヒジキ2測点，アカ

モク 1測点およびノコギリモク 2側点)の結果を，同様に「カ

ジメ場」としてクロメの3側点の結果を， rテングサ場Jとし

てマクサの1測点， rアオノリ・アオサ場」としてアナアオサ

のl測点， rその他」としてヤハズグサおよびフサイワズタの

2測点の結果を対応させ，湾内の総現存量の推定に用いた。

現存量および藻長の季節変化

阿多国島のヒジキ群落では，春に，藻長62cm，現存量4.7 

Atada-)Ima Is. Yashircト，jimals.

Biomass Length 

Sprlng 1999 ~ @ 

Summer1999 口 。
Wlnter2000 • • 
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，曲、
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80 ii -60 i 
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。

Fig. 2. Seasonal changes in the biomass and plant length of Sargassum 

/us，必'rmeat each station in Hiroshima Bay. 
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Fig. 4. Seasonal changes in the biomass and plant length of Sargassum 

macrocarpum at each station in Hiroshima Bay 

Wlnter2000 • Winter2000 

で年

間最大であった (Fig・5)。

ヤハズグサは夏に，現存量が 3.0kg w.w./m2 (98%) 

間最大で、あった (Fig. 5)。

藻体の乾・湿重量比

それぞれの海藻を各調査地点毎及び，各季節(春，夏，冬)・

各部位毎に 3~5 サンプルを測定し平均した (Table 2)。

ヒジキ:茎・根部で 18.1% (::t3. 3)及び，枝・葉部で 13.0覧

(::t1. 1) を平均し乾・湿重量比 15.6%(::t3.6)が得られた。
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Fig. 5. Seasonal changes in the biomass and plant length (only Sargassum 

horneri and Undana pinnatifida) at each station (Sargassum hornen; Undana 

pJ加 atifida:Hashira-jima， Gelidium elegans， Caulerpa okamurae: Atada-

jima， UJva pertusa: Ohno， Dictyopteris latiuscuJa: Itsuku-shima) in Hiroshima 

Bay 

kg w. w. 1m2 (ヒジキの占める割合95見;95犯と略記)で，屋代

島では，夏に，藻長 126cm，現存量 11.6kg w.w. 1m2 (95覧)

で、年間最大であった。最大藻長及び，現存量は阿多田島より

屋代島の方が大きく，両地点での季節消長が異なった (Fig.

2)。

阿多国島のクロメは，夏に，藻長 71 cm，現存量4.0 kg 

w. w. 1m2 (100免)で年間最大であった。柱島では，藻長では春

及び，夏に 77cm，現存量では春に4.8 kg w. w. 1m2 (99九)で

年間最大で、あった。屋代島では，夏に，藻長 104cm，現存量

9.8 kg w.w./m2 (100覧)で年間最大で、あった。藻長および現

存量は，屋代島で大きく，阿多国島および柱島で‘は小さかっ

た。屋代島および阿多国島で、は季節的消長が明瞭で、あったが，

柱島で、は季節消長が不明瞭で‘あった (Fig. 3)。

阿多田島のノコギリモク群落では，生殖器床を形成してい

た春に，藻長 155cm，現存量6.9kg w.w. 1m2 (99弘)で年間

最大であった。住島でも，生殖器床を形成していた春に，藻

長221cm，現存量12.2kg w. w. 1m2 (100%)で、年間最大であっ

た (Fig. 4)。

柱島のアカモク群落では，藻長は冬に492cm，現存量では

生殖器床を形成していた春に 16.8kg w. w. 1m2 (91覧)で年間

最大で、あった (Fig. 5)。

ワカメ藻体は春にのみに認められ，生殖業を備えており，

藻長 65cm，現存量4.3kg w.w./m2 (93%) で、あった (Fig.

5)。

マクサの平均藻長は3調査時期とも 14cmで変わらず，現

存量は春に 2.2 kg w. w. 1m2 (70覧)で年間最大であった

(Fig. 5)。

アナアオサは冬に，現存量が1.4 kg. w. w. 1m2 (100%)で年

間最大であった (Fig. 5)。

フサイワズタは春に，現存量が5.5 kg. w. w. 1m2 (98見)で年

官3

をe
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Table 2. Biomasss of seaweeds beds in luxurian season and ratio ofweight in dry/wet in Hiroshima Bay 

Classification of seaweed bed Number of suvey point 
(Dominant species) 

Sargassum bed 5 (S. fusiforme， S. horneri，丘四crocarpum)

Kelp (Eisenia and Eckl叩 ia) bed 3 (E. kur四 e)

Undar ia bed 1 (以 pinnatifida)

Red turf 1 (G. elξgans) 

Green turf 1 (ι pertusa) 

2 (D. latiuscula， C. okamurae) Various mixed vegetation 

* ratio of dry weight/wet weight x 100 

クロメ:根部20.4札茎部 17.0札中央葉部 15.聞及び，側

葉部を平均し 17.0覧(:t2.5) が得られた。

ノコギリモク:茎・根部23.5覧，葉部21.6免，気胞部 19.9免

及び，枝部 29.2%を平均し， 23.5% (士4.1)が得られた。

アカモク:仮根部25.9払 茎 部23.8九，葉部22.8札気胞部

15.2%，枝部 19.0覧及び，生殖器床部 18.4%を平均し 20.蹴

(:t4. 0) が得られた。

ワカメ.根部 12.1%，成実業部 14.4%，茎部8.6及び，葉部

9. 9%を平均し 11.3% (土2.5)が得られた。

マクサ:各調査地点，各季節の値を平均し27.脱(:t4.3)が

得られた。

アナアオサ:各調査地点，各季節の値を平均し20.判(:t4.2) 

が得られた。

フサイワズタ:各調査地点，各季節の値を平均し 10.3免

(:t4. 2)が得られた。

ヤハズ、ク守サ:各調査地点、，各季節の値を平均し18.3見(土1.8) 

が得られた。

広島湾で岩礁性藻場をつくる主要な海藻類の代表的群落に

おける年間最大現存量(w.w. 1m2)は，以下のようにまとめられ

る。すなわち，ヒジキが屋代島で 11.6 kg (夏)，クロメが屋

代島で9.8kg (夏)，ノコギリモクが柱島で 12.2kg(春)，ア

カモクが柱島で 16.8kg (春)，ワカメが柱島で4.3kg (春)， 

マクサが阿多田島で2.2kg (春)，アナアオサが大野で1.4 kg 

(冬)，フサイワズタが阿多田島で 5.5kg (春)及び，ヤハ

ズグサが厳島で3.0kg (夏)で、あった。以下，それぞれの種

について他海域との比較を交え考察を加える。

又，代表的な大型海藻の生育密度は， Table 3に記した。

Av. biomasse in wet lVeight R. D/W * Av. biomasse in dry weight 
(kg. w. w. 1m2) (首) (kg. d. w. 1m2) 

11. 5 20.0 2.3 

6.2 17.0 1. 1 

4.3 11. 3 0.5 

2.2 27.8 0.6 

1.4 20.4 0.3 

4.2 14.3 0.6 

ヒジキ:関東と沖縄に生育するヒジキの藻長は5月に最大

になり，その後古い藻体が枯死流失して最小になる(新井・

新井 1983，寺脇 1985，当真 1993)。ヒジキの現存量

(w. w. 1m2)は，千葉県において3月に 19.8kg (片岡 1940) ， 

長崎県において4月に 10.6kg(西川・小川 1977)，沖縄県に

おいて 4月に 15kg (当真 1993)の値が得られている。ま

た，ヒジキの乾重量については，千葉県において4月に 0.64

kg d.w. 1m2という値が得られている(片岡 1952)。今回の屋

代島における，最大現存量11.6 kgはその他の海域の現存量

とほぼ同量であった。

クロメ:クロメの藻体は，日本沿岸ではおおむね，春から

夏に最大となり，秋から冬に最小となることが知られている

(成原・大木 1990;電力中央研究所 1990;筒井・大野 1992; 

小島・谷口 1994 ;石田・由木 1996;Tsutsui et a1. 1996; 

村瀬・大員 1996)。しかし，クロメの個体密度及び，現存量

については報告がきわめて少ない。広島湾に隣接する周防灘

の上関町長島地先の水深 10mにおいて，クロメは個体密度

が 24~ 36 inds./m2で，最大現存量が8月(夏)に 5.3kg 

w. w. 1m2 (村瀬・大貝 1996) である。今回の広島湾の調査に

おいて，クロメは湾口部の屋代島で個体密度が 43~ 76 

inds./m2で，長島地先より高く夏の最大現存量 9.8kg w.w.1 
m2も長島地先の 2倍近く大きかった。このことは，広島湾の

屋代島地先では藻長が最大時に 104cmに達し，長島地先の

59 cmの2倍近く大きいことによると考えられる。一方，湾

央部の柱島では，クロメは季節消長が唯一不明瞭で，個体密

度および現存量も小さくなった。広島湾におけるクロメは，

湾奥に生育しているものほどその大きさ・密度・現存量は低

くなる。そして，一般的に夏場に一番現存量が増えると考察

Table 3. Density (ind./m2) of seaweed in Hiroshima Bay 

Species Station Spring 1999 Summer 1999 

Sargassum ho叩 eri Hashira-j ima 5. 2:t O. 0 
卯一
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広
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』
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SargassU111 m泡 crocarpum Atada-jima 52.O:t20.8 57.2土38.4

Hashira-jima 50.8:t 6.0 121. 2:t41. 6 

Eck10nia kurome Atada-jima 9.2:t 2.4 10.8:t 2.4 

Hashira-jima 24.0:t 4.0 13.2:t 2.4 

Yashiro-jima 76.O:t34.8 42. 8:t20. 0 

Undaria pinnatifi&， Hashira-jima 42. 8:t10. 0 

76. 0:t14. 4 

130. 8:t38. 8 

10.2:t 2.4 

22. 8:tl0. 0 

48. 0:t14. 4 
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される。以上のように，同一湾内の湾口部から湾奥へかけて

の異なった環境条件下におけるクロメの季節消長と現存量の

特徴は，本研究において初めて明らかにされた。

ノコギリモク:ノコギリモク群落においては，日本海側の

山口県深川湾において，年間最大現存量が 5月で1.2 kg 

d.w./m2 (Murase & Kito 1998)，能登飯田湾においては4月

に7.0kg d. w. 1m2という高い値が報告されている(谷口・山

田 1978)。このような海域聞の違いには，群落中の生育水深

の違いによる個体サイズの違いが影響し，深川湾の群落では

水深8mで，平均1.9 m である一方，飯田湾では水深 4~6
mで，平均3.7 mである (Murase& Kito 1998)。

一方，瀬戸内海においては向島において ，s . 
serratifolium (当時のノコギリモクの学名)が 4.93kg 

d. w. 1m2 (Mukai 1971)と報告されており，そのときの藻体長

は約1.5 m，個体数密度は6.1 inds. 1m2であった。この結果

は，今回の阿多国島における最大現存量と藻体長の結果 (6.9

kg w.w./m2， 155 cm，個体数密度は約 13.0inds./m2) と同

様である。しかし，今回の結果でも柱島の最大現存量及び，藻

体長は 12.2kg w. w. 1m2， 221 cmであり，同じ広島湾内にお

いても生育場所の違いによって群落の生態学的特性が異なる

ことが示唆される。ちなみに，住島における最大現存量を乾

重量/湿重量比23.5%として乾重量に換算すると，およそ2.9

kg/m2となり，深川湾の結果より若干大きい値となった。

アカモク:他海域のアカモクの生態調査では，松島湾にお

いて年間最大現存量 (w.w. 1m2) が， 3月に 19.2kg，そのと

きの個体数密度は 70 inds. 1m 2程度であり(谷口・山田

1988)，今回の調査における冬の住島の結果 16.8 kg， 64 

inds. 1m 2はほぼ同様な値を示した。

今回の調査地の一つで、ある屋代島の北岸伊保田地先のアカ

モク群落では， 3月に局地的に27.7 kgの最大現存量が記録

されている。しかし，アカモクの群落内における分布は極め

て不均一であることが多く，群落内を平均すると 3.6kg程

度で、あった(中村・宮後 1983)。

ワカメ:ワカメは，食用海藻として一般に知られており，養

殖技術の開発に資する観点からの研究が豊富である(斉藤

1962 ;野中・岩橋 1962 ; Akiyama & Kurogi 1982;芳永・

八柳 1960)。しかし，天然のワカメの季節的消長に関する研

究はきわめて少ない。高知県須崎湾において，ワカメは湾中

央部の水深 o.5~6 mに， 1月(冬)に幼体が出現し， 4月

(春)に最大藻長 89~ 116 cmに達し， 3~6 月に遊走子の

放出が観察された(筒井・大野 1993)が現存量については

明らかにされていない。広島湾において，ワカメは藻長 65

cmで須崎湾よりも小型であったが，春に認められて生殖葉を

備えていたことから，季節消長では須崎湾と同様であると推

察される。なお，ワカメの乾/質重量比 11.3免(士2.5)が他

の海藻種と比べて小さいことから，藻体が相対的に薄く，水

分含量の大きいことが推察される。

マクサ:静岡県下回市におけるマクサの藻長は， 5月に最

大になり， 9~11 月に最小であった(山崎 1962)。同じ地域

における野中ら (1962)の調査においては，藻長と重量の最

大値は6~7 月に，最小値は 11 ~ 12月に得られている。湿重

量の最大値は 2.38kgであり，最小値は 0.98kgであった。

今回の調査の阿多国島の 2.2kgは下回のマクサと同量と言っ

てよい。

アナアオサ:アナアオサは，富栄養化の進行とともに内湾

域で、その増殖が問題になってきた種類である(大野 1999)。

特に問題となっているのは，干潟や砂浜域に大量に集積する

浮遊性のタイプであり，岩礁に固着するタイプの生態学的研

究は意外と少ない。固着性アオサ類の現存量の報告としては，

東京湾における50-170g d. w. 1m2 (UJva sp.) (工藤 1999) ， 

高知県浦の内湾の360-980g w. w. 1m2 (UJva sp. ) (大野 1988) 

があり，国外ではフランス地中海沿岸における 700-800 g 

d. w. 1m 2 (u. rigida) (Casabianca de & Posada 1998) ，イ

ンド‘のOkha海岸のUJvaspp.による最大1400g w. w. 1m2 (Ohno 

& Mairh 1982)の報告がある。

一方浮遊性のアオサについては，波打ち際や海底に堆積し

た場所では瀬戸内海山口湾の5.3 kg w. w. 1m 2の報告(Unoet 

a1. 1983)がある。今回の調査におけるアナアオサの最大現

存量(1.4 kg/m 2) は，おおむね他の場所の固着性であるア

オサ群落の最大現存量の範囲内にあると考えられる。アオサ

類は現存量では大型褐藻類には及ばないものの，埋め立て等

の開発により，これらの藻場が消失した広島湾奥部の人工海

岸部や港湾内においても，固着性，浮遊性を問わず，大量の

増殖が見られるため，これらの場所において重要な生態学的

役割を果たしている可能性がある。

フサイワヅタ:フサイワヅタは，沖縄県以外の日本の沿岸

域に広く一般的に分布している。また，日本だけでなく韓国

の東・南部 (Kang1966)や，中華人民共和国の福建省にも分

布している (Tseng1983)。このようにアジアに広く分布して

いるのにもかかわらず，その現存量を報告した例はほとんど

短い。

イワヅタ類は通常，潮間帯以深の岩礁上に生育する(千原

1975)が，砂機混じりの砂地にも群落を作ったり(内村ら

2001)，フサイワヅタの 1品種である c. okamurae f. 

oligophyl1aは，漸深帯の泥質の海底に普通にも生育する

(Segawa and Ichiki 1959)。

日本におけるイワヅタ類の現存量の報告は見つけられな

かったが，海外では現在，地中海において大繁茂し問題に

なっているイチイヅタが，年間を通じて 480~ 700 g d. w. I 

m2で7月に最大となる (Meineszet a1. 1994)。同じイチイ

ヅタの，アドリア海クロアチア沿岸では， 400 g d. w. 1m2で

あったと報告されている (Zavodniket a1. 1998)。この値

は，阿多田島のフサイワヅタとほぼ同範囲内と考察される。

広島湾における海藻護体の炭素および窒素総量

今回の調査においては，し、ずれの類型の藻場でも優占種が

重量の 70覧以上であったので，炭素および窒素総量を求め

るにあたっては，優占種についての乾/湿重量比の値を用い

て試算することとする。本研究のそれぞ、れの海藻類の現存量

の年間最大値(湿重量)及び，乾・湿重量比から乾重量によ
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Table 4. Areas (ha.)， Biomass (kg.d.w.)， Carbon amount (kg) and Nitrogen amount (kg) of seaweed bed in Hiroshima Bay 

Classification of seaweed bed Area S. C. Seaweed amount 
(ha. ) (kg d. w. 1m2) (ton d. w.) 

Sal-gassum bed 171 2.3 3933 

Kelp {Eisenia and Ecklonia} bed 37 L 1 407 

Undaria bed 。 0.5 。

Red turf 33 。目6 198 

Green turf 127 0.3 381 

その他 137 0.6 822 

Total 505 5741 

略oftotal 100 

る現存量を算出した。これを環境庁 (1994) による藻場類型

と対応させて整理しTable4に示した。ガラモ場 (Sargassum

bed)については，ヒジキ2測点，ノコギリモク 2dlU点，アカ

モク l測点，計3種5測点の現存量を平均した。同様にカジ

メ(クロメ)場 (Eckloniabed) については， 3測点、の現存

量を平均して対応させた。現存量 (d.w. 1m2)は，ガラモ場で

2.3 kg と最も大きく，ついでクロメ場の1.1 kg と続き，

それ以外では約 O.5 kgで、あった。

広島湾に生育する海藻類の炭素含量は，種類別，部位別の

季節変化を詳細に明らかにした研究から，緑藻類で 25~30 

%，褐藻類で 30~ 35%，サンゴモ類を除く紅藻類で 30~

35% として概算できることが明らかにされている(吉田ら

2001)。また，広島湾に生育する海藻類の窒素含量は，同様に

1~ 羽である(吉田ら 2001)。そこで，本研究では，平均

値として炭素含量に，緑藻 27.5弘褐藻及び，紅藻 32.5丸

また，窒素含量に舗を用い，広島湾における海藻体中の炭

素・窒素含量を算出した (Table4)。広島湾においては，繁

茂期に海藻体総量が 5741トン(乾燥重量)，海藻体中の炭素

総量が 1826トン及び，海藻体中の窒素総量が 115トンと概

算された。なお，海藻体総量および海藻体中の炭素・窒素量

は，各類型の藻場面積に比例して，呉湾部及び，広島湾北部

ではきわめて小さく，広島湾口・安芸灘部で大部分を占める

ことが明らかとなった。

広島湾内にはワカメが出現するものの，冬の季節種である

ため，環境庁(1994) による藻場面積の調査時に確認されな

かったと考えられ，本研究での評価に加えられなかった。一

方，ここで用いた藻場面積は，同一地点に数類型の藻場が併

記されていた場合，重複して集計している。また，本研究に

おいては，調査の測点としてそれぞれの種類の代表的な群落

が選ばれ，比較的密生域で刈り取りが行なわれたことから，

現存量，炭素及び，窒素総量を過大に評価している恐れを含

むことに留意が必要である。広島湾においては，我が国外海

域で観察される「流れ藻」のように，海藻の藻体を広域に輸

送する機能がほとんど無く，海藻群落による一次生産はほと

んどが近傍において消費あるいは分解され，藻体中に吸収さ

れた炭素及び窒素は，何らかの形態で循環及び蓄積している

ものと考えられる。広島湾における海藻群落による一次生産

の果たしている機能の解明は今後の課題で、ある。

他海域においては，様々な手法により海藻群落の生産量が

Carbon contents Carbon amount Ni trogen contents Ni trogen amount 
(覧) (ton) (%) (ton) 

32.5 1278 2 79 

32.5 132 2 8 

32.5 。 2 。

32.5 64 2 4 

27.5 105 2 8 

30.0 247 16 

1826 115 

測定されている。特に大型褐藻類については，し、くつかの種

類について年間純生産量と最大現存量の比率が求められてお

り，ノコギリモクの群落で年間の純生産量は，最大現存量の

1.4倍(深川湾， Murase et a1. 2000)， 1.2倍(飯田湾，谷

口・山田 1978) ，アカモク群落で， 1. 1倍(松島湾，谷口・

山田 1988) ，アラメ群落で1.0倍(松島湾，吉田 1970) ，カ

ジメ群落で1.0倍 (Yokohama et a1. 1987) の報告が成さ

れている。小型海藻類においては，生産量と現存量の関係に

ついての報告は少ないが特に，アナアオサのような短命の海

藻は，波の影響で着生基盤から離れる個体も多く，相当個体

の入れ替わりがあるものと考えられ，生産量は最大現存量よ

りもかなり大きな値となることが予想される。

本調査結果から，全体的に見た広島湾の特徴は，内湾的な

性格の強し、湾奥部では，アオサ群落の発達が，また自然海岸

の多く残る島唄部では，マクサなどの小型海藻に加え，水深

勾配の大きい岩礁域ではホンダワラ類やクロメの群落の発達

が見られる。それぞれの海藻群落が，他の海域と同様の現存

量等を有することから，極めて多様な海藻群落が

存在し，それぞれ特徴的な生態学的機能を有していることが

考えられる。今後はそれぞれの群落において，流失・被食量

なども含めた年間純生産量の推定を行なうことが広島湾にお

ける藻場の機能の解明に必要で、あると思われる。
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寺脇利信1・新井章吾2: 13.土佐湾横浪半島・白の鼻地先

はじめに

九州太平洋岸の宮崎県川南地先では， 1989年に観察された

クロメEckloniakurome Okamuraが， 1994年にアイゴ Siganus

fuscescens等の藻食性魚類の採食によって衰退し，藻場の景

観が劇的に変化した(寺脇・新井 2000)。また，同じ宮崎県

下の門川湾乙島地先では， 1990年に繁茂していたカジメ

Ecklonia cava Kjellman in Kjellman et Petersenも，さら

にカジメ衰退後に生育しやすいクロメも， 1997年には観察さ

れなかった(寺脇・新井 2002)。両地先では，宮崎県水産試

験場による継続的な調査が行われているため(百合野ら

1979，清水ら 1999)，藻場の長期的な変動を，タイムリーに

捉えることができた。

近年，沿岸埋め立てによって消滅した藻場，および，磯焼

けなどで衰退している藻場の回復を促進するにあたり，現地

での計画性を欠いた基質の設置または草・藻体の移植が戒め

られた(敷田 2002)。加えて，藻場回復の事業にあたり，長

期モニタリングで現地の実態把握を進め，環境の改変を行う

o 200km 
』圃・晶ーー.，

場合には，関係する多方面からの合意形成の許に，藻場分布

の制限要因を緩和する方向での順応的な施工が提案された

(寺脇ら 2003)。自然環境である藻場の再生(過去に消失した

分の回復)を目指す様々な取り組みにおいても，本シリーズ

における藻場の植生の成立要因についての理解を景観として

抽出する情報が，役立てば幸いである。

今回は，藻食性魚類の食圧によるカジメ消失現象が波及し

た土佐湾(芹薄ら 2000)において，従来から大型の直立海藻

がみられない磯焼けが明瞭な状態で続いていたものの報告さ

れていなかった，湾中央部に位置する横波半島の自の鼻地先

でのムラサキウニによる磯焼け事例を報告する。横波半島は，

筆者らにとっては，磯焼け研究の出発点とも言える地点であ

り，過去にも観察を繰り返してきており，今後も継続したい

と考えている。

本稿の作成を通じ，改めて，群落構造の成り立ちの解釈お

よび藻場を回復するための制限要因の緩和に際し，それぞれ

の地先における，長期モニタリングおよび磯焼けを含む藻場

浦の内湾

L-3 

平洋

図 l 土佐湾横波半島・白の鼻地先の概略位置



132 

分布の制限要因の把握が，ますます重要であることを痛感し

ている。

13 土佐湾横浪半島・白の鼻地先

現地の概要と方法

四国 ・太平洋岸の大部分を占める土佐湾の ~Iコ央部において ，

須崎市を基点に東方の高知市方面に向け，長さ 12kmと細長い

横波半島が延びている(図 1)。横浪半島は，内側|でrlrffi1 ~2km 

の浦の内湾と，外側で太平洋に直接面する土佐湾とでは，7}<.

r昆，t侃素量 DO，栄養塩類， Chl. a量などにおいて，対照的

な環境である(大野ら 1984)。横波半島の先端に近く土佐湾

に面した白の品地先では，制|間帯から水深5mまでは岩礁およ

び集積した磯底が海藻類の着生基質となっており，それ以深

では砂泥である。

1989年7月16日に，自の五fl地先において， SCUsA 潜水によ

り，まず，最も静穏な磯/兵の最奥音[1から最もj皮切jの強い岩礁

部まで広く観察した。次に， 北西から南東に向かつて一直線

上に位置する 3本の調査ライン， すなわち，土佐湾で、卓越す

る南からの波動の影響から遮蔽された防波堤の北面(L-1)，岩

礁の背後で波動の影響がペコや緩和された防波爆(自然の岩礁

を利用)先端の東函 (L-2)，そして，南からの波動の影響を最

も強く受ける岩礁の南面 (L-3)を設定した。各訓査ラインにお

いて，一辺50cmの方形N"を用い， ベノレトトラ ンセク トにより，

波動による深所海底の砂泥移動の影響が及ばないと考えられ

力イノリ

る7}(深3m以浅について，海藻類および固着性動物の被度，移

動性動物の個体数を計測した。

結果

土佐湾の横浪半島 ・白の鼻j出先での，1989年7月における，

藻場の景観模式図を医12に示した。

防波堤北面 (L-1) 

水深O~ 1. 5m:直立海藻はほとんど見られず，深くなるに

従って， ~!l~節サンゴモ類 Cru stose coralline alga巴が被度

90 ~95弘であり，ムラサキウニ ノ"/ntbocidaris Cl万sSlplnaが

6~9個体 /0 . 25m2で見られた(図3-a)。加えて，海底では，

水深 2m のT~~底から波打ち際まで，同様の状態が続いていた

(I~I 3-b)。

防波堤先端の東面 (L-2)

水深o~ 0.5 m 直立海藻は 7種類と少なく，カイノリ

Chondracanthus intennedius (Suring巴r) Hommersand in 

Hommersand et a1 が被度 15%であり ，無節サンゴモ類が

30%，フジツボ類 l3arnacleが30%，およびムラサキウニが

l 個体/0.25m2であった。

水深 O . 5~1 . 5m 直立淘藻は6種類と減少してマクサ

白 lidiulI7e1θ'gans I¥utzingが被度5%で最大であり ，現在節サ

ンゴモ類が 70~85%へと明大し， 一方， フジツボ類が 10 ~

+%へと減少し，ムラサキウニは 2個体 /0.25m2と増加した

(図 3-C)。

トゲモク トゲイギス

マクサ
ムラサキウニ

オニクサ

水深 2m

水深 3m

L-l し-2 L-3 
図2 土佐湾横波半島 ・白のl7，'!J也先における詰車場の景観模式図(1989年 7月). L-l.波!Ii)Jの遮蔽fされた北面 L-2.i.皮ffi)Jの影響がやや緩和
された東面， L-3.波動の影響の強い南面
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図3 土佐湾{筑波半島 ・自の鼻地先における景観 el. {，皮切jのi庄日lXされた L-lの水深 O.5-1.0m，b. L ー l に近接する~底の水深 2m ， C_ 

波動の影響がやや緩和された L-2の水深 O.5-I.Om，d. i政面9Jの影響の 'J~l l，、 L-3 の水深 0 . 5 ー I . Om

水深1.5 -3. 0 m :直立海藻がほとんど見られず!!理節サ

ンコモ類が被度 95%へと噌大し，フシツボ類が+へと減少

し，ムラサキウニは 9~ 14 (II;I体/0.25m~ と念j数に l曽 )m した。

岩礁の南面 (L-3) 

水深0-0.5m 直立海泌 lO種以上が生育しカイノリが被度

25%と最大で，無節サンコモ類が+であり，ムラサキウニは

見られなかった。

水深0.5-1.0 m : 1直立海藻は， 10種以上が生計しオニクサ

Geljdiull1 japo17icull1 (lIarvey) Okamuraおよびトゲイギス

Ce!l1roceras clavulawll1 (C. Agardh) ~ lo n Lagne が被度 20%

と最大で， トゲモク Sargassumll1iCraCa171hull1 (lくulzing)

Endlicherも10%で見られた。1!日布サンゴモ類は被度 5%で

あり，ムラサキウニが見られなかった(図 3-d)。

水深 1.0-1.5m:  1直立海泌は 10倍以下で最大被度 5%以下

となり，無節サンゴモ類が 50%へと急噌し，ムラサキウニが

4個体/0.25m~ 見られた。

水深 1.5-2.5m 直立海藻はほとんど見られず， !!l~節サン
コ、モ類が被度85%て、あり，ムラサキウニが 5~8 (1;'~体 /0 . 25m~ 

へと噌)J日した。

水深 2.5-3.0m 直立海藻は見られず }!l~節サンゴモ煩が

被度 95%であり，ムラサキウニが 9仰体/0.25m~ へと別)JI] し

た。

まと め

土佐約機浪半島 ・在lの斜地先では，波動から遮蔽された北

面，岩礁の背後で:'i皮重}Jがやや緩和された東面，そして，波動

を強く受ける治礁の南面において，i朝間待:とMri条信上部を除

けば，ムラサキウニの密度が最大 56 個体 /m~ と高く ， 直立海

燥がほとんど見られず，無市サンゴモ類の被度90%以上であ

り，ムラサキウニの食圧による磯焼けであった。最も波動の

強し、宕礁南面の漸i集計;上部にのみ，ムラサキウニが分布せず，

大型褐泌のトゲモクが生育していた。

注目点

土佐的被浪、|土島 ・自のよ初出先では，ムラサキウニの食圧に

よる磯焼けであり，最もi皮切jの強い岩礁南而の漸深帯上告11に

のみムラサキウニが分布せず大型褐藻のトゲモクが生育して

いた ムラサキウニは，亀裂の間，または柔らかい岩などに

巣穴状の凹部を工作して生息することが多く ，移動性が低い

(今井 ・児玉 1994) しかし，上佐湾の償波半島では，ムラサ

キウニが， [1也裂の問や巣穴に定住するだけでなく，北日本で

のキタムラサキウニのように居礁や礁の表面を移動する傑子

も見られ，邦、E節サンゴモの催占する海底lこ!'.':jv、密度で分布し

ている。

二|ヒ日本ではキタムラサキウニの食圧によって， 1談焼けが持
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続することが理解されている(藤田 1996)。南西日本では，藻

食性魚の食圧による影響が顕在化する以前の状態として，自

の鼻地先よりは不明瞭で、あっても，ムラサキウニや巻き貝に

よる潜在的な食圧の影響が強く表れている可能性が指摘され

ている(寺脇ら 2002)。しかし，ムラサキウニに小型巻員類

が加わっていると見られる食圧による磯焼けの事例は，鹿児

島県笠沙町地先(田中 2001) など，南西日本における報告

としても，未だ少ない。

白の鼻において浪動の強い地点の潮間帯から漸深帯上部に

のみムラサキウニが分布せず小型海藻と大型海藻が生育する

状態は，北海道の磯焼け域で観察された波動とキタムラサキ

ウニとホソメコンブ等海藻類の生育の関係(桑原・川井

1998) と同様である。なお，自の鼻におけるムラサキウニの

最大密度 56個体Im2は，北海道南西部の磯焼け域のキタム

ラサキウニ密度7個体1m2 (桑原ら 2002) と比べて，極めて

高く，ウニ両種の生態や採食量などを比較し考察する上でも

興味深い。

今後，横波半島のみならず，南西日本の各地においても，磯

焼けの発生あるいは継続の原因となる生物について，現地で

の長期のモニタリングおよび海底の観察から明らかにしてい

くことが必要である。
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吉川伸哉:藻類の青色光受容体について

藻類の青色光反応は，生理学的，形態学的研究によって細

胞自体，オルガネラの光運動反応(photomovement)や光形態形

成(photomorphogenesis)など数多く報告されている(1)。光受

容体の化学的な実体とシグ‘ナル伝達経路についての研究は極

めて少ないのが現状である。本稿では近年の分子生物学的な

手法の発達に伴い実体が解明されたミドリムシ(Euglena

gracilis)の光運動反応における光受容体(2)と，クラミドモナ

ス(Chlamydomonasreinhardtii)の光形態形成における光受

容体(3)の2種類を紹介する。

1.ミドリムシにおける青色光受容体

ミドリムシを用いた光運動反応についての研究の歴史は長

く，走光性(phototaxis)，光走速性(photokinesis)，光驚動

性(photophobicresponse)の3つのタイプの反応が報告され

ている(1 )。光受容体はミドリ色の自家蛍光を発する

Paraflagellar body (PFB)と呼ばれる鞭毛基部の膨らみにあ

ると考えられており。その発光固としてフラピンとプテリン

が推測されていたが，長年の閉その実体は同定されていな

かった。 2002年に伊関らはミドリムシの細胞を破砕した後，

密度勾配遠心法により高純度のPFB分画を調整し，そこに含

まれるタンパク質をフラピンの蛍光を指標に分離，精製する

ことにより PFBに局在する青色光受容体の同定に成功した。

ミドリムシで発見された新規の青色光受容体タンパク質，

光活性化アデニル酸シクラーゼ (PAC)

ミドリムシの光受容体は，分子量が 105kDaと90kDaのタ

ンパク質がそれぞれ2量体づっ結合したヘテロ 4量体からな

り， 2種類のタンパク質はいずれも，光合成細菌肋odobacter

sphaeroidesの光合成活性遺伝子の調整因子として報告され

たAppAのフラピンアデニンジヌクレオチド (FAD)結合領域

と類似したアミノ酸配列を含むことと，精製した発色団の化

学的な性質からFADを発色団としてもつ光受容タンパク質で

あることが示された。このタンパク質のもう一つの大きな特

徴はそれぞれの FAD結合領域のC末端側にアデニル酸シク

ラーゼ触媒領域を含むことである。アデ‘ニル酸シクラーゼは

ATPから cAMPの生成を触媒する酵素であり cAMP濃度の上昇

は，細胞内の様々なプログラムを始動することとなる。ミド

リムシの光受容タンパク質に含まれるアデ‘ニル酸、ンクラーゼ

の酵素活性が青色光照射により約80倍に上昇することから，

ミドリムシで発見された光受容タンパク質は青色光照射で活

性化が起こるアデニル酸シクラーゼ活性を有している特異な

タンパク質であることが示され，ミドリムシの光受容体は光

活性化アデニル酸シクラーゼ(photoactivated adeny1y1 

cyclase : PAC)と名づけられた。

ミドリムシにおける PACの役割

PACの機能解析はRNAiにより行われた。剛AiでPACの発現

阻害を行ったミドリムシでは，光驚動反応の一つであるスッ

テプアップ反応(光が急に強く成ったときに起こる反応，光

回避の素過程)が明らかに阻害された。そのようなミドリム

シではノーザン解析でPACの発現が見られなくなるだけでは

なく， PFB自体が光学顕微鏡レベルでは確認されなくなり，鞭

毛基部に見られるミドリ色の自家蛍光も失われた。これらの

ことにより PACはミドリムシのステップアップ反応における

青色光受容体であることが解った。

青色光により引き起こされるcAMP濃度の上昇がさらになん

らかの伝達経路を介し鞭毛運動を制御することが考えられ，

そのシグナル伝達経路の解明に興味が持たれる。

その一方で，もう一つの光驚動反応であるスッテプダウン

反応(光が急に弱く成った時に起こる反応，光集合の素過程)

はPACの発現を阻害しても影響がないことが示され，ミドリ

ムシの光驚動反応が異なる 2つ(もしくはそれ以上)の受容

体により制御されていることが示唆された。過去の生理学的

な研究においても，ステップアップ反応とステップダウン反

応とではUV-B/C領域の作用スベクトルに違いが見られるため

それそeれで異なった光受容体の存在が示唆されており (5)，生

化学的，分子学的な手法を用いた伊関らの研究によりそのこ

とが強く支持された。近い将来，ステップダウン反応の青光

受容体が同定されることを期待する。

2. クラミドモナスの光形態形成における青色光受容体

クラミドモナスは窒素欠乏条件下において配偶子への分化

が起こりその後接合，減数分裂の過程を経て4もしくは8個

の娘細胞が接合子内に形成される。娘細胞は接合子の細胞壁

を溶解し泳ぎ出す(発芽)。この有性生殖の過程の配偶子形

成，接合能力の回復，接合子の発芽の3つの段階で光による

制御が見られ，特に配偶子形成が370nm (近紫外)と 440nm 

(青色)の光で制御されるため，配偶子形成に関与する青色光

受容体の存在が予測されていた(6)。光が関与する 3つの反応

F1 C1 F2 C2 

畑 山 NII I圃圃 I I・・ ~m~noaCid 

F官 C1 F2 C2 85畠amJnoacids 

90 k伽 NII I圃圃 I I・・ Ic 

図1. PAC (photoactivated adenylyl cyclase)の構造的な特

徴。 105kDaと90kDaの両方で2つのフラビン結合領域(Fl，F2) 

と2つのアデニール酸シクラーゼ触媒領域(Cl，C2)領域を含む。参

考文献(2)より改変。
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の中で，接合能力の回復は短時間で起こりタンパク質合成を

必要としないが，配偶子形成と接合子の発芽に関しては，光

刺激受容後における遺伝子発現を伴うことが示されている。

そのため緑藻クラモドモナスにおける青色光受容体の解析は

その進化的な意味だけではなく，青色光受容体と遺伝子発現

の制御という観点においても興味深い問題であった。クラミ

ドモナスの EST解析から陸上植物で発見，同定された2種類

の青色光受容体，クリプトクローム(cryptochrome)とフォト

トロピン(phototropin)を持つことが既に報告されていたが，

それらが実際にクラミドモナスの細胞内でどのような機能を

果たしているかは解っていなかった。 2003年にHuangらによ

りクラミドモナスの配偶子形成から接合，発芽の一連の過程

においてフォトトロビンが青色光の受容体として機能してい

るとし、う報告がなされた。

フォトトロビン (PHOT)

フォトトロビンはその名前からも解るようにシロイヌナズ

ナにおいて光屈性 (phototropism)に関与する遺伝子として

PHOT1が見い出された後(7)，PHOT1ホモログとしてPHOT2が発

見された。フォトトロビンはN末端側に発色団としてフラピ

ンモノヌクレオチド (FMN)が結合している 2ケ所の LOV

(light oxygen voltage)領域と C末端部分のセリントレオニ

ンキナーゼ領域から構成されている。その後の研究により，

シロイヌナズナにおいてフォトトロビンは光屈性以外にも青

色光による葉緑体の光定位運動や気孔の開口にも関与してい

ることが示された。フォトトロビンは動物ではその存在が報

告されていない一方で，複数の陸上植物でフォトトロビンの

ホモログ遺伝子が発見され，藻類においてもクラミドモナス

に相同の遺伝子が存在するとし、う報告がなされた(8)。

クラミドモナスにおけるフォトトロビンの役割

クラミドモナスにおけるフォトトロビンの機能解析には，

前述のミドリムシのと同様にRNAiが用いられた。クラミドモ

ナスではフォトトロビンを完全に欠く変異体は致死になって

しまうためRNAiによりフォトトロビンの発現量が減少した株

を選ぶことにより解析が行われた。フォトトロビンの発現量

を減少させた株では，配偶子分化に顕著な阻害が見られ，さ

らに配偶子形成過程において転写量の増加が起こることが知

られている低E(Gametes lytic enzyme)遺伝子の転写も抑

制された。この結果からこれまで遺伝子としてはその存在が

知られていたクラミドモナスのフォトトロビンが初めて青色

光の受容体として機能していることが確かめられた。また配

偶子分化の阻害と同様に，フォトトロビンの発現量の減少に

より配偶子の接合能力の回復，接合子の発芽においても光の

効果が低下していることが示された。これらのことから異

なった3種類の光形態形成の光受容体がフォトトロビンであ

ることが示された。

さて，次に問題に成るのが共通の光受容体で感受した青色

光の刺激がどのようなシグナル伝達経路を経て配偶子形成や

接合子の発芽といった異なった現象に結び着くのか?という

v 遊糊 V 

図2. クラミドモナス (C. reinhardtii)の生活環と光形態形成。

白抜きの矢印で示された各段階でフォトトロビンの関与が見られ

た。参考文献(3)より改変。

疑問と，陸上植物に於いてもいまだ不明瞭な細胞内における

フォトトロヒ。ンの局在についてである。残念ながらこれらの

2点についてまだ明確な結論に至っていないが，シグナル伝

達に関しては，変異体 lrg (light regulation of 

gametogenesis)を用いた研究から少なくてもLRG4遺伝子は

配偶子形成と発芽の両方に関与していることが示されている

ため(9)フォトトロビンの光受容により生じるシグPナノレ伝達経

路の内の幾つかは配偶子形成と発芽の双方に共通しているこ

とが推測される。フォトトロビンの局在については

unpublished dateながらフォトトロピンが細胞体だけでは無

く鞭毛においても見られたことが述べられており，鞭毛凝集

とフォトトロビンの関係についても今後の研究に興味が持た

れる。

今回ミドリムシの光運動反応とクラミドモナスの光形態形

成の青色光受容体について報告した論文を紹介させて頂いた。

藻類では多岐の分類群において光運動反応や光形態形態形成

の報告がなされており藻類を用いた研究により新たな青色光

受容体の発見が期待される。
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現護置圏直醗

大会会長 前)I[行幸 :日本藻類学会第 27回大会を終えて

2003年 3月 27日から 30日の間，私どもの三重大学生物資

源学部にて日本藻類学会第27回大会を開催させていただきま

した。無事に終了できましたことを関係各位及び参加者の皆

様方に御礼を申 し上げます。今回の大会は出席者が238名，発

表数がポスターセ ッシッンも含めて 119題と，開催前の予想、

を趨える多くの参加者と発表がありました。そのため，発表

日程の2日間で収まりきらなくなり， 口頭発表の一部を急:i!差

ポスターセッションに切り替えて頂くようお願し、致しました。

協力していただいた方々にはこの場をお借りしてお詫びと術1

4しを申し上げ、ます。

さて，今回の大会ではいくつかの新しい試みを実行させて

いただきました。そのうちの一つが，仁l頭発表に液晶プロ

ジェクターを大幅に導入したことです。もちろんOJ-lPでの発

表も受け村けましたし，スライドでの発表を希望される方は

その旨をあらかじめ申し出ていただくよう ，アナウンスさせ

ていただきましたが，スライド、での発表申し込みは一件もあ

りませんでした。スライドでの発表はスライドを作るのに時

間がかかり ，また発表にも入手がかかります。液晶プロジェ

クターと OJ-lPでの口頭発表は，発表者自身が操作するために

入手がかからず，44iに液晶プロジェクターでの発表はカラフ

ルでしかもいろいろな工夫を凝らすことができますので，今

後はこの形式での発表が主流になると思います。

液晶プロジェクターでの発表に伴いメディアもCD，~ I O ， ZIP 

等でも受け付けさせていただき，受付のパソコンから発表会

場のパソコンまで学内の専用 LAN[こて転送しました。この方

式をとるに当たり，いくつかの間題点がありました。まず，パ

ソコンのOSとしてWindowsとMacの阿方を用意しなければい

けないことです。予想ではWindowsの方が多いと思ったので

写真 J. 誹僚会場

すが，実|燦は阿者がほぼ同じ割合でした。次に， 0 Sと

Powerpointのパージョンと相性の問題点です。会場のパソコ

ンはできるだけ新しいバージョンのものを用意しましたが，

ごく 一部の発表でグラフや図と文字の配置がずれ，ご迷惑を

おかけしました。

今大会では「アマモ場の生態と回復Jというタイトノレで，シ

ンポジウムを企画しました。このシンポジウムは公開とし，

広く参加 していただくため無料にさせていただきました。本

シンポジウムには大学や研究所の研究者のみならず，行政や

企業の担当者および漁業者や一般の方々約 150名の参加があ

り，活発な議論がありました。

大会 3日目の懇親会には 190名の参加者があり ，これも予

想を上回る盛況でした(写真2)。三重で開催されること もあ

り，大会前から多くの方々からいろいろな要望がありました。

日く fイセエビは出るのかJ，fし、や，アワビが一人一個ずつ

出るらしし、J，f松阪肉は食い放題と閉し、たが本当かJ，f三重

にはうまい地j闘があるか」。ハイハイ，すべて承りました。十

分とはいきませんで、 したが，すべてお出ししました。また，特

に皆様に気に入っていただけたのは「マグロの解体」でした。

解体されたマグロ一本をその場で皆様に召し上がっていただ

きました。マグロの側から離れようとしなかった人が数十名，

地酒の前にたむろ して次々お代わりしていた人も十数名，企

画した私どもにとっても楽しいひとときでした。

今大会を振り返って，いろいろありましたが，スタッフの

方々，手伝ってくれた学生諸君，そして何よりも私どもの予

想を上回って参加していただいた皆様方に，重ねて御礼申し

上げます。

(三重大学生物資源学部)

写真 2. :tl.~毅会会場
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高津 翼:公開シンポジウム「アマモ場の生態と回復J参加記

平成 15年3月29日(土)，三重大学で、行われた 日本藻類学会

第27回大会のイベン 卜として「アマモ場の生態と回復Jをテ

ーマとした公開シンポジウムが開催されました。参加者は

147人で、見込み通り の人数とのこと でした。公開ということ

で藻類学会会員以外の方も当シンポジウムのために全国各地

から集まり ，アマモへの関心の高さが伺われました。しかし，

日程の都合上，藻類学会大会の口頭発表と並行して行われた

ため，単独で行われた場合には，よ り多くの方が参加できた

と思います。

私は 3年前からアマモ場の調査をする機会が多くなりまし

た。しかし，見てきたアマモ場は限られた海域で‘あるため，当

シンポジウムで各地のア7 モ場の話を聞けることを楽しみに

していました。その期待通り 地域的には北日本から熱帯域そ

して海外の事例まで，内容的には概論，生理生態，造成事例，

そしてアマモ場との関わりなど，テーマがアマモに限られて

いながら盛りだくさんの内容でした。

講演は向井宏氏(北海道大)iアマモ場の生態系の概要J，仲

間雅裕氏(千葉大)iアマモ場の生物群集とその多機性 J，田

中法生氏(国立科学博物館)iアマモの迫伝子多傑性研究の現

状J，阿部真比古氏(三重大)iアマモの淵度，光特性J，本多

正樹氏(電':1コ1Uf) iアマモ場の生産力推定技術J，中村洋平氏

(東京大)iサンゴ礁海草藻場と魚類の係わり J，玉置仁氏(広

島大) iアメリカにおける藻場造成の現状J，和泉安洋氏(徳

島農水部)iアマモ場造成試験地の5年間のモニタリングJ，尾

田正氏(岡山水試)iアマモ場回復を組み込んだ沿岸域利用計

画J，数回麻実氏(金沢工大) i藻場を中心とした淡海生態系

の管理方式の検討j の lO件でした。

アマモ場の概論及び状況については向井さん， 仲岡 さん，

中村さん，アマモ種の生理生態研究については旧中 さん，阿

部さん，本多さん，アマモ場造成については玉世さん，和泉

さん，尾田さん，アマモ場との関わりについてはやl'岡さん，数

回さんがそれぞれ講演されました。また，藻煩学会大会にお

いても当シンポジウム開催を機会に今までは肩身の狭かった

アマモなど海草に関する研究発表が過去の大会に比べて多く

発表され，私も 15分の時間を頂きました。

今回のテーマの中でもアマモの生態は多方面からの研究が

進み，かなり解明されてきたと思います。しかし，アマモ場

の回復は部分的には可能であっても全国的な回復には長い道

のりがあると思います。アマモ場はこの 50年で、大幅に減少

し，各種藻場の'-1ヨでも最も深刻な状況にあると思います。そ

の要因は i(1)淡海峡の埋め立てによる場の喪失 (2)濁りに

よる光量の減少 (3)気混の上昇に伴う 内湾j戒の水瓶上昇

(4)漁業の動力化による海底の掘り 起こ し」などが考えられま

す。(1)については最近ではアマモ場の引っ越しをさせて場を

再生させる例がありますが，喪失盆に比べて再生盆は微々た

るものです。(2)については阿部さんが今回光量に対するアマ

モの生育限界を示 したことで，今後回復に役立てられると思

います。工事賀'は少なくないと思いますが，尾田さんが示し

た海底面の嵩上げによりアマモ場は回復できるようです。(3)

についても阿部さんが瓶度に対する生育限界を示しましたが，

水温がアマモなど一生物の生育限界を超えてしまった海域で，

水温をTげることは事実上不可能です。(4)については一部の

漁協では自主的に漁業規制を行ってアマモ場を保護してい

すが，アマモのために第三者が強制的に漁業規制を行うこと

は困難です。このような厳しい現状の中で期待されるアマモ

場回復方法の一つは和泉さんの示された天然のアマモが点在

するが 3 砂面が微妙に変動するためにアマモが場としては広

がらない海峡において，安価な方法で砂商変動を抑制する方

法です。しかし，条件に合う海域は限られており ，その限ら

れた海域でも困難は待ち受けているようです。以上のように

今後も謀題は残りますが，今回のテーマからもアマモ場回復

方法を確立する材料は揃いつつあります。適地選定について

は玉置さんが紹介した米国のモデルは圏内でも応用できると

思います。そして確立されるアマモ場回復方法の中には数回

さんの示したモニタ リングを続けながら順応的に管理するシ

ステムを常識化させることがアマモ場回復への近道であると

思います。

シンポジウム終了後， 懇親会が近くの居酒屋で行われ33名

が参加 しました。その席上， オーガナイザ の前川教授より

当シンポジウムの講演内容等を藻類学会誌に掲載したいので

一報として執筆してほしいとの話がありました。講演内容は

書面で見直したい場面が多かったため，書面で発行されるの

は楽しみです。また，当シンポジウムはビデオ販売されるの

で，是非復習させて頂こうと思っております。

(芙蓉海洋開発(側)

写真;2 シンホジウム会場
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大田修平 :エクスカーション参加記

三重で聞かれた第 27回日本線類学会のエクスカーショ ンは

伊勢神宵，鳥羽水族館，海の|等物館探訪Jで、あった。3):1 30日

の朝， スタッフを合む総勢 17名が浮!」!沢RlIに集合し，4台の1lI

に分乗し，まず伊勢tljJ宮(内宮)に向かった。伊勢自動車道

を通り ，211奇問ほどで五 卜鈴川岸(駐車場がある)に到着し

た。その日は天気が良く 、桜も咲いていて参伴日午11た.った。そ

のためか、かなりたくさんの参拝客で混雑していた。「し、つ

も，こんなに人いるのかな」など考えながら赤福本間がある

角をLE宮の方へ折れ， 土産屋さんの並びを通り 、宇治橋(伊

勢神宮に入る最初jの矯) まで来たとき ，人込みの皿住lがわ

かった。おすもーさんである。大相撲ナントカ*というイベ

ン 卜で，テレビで見られる力士たちが何人かいた。成j類学会

一行はそんなイベン 卜には目をくれず(し、や，見物客の11輸の

なかに人っていった方もいるような気もするが)，A宮を目指

して砂利道を歩いた。鳥居 (4つある)を:i!]j過し s イ7段を登っ

たあと 5つめの鳥居があり，それをくぐると正宵である。あ

の伊勢神宮だから正富も大きいんだろうな，と考えていたが，

ハッと見，意外と小さな件まいであった。ここまでなら，単

なるツアーのひとコマであるが，一行は帰り道 「エクスカー

ション」を始めた。気生藻類の観察，である。参1'1'後，一行

は参道をはずれて岩や木についている気生保績か何かを観察

していた。その後，昼こ、はんを食べに伊勢+'1'宮土沌i!重りの一

角にある前川|先生おススメの<海老丸> と い うお J;!~ に入り ，

全員が漁師/十(写真 1)をオーダーした。みそ1十はかに入り

で，ご、飯はおかわり 可。

再びIIIに乗り込み， 12時ごろ伊勢判官 を出発し，次に鳥羽

水族館を目指した。水族館には伊勢神'白から40分ほどで到着

した。ここで、は前川先生のお知り合いのi!:iE8氏が水族館を案

内してくださった。まず，簡単ーに 「おもて側Jから、展示水

槽を解説して下さった後，やはり今回のエクスカーションの

最大の目玉である裏部屋に一行を案内して下さった。まずは

展示水槽 (小型)の裏側へ。 ~側か ら見ると ， 7K1:i"1がス、ラリ
と並べてあり，その水槽のーイJl1liioが表1)[11からお客さんが見る

写真 し 前川先生お勧めの漁師汁

写真 2. 1片田氏に者ってくるジュゴン(メス)

「窓」となっている。また，そこで、はノ'j，.j:i"l一つ一つにハラボラ

型の反射板のあるライトを上からあてて海藻類(たくさんの

種類があり、カラ フノレ)を魚と一緒に飼っていた。

次にJ干|土ILcはジュゴ、ンの水槽を案内してくださった。天)1ー

から日光を取り入れる ことができる巨大水糟の償に史fJllJへの

入り|ーlがある。そこで吉田氏はわれわれにジュゴンのえさ

(悔草，百巴agrass)の冷凍ストックなども見せてくださった。

帰り |民占悶氏が水憎のふらにしゃがみこむと，ジュコン(メ

ス)がフカーっと浮いてきて，吉田氏のところに有ってきた。

藻類学会ー行はそのジュゴンを触りながら，ジュゴン部屋を

後にした(写真 2)。

2時30分ごろ鳥羽水族館の見学が終わり， 一行は再び車に

乗り込み，海の|等物館に向かう。海の|専物館はt，((tの道具， 船，

海女の庇史などを紹介している博物館である。三重県は海女ー

さんの数が全国で一番だそうである。まずわれわれ一行は海

女さんの|決闘を鍬1]:して，次に展示を見に倉庫に行った。こ

の倉庫は，展示1171の重要分化財収蔵庫(通常は非公開)となっ

写真 3 総類学会一行。 海の博物館横で搬J~~



ている。「倉庫」ではあるが，中はきれいに整理されていた。

おもに漁の道具(海藻採集道具を含む)が保管されており， 2，

3人で持たないと動かないような巨大な魚龍(ピク)もあっ

た。新しい魚龍に魚を入れると魚の表面が傷つくので，はじ

めに伊勢海老をいれて魚寵の内側をならしてから魚を入れる，

など細かいことまで丁寧に解説してくださった。ほかにも約

60隻の木造船だけが整然と並んでいる収蔵庫(これだけの船

を倉庫に運び込むのに大変だっただろーな，と思ってしまっ

た)など，結構，凄い展示だった(船の方は一般公開中)0 r数々
の賞に輝く!Jと謡っているだけのことはある博物館だった。

今回のエクスカーションは前川先生のご尽力なければでき

ないものでした。この場をお借りして，お礼申し上げます。ま

た，お世話してくれた倉島先生をはじめ，三重大の学生の
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方々に感謝します。写真1，3は倉島先生より提供していただ

きました。最後にエクスカーションの参加者を記しておきま

す(順不同，敬称略)。能登谷正浩(東水大・応用藻類)，田

中博，田中貞，若菜勇(阿寒町教委)，田口保彦((株)

八島建設コンサルタント)，有賀祐勝(東京農業大)，森田晃

央(三重大・生物資源)，石川依久子(東京学芸大)，山口

喬(三重大・生物資源)，大田修平(金沢大・院・自然科学)， 

石田健一郎(金沢大・理・生物)，賢藤宗勝(盛岡大学短大)， 

横山亜紀子(マイクロアルジエコーポレーション)，倉島 彰

(三重大・生物資源)，前川行幸(三重大・生物資源)，演回

仁(富山医薬大・医)，川原理恵(三重大・生物資源)。

(金沢大学大学院自然科学研究科〒920-1192金沢市角間町)

(キ編集委員注第 48回神宮奉納大相撲)
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2003 秋季藻類シンポジウムのご案内

「海藻加工技術の現状と展望」

海藻は伝統食品として日本ノ¥の健康に大きく関わってお

り，その効果が科学的に解明されて価値が再認識されている。

用途の多様化から，従来の海藻製品に新しい加工を加える技

術が進み新規商品の検討も広く行われている。ノリ，コンブ，

ワカメ，ヒジキ，アオノリ，モズクなどについて，原料から

製品まで、の加工の現状が紹介されるとともに，新しい加工技

術の展望と用途について，それぞれの海藻の加工に関わって

いる企業サイドからの講演が行われる。

このシンポジウムは，!=I'W;，食している海藻が，どのよう

に作られてくるか，また，新しい利用の分野について，わか

りやすく紹介される。教育，研究，企業に関わる方々に，興

味を持たれるように講演されるので，進んでご参加，ご、聴討lf

下さい。

日 時平成 15年 10月 10日 (金曜日)

午後 l時より 5時，シンポジウム終了後 懇親会

場 所 ロイヤ/レ ・パークホテノレ

(東京 ・日本橋， 地下鉄半蔵門線，水天宮駅隣，

Tel: 03-3667-1111) 

参加費 :シンポジウム 無事1. (講演集 1，000円)

懇親会 8， 000円

主催 日本藻類学会 ・日本海藻協会

協賛 日本応用藻類研究会

参加の問い合わせ先 .日本海藻協会事務局 大野正夫(高

知大学海洋生物教育研究センター)

TEL& FAX 088-856-0462 E-mail: mohno@cc.kochi-u.ac.jp 

会場準備のために，シンポジワムと懇親会参加者は，でき

るかぎり 9月 101=1まで、に上記の事務局へ巴mailかFaxで申し

込み |ごさ い。なお，当日参加も可能です。

2003年度 「藻類談話会」のお知らせ

「藻類談話会」は藻類を研究材料とする幅広い分野の研究者

の集まりで，西日本を中心に講演会や研究交流を行っていま

す。今年度は以下の講演を企画しています。ふるってご参加l

くださいますようご案内申 し上げます。

日時・ 2003年 11月 22日(土) 13: 00-17 : 00 

場所 -神戸大学瀧川記念学術交流会館(神戸市灘区六甲台IIIT

1-1) 

講演予定 (敬T，i};UI各)
加藤亜記(神戸大 ・内海i剥幾能教育研究センター) 日本産殻

状紅藻イワノカ ワ平Hスギノリ目) の系統分類学的研究につ

いて

二羽恭介(兵庫県立農林水産技術総合センター ・水産技術セ

ンター) 養殖ノリの由来と 品種改良

関田諭子(高知大 ・J'!jD: 11附.!iji毛藻の細胞外被の構造と形成過

程

宮下英明(京都大院 ・地球環境学堂):クロロフィノレdをつか

うシアノバクテリア "Acaryochloris"の謎

参加費 :500円 (通信費など)

談話会終了後，間会館の 11措食堂ホーノレで、懇親会が予定さ

れています (会費 :一般 3，500円， 学生 1，500円)。

談話会および懇親会の参加希望者は 11月10日(月)までに

電子メー/レかファックスで下記の宛先へお申し込みください

(当日参加も可)。また最新情報は下記ホームページに適宜，

掲示しますのでご覧ください。

会場への道順阪急電車「六甲」駅， JR I六甲道」駅，阪

神電車「御影」 閉そから，市バス 36系統「鶴甲団地」行きに乗

車 I神大文 ・理 ・農学部前J-r車。または阪急電車「六甲J

駅から北へ徒歩約 10分。

参加 1'1"込 ・間合先

干606-8501京都市左京区吉田二本松町

京都大学大学院人間 ・環境学研究科 相関環境学専攻

111番野恭子

TEL 075-753-6854 FAX: 075-753-6549 

e-mail hatano@bio.h.kyoto-u.ac.jp 

2003年度藻類談話会ホームページ

http・//biotech.nikkeibp. co・jp/100I-lP/より 「バイオ ・基

礎医学関係者の皆のホームページ」 → 「学会 ・研究会」の項

目をお選び下さい。
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自然史学会連合ニュース

2002年度自然史学会連合総会議事録

2002年 12月7日(土)10: 00一11:30 国立科学博物館分館

(東京 ・新宿)

報告事項

1)連合ホームページは編集委員会を設置し， 内容を大幅改

訂した。

2) 地域教育アクションプランは，名称を 「自然史教育展開

プログラム」とし，2002年度は千葉県i専において理科教員対

象の地学系の実習を実施した。

3) 地域博物館アクションプランでは「展示活動と研究活動」

についての地域博物館対象に行った連合アンケー 卜の結果の

出版準備状況が説明された。

審議事項

l) 2001年度決算報告および監査報告，2002年度会計経過報

告， 2003年度予算案

これらはし、ずれも承認された。詳細は省略。

2) 各種作業部会の設置

自然史教育展開プログラム，地域博物館アクションプラン，

およびホームページ編集委員会の活動を高める 目的で，作業

部会の設置の必要性について説明した。併jに前二者について

は現場の会員の周りに組織を作って連合が支援する体制作り

の必要性，および人選については連合から指名(連合代表か

らl屈託)および加盟学協会からの推薦も欲しい旨説明がなさ

れ，設置が承認された。

3) ホームページの有効活用

編集委員会の活動内容説明の他， HP業者(モノリス ・中村

氏)から，デモをともなった連合HPの改良点や紙面の充実方

法について説明がなされ，各学協会，運営委員会および中村

氏の聞で、意見交換を行った。編集委員会からHP掲載用の原稿

や写真(エッセイ ，ギャラリーおよびコラム)への協力が呼

びかけられた。編集に関わる要綱などは作業部会で検討する

等，各種の案について説明があり ，承認された。

4) 学協会からの報告

(1)菌学会から出版助成費に関わる情報提供について各学

協会へのお礼とその後の経過報告について報告された。

(2)動物学会から特定欧文誌を持つ学協会への科研費の見

直し状況について説明がなされた。詳細を知りたい団体には

情報を提供する。

5) 2003年度総会 ・シンポジウ ム

11月29日開催。総会で連合代表の選出。主催シンポジウム

は「予測の自然史科学一未知!と未来へのアプローチーJを予定

する。

自然史学会連合第 8回シンポジウム

「極j或の生物学 フィ ール ド、サイ エンスの最前線 」と題さ

れたシンポジウムが， 2002年 12月7日(土) 13:00 -17:30， 

国立科学博物館分館(東京 ・新宿)において開催された。

2003年度第 1回自然史学会連合運営委員会議事録

2003年2月8日(土) 10:00-12:00 国立科学博物館分館

(東京 ・新宿)

報告事項

l)基生研で開かれた国際高等コンファレンス意見交換会 (1

月20日)の会合内容と発足に関する要望書について報告され

た。

2) 連合シンポジウム「極域の生物学」のアンケート結果と

参加者の動向について報告された。

3) 連合シンポジウム「予測の自然史科学」の準備状況と宣

伝方法について報告された。

4)共催シンポジウムの公募および応募状況について報告さ

j礼た。

討議事項

1) GsIF の国際フォーラム(10月4-10日，つくば市)への

後援と連合シンポジウム

志村氏 (環境研)から国際フォーラムの詳細と協力要請に

ついて説明がなされ，まずは後援団体として協力し，シンポ

ジウムについては運営委員会で、骨格をつくり，加盟学協会へ

意見をもとめながら検討することとした。

2) 地域博物館アクションプランに関連した作業部会の設置

自然史の研究 ・教育拠点としての博物館の抱える諸問題を

分析し提起する部会と位置づけ，任期，事務局，人員構成等

について検討した。

3) I自然再生基本方針(案)Jへのパブリックコメン卜

環境省の「自然再生基本方針(案)Jへの対応について委員

会で"jhJ，議し，連合から提出する意見(草案)を作成 した(下

記参照)。詳細lについては環境省ホームページ(http://

www.env.go.jp)で閲覧可能。

4)連合代表の任期

代表任期を連続2期 (4年)までとする案について検討した。

今年度の総会では，代表選挙がある。

5) その他:

運営委員会を総会(11月29日)までに，4回 (2，4， 7， 10 

月)開催する。

「自然再生基本方針 (案)Jについての自然史学会連合の意

見書

「自然再生基本方針 (案)Jは，貴重な自然を健全な状態で

将来にわたって継続 し，人類およびすべての生物が適切な環

境下で共存してゆくための有用な指針なるものであると考え

られ，各種策定や実施に関しては I生物多様性国家戦略jの

趣旨を尊重し，適切かつ最善に自然が保護されることを切に

希望するものであります。特に「自然再生協議会」の機能が

基本方針の是非の鍵にな りますので，人員構成をはじめ協議

会を設置する際は時間と労力を惜まず努力 されること を望み

ます。その上で協議会が健全かつ有効に機能する こと を期待

してお ります。現行の案では，以下の点についてさらなる配
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慮が必要であると思われます。

自然再生の方向性について

我々の周りにある環境は長く複雑な歴史の上に成り立って

おります。我々自然を対象に研究する者(科学者)にとって

も未知のものや現象が多く残されています。実施者はこれら

を考慮、し，生態系の蘇生に係る部分については，極めて慎重

に対応することが要求されます。例えば当該地域に少なく

なった生物を他の地域から積極的に持ち込み補足するような

短絡的な実施案があるとすれば，それは当該地域の対象生物

の遺伝的な特性の消失に結びつくことから科学的に非難され

ることは明白です。また当該地域にどのような生物が生息し

ているのかといった基本的なことは当然のことながら，生物

聞や環境と生物の関係も重々に調査し把握しておく必要があ

ります。自然再生基本方針は「保全J，i再生」および「創出」

の三本柱から構成されていますが， i保全」こそが幹であり，

そのための基礎的な調査とその後のモニタリングが最も重要

であることは特筆されるべきでしょう。

科学的知見に基づく実施

科学的知見は議論を論理的に進める上で必要不可欠ですが，

科学者間でも同じデータを全く反対の意味で解釈することが

あります。また「自然」に対するイメージも，専門分野(例

えば，農学，工学，理学)が異なると違うということも十分

に考慮、が必要な部分です。自然環境を損なった原因の究明に

加え，再生の目標や有効な方法を模索する上でも，データの

解釈については可能なかぎり多岐にわたる専門家(科学者)

から意見を聞くことが必要であり，知見同様に目標や方法を

決めるプロセスについても透明性が保たれないと意味があり

ません。科学的知見も人類の共有財産ですので，意義のある

使われ方を強く希望いたします。また，自然史学会連合は自

然史科学に関連する科学者集団として，時宜に応じた助言や

協力を惜しみません。

編集後記

自然環境学習の推進

自然環境学習は，地域特性や教育効果の点から，地域の博

物館・動植物園等機関に多くを委ねることが最も有効かつ現

実的な方法と考えられます。そのためには，各機関の学芸員

に当該地域の自然について十分な研究をさせる機会を創出す

ること，さらに多岐にわたる専門家を各機関に配置すること

が肝要であると思われます。また，一般の方々に自然体験や

保全活動へ関心をもたせるためには，学習する場を設けるだ

けではなく，体験や活動の必要性や意義を周知させる必要が

あります。自然環境学習を推進する上で必要不可欠な人材の

発掘や，普及講演会や情報交換の場を増やす努力についても

考慮が必要と恩われます。

(自然史学会連合，代表:森脇和郎理研筑波研究所バイオリ

ソースセンタ一所長)

付記 自然史学会連合は自然史科学全般に関わる研究・教育

を振興し，現代社会に必要な正しい自然観を普及することを

目的とした自然史系学協会の連合組織です。

平成15年2月24日現在，以下の34学協会が加盟しています。

種生物学会，植物地理分類学会，地衣類研究会，地学団体研

究会，東京地学協会，日本遺伝学会，日本衛生動物学会，日

本貝類学会，日本花粉学会，日本魚類学会，日本菌学会，日

本蜘妹学会，日本古生物学会，日本昆虫学会，日本昆虫分類

学会，日本植物学会，日本植物分類学会，日本人類学会，日

本生態学会，日本生物地理学会，日本蘇苔類学会，日本藻類

学会，日本第四紀学会，日本地質学会，日本鳥学会，日本地

理学会，日本動物学会，日本動物行動学会，日本動物分類学

会，日本プランクトン学会，日本ベントス学会，日本晴乳類

学会，日本鱗姐学会， 日本霊長類学会(順不同)

田中次郎(東京水産大学)

表紙の写真に何を使うかで悩みました。白黒写真でということになっているので、色の表現をうまくできない。今回

はウミウチワの水中写真を使うことにしました。これは、水中デジカメで撮影したものです。最近のデジカメの進歩に

は驚いています。とにかく押せばそれなりに写る。フィルムの枚数を気にしなくてもよい。ハウジングに入れれば水中

写真もきれいに写る。記録写真、顕微鏡写真、画像解析に大いに利用しています。問題点が一つあります。電池なけれ

ばただのアクセサリー。どうも電池の持ちが悪いように思う。最近は容量の大きいデジカメ用の電池が発売されている

ので、フラッシュと液晶画面をつけっぱなしでも 100枚程度なら写せます。しかし、水中で電池を交換することはでき

ない。人間は、便利な道具ができると益々欲が出るものらしい。 (M.M. ) 

今までと少々字体が異なっているのにお気づきでしょうか?編集長の強い希望により，今まで、のMacintoshから(心な

らずも)Windowsによる編集にしたため，フォン卜を変更しました。前回，やっと作業に慣れてきたと思ったら Winへ

移行したため，またまた慣れるのに時間がかかってしまいました。でも，これで、Macの方でも Winの方でも編集ができ

るようになりました。 (A.K. ) 



Phycological 
Rta-tmli1i; I 英文誌

大塚泰介1・辻彰j羊2. Skvo比zowが 1936年に琵琶湖から新種

記載した羽状目珪藻 14種の選定基準標本指定

Taisuke Ohtsuka and Akihiro Tuj i: Lectotypitication of SOIll巴

pennate diatollls described by Skvortzow in 1936 from Lake Biwa 

Skvortzowが1936年に琵琶湖から新種記載した羽状目珪藻

のうち，以下の14種の選定基準標本を，基準標木を含んでい

た底泥試料の中から指定した :Ca10nθ1S n1pponlca 

Skwortzow， Cocconeis discu1us var. nipponica Skwortzow， 

Cymbella nipponica Skwortzow， Cymbe11a tUTgidu1a var 

nipponica Skwortzow， GOlllphonellla 1 ingu1 a tum var. e10nga tum 

Skwortzow， Navicu1a costu1ata var. tenuirostris 

Skwortzow， J¥匂vicu1agastrulII fo. nipponica Skwortzow， 

J¥匂vicu1ahasta var. gracilis Skwortzow， J¥f;ヲvicu1a1alllbda 

var. nipponica Skwortzow， J¥匂vicu1a1anceo1ata var. 

nipponica Skwortzow， Navicu1a radiosa fo. nipponica 

Skwortzow， J¥匂vicu1aroste11ata var. biwaensis Skwortzow， 

Navicu1a sillli1is var. nipponica Skwortzow， Navicu1a 

undu1ata Skwortzow。このうち，N 1anceo1ata var. 

nipponica， N. costu1ata var. tenuilひstris，N. undu1ata， 

ιlingu1atum var. e1ongatulII， N. 1ambda var. nipponica 

は，おそらく先に報告された他種の異名である o N 1ambぬ

var. nlppon1caおよびN sillli1 is var. nipponicaには，そ

れぞれ新組み合わせ Se11aphora1ambda var. nipponica 

(Skvortzow)および P1aconeisc1elJlentis var. nipρonlca 

(Skwortzow) Ohtsukaを与えた。C. tUlまidu1avar. nipponica， 

N. hasta var. graci1is， N rostellata var. b.iwaensisを

独立した種に格上げし，それぞれ CYlllbe11a rheophi1a 

Ohtsuka， 八匂vicu1asubhasta Ohtsuka， Navicu1a biwaensis 

(Skwortzow) Ohtsukaの名を与えた。(1滋賀県立琵琶湖陣物

館 2国立科学博物館)

Tsekos， [.1・Niell，F. X.2・Aguilera，J2・Lopez-Figueroa，F2 . 

Delivopoulos， S. G.1 赤 ，青，緑色光下で培養した Porphyra

/eucosticta (紅色植物門)の配偶休栄養細胞の微細構造

loannes Tsekos， Francois Xavier Niell， Jose Aguil巴ra，Felix Lopez-

Figueroa and Stylianos G. Delivopoulos: Ultrastructure 01' the 

vegetative gallletophytic cells of Porphyra leucos/ic/a (Rhodophyta) 

grown in red， blue and green light 

超薄切片および急速冷凍細胞のレプリカを元に，赤，青，緑

色光下で培養したPorphyra1eucostictaの配偶体栄養細胞の

微細構造を調べた。青色光やコントローノレに比べて，赤色光

ではディクティオソームや粘液胞の活性が高く，結果的に原

形質領域が劇的に減少し， 細胞壁が厚くなった。青色光下で

はよく発達したフィコビリソームが数多くあったのに対し，

赤色光と特に緑色光ではフィコピリソームがあまり発達して
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いなかった。青色光ではチラコイド聞でも数多くのフィコビ

リソームが存在していたのに対 し，繰色光ではより少なく，

赤色光およびコン トロールで、は全くみられなかった。赤色光

と特に緑色光では，青色光と比べてフィコビリソームのロッ

ドが少なかった。緑色光では，青色光や赤色光と 比べて葉緑

体が数多くの genophoreを有していた。平行に走るチラコイ

ドの間隔は，コン トロールで64.3nm，青色光で90.6nm，赤色

光で41.3nm，緑色光で43.7nl11であった。赤色光と緑色光では

比較的チラ コイドの間隔が狭く フイコピ リソームの高さが

35nl11あるこ とから，隣接するチラコイドに付着しているフィ

コビリ ソームは交互にかみ合った状態を余儀なくされている。

チラコイド lμm2あたりのフィ コビリソームの密度は，赤色光

(250川 2) や緑色光 (180μm-2) と比べると ，青色光 (800μm

-2)では急激に地加した。チラコイ ドの原形質側のフラク

チャ一面では，非常に多く凝集した粒子がランダムに分布し

ていた。粒子のサイズ分布はフラクチャーのどちらの面でも

均一で，粒子の直径は平均11.5nmで、あった。青色光では，アイ

コビリソームと細胞質の外面の粒子はどちらも 60-70nmの間

隔で並んでいた。以上の結果(細胞質領域，チラコイドの配

列，フィコビリソームの梢造，形状およびサイズ，および色

素体小球の蓄積に関する変化)は，単色光(青，赤，縁)が

パッ キンクヲ]果に著しい変化をもたらし，結果的に光の吸収

効率が大きく変化することを示している。加えて，青色光は

クロロブイ/レa，フイコエリト リン，フィコシアニンおよび

可溶性タンパク の著しい憎加に貢献するが，多糖物質の劇的

i即]日は赤色光に起因している。(1Aristotle University of 

Thessaloniki， Greece， 2 Universidad de Malaga， Spain) 

Tsekos， 1・Delivopoulos，S. G. : Porphyra /eucosticta (紅色植

物門 )の分化した接合子の微細構造

loannes Tsekos and Stylianos G. Delivopoulos: Ultrastructure of 

the differentiating zygospores of POlphyra leucos/icta (Rhodophyta) 

紅藻 Porphyra1eucosticta Thuret の接合子の微細構造

について記述した。1つの造果器から生じた 8つの接合子嚢

のJ鬼は栄養細胞の聞に散在している。Porphyraの接合子分化

は3つの発達段階に区別できる。(i)発達初期の接合子は核

が lっと，中央に位置しピレノイドを有した浅裂の大きな葉

緑体を1つ含んで、いる。接合子が膨張する聞に，同心円:犬の

11莫構造において粘液が作られ，その結果，粘液胞が形成され

る。これらの粘液胞が内容物を放出し，接合子の細胞壁形成

が開始される。後期の初期接合子では，デンプンの重合が開

始される。(ii)発達中期の接合子は繊維質小胞を持つことで

特徴づけられる。これらの小胞は「繊維質小胞に付ー随 した

オノレプJ‘ネラjから形成される。繊維質小胞は最終的に内容物

を放出する。(ii)発達後期の接合子は，ディクティオソーム
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によって形成される，無数のcoredvesiclesが存在すること

で特徴づけられる。 coredvesiclesは内容物を放出するか，

あるいは繊維質小胞に取り込まれる。接合子が分化している

聞にデンプン粒は徐々に減少する。後期の接合子は繊維質の

細胞壁に覆われ，ピレノイドとよく発達したフィコピリソー

ムを有した大きな葉緑体を含んでいるが，デンプン粒は含ん

でいない。 (AristotleUniversity of Thessaloniki， Greece) 

Harper， J. T.・Saunders，G. W. :分子データを用いた，

Callophylli旨， εutoraおよびPugetia(紅色植物門，ツカサノリ科)

の分類学的境界の解明

James T. Harper and Gary W. Saunders: Using molecular data to 

resolve the taxonomic limits ofthe genera Callophyllis， Euthora and 

Pugetia (Kallymeniaceae， Rhodophyta) 

Ca11ophy11i・sはツカサノリ科の中で最も大きな属であり，

50を越える種が記載されている。その記載以後，この属とそ

れに近縁な属との聞の境界についてはかなりの論争があった。

特にEuthora属はしばしば白11ophyl1i・sのシノニムとされ，

Pugetiaの種の多くは Ca11ophy11isに移されてきた。

Ca11ophy11is， EutoraおよびPugetialこ関連する様々な分類

学的提案を検証するために，ツカサノリ科の代表的な種につ

いて核の大サブユニットリボソームDNAに基づく分子系統学

的解析を行った。その結果， (一般的に認識されている)

Ca11ophy11is属が多系統群であることが分かった。

Ca11ophy11is cristataはタイプ種C. variegataを含む他の

Ca11ophy11isとは別のクレードを形成し，Euthoraは独立し

た属であることが支持された。 Ca11 ophy 111・schi1ensisとc
firmaはPugetiaのタイプ種P. fragilissimaと姉妹群を形成

し，これら白11ophy11is2種をPugetia属に含めるべきであ

るという先の分類学的主張を支持した。これら 3属の種を識

別するための形質として，様々な生殖器官と栄養器官の有用

性について議論した。本研究の目的からはずれるが，今回の

結果をもとに狭義のCa11ophy11i・s種聞の類縁関係について考

える必要がある。今回解析したCallophy1lisの6種が単系統

群であることは間違いないが，C. pinnataと同定されたカリ

フオルニア株とチリ株はクレードを形成せず，この属内にお

ける形態変異によって分類が混乱していることが明らかに

なった。 (Universityof New Brunswick， Canada) 

Wynne， M. J. :オマーンの新種目必inariaゐ，Iiosasp. nov. (褐藻

綱，ヒパマタ目)の記載と現在認齢れているラッパモク種の形

態調査

Michael J. Wynne: Turbinαriαfoliosa sp. nov. (Fucales， 

Phaeophyceae)合omthe Sultanate of Oman， with a census of currently 

recognized species in the genus Turbinaria. 

オマーンの Dhofarで採集したいくつかの試料に基づき，

Turbinaria fo1iosa sp. nov.を記載した。この新種は，夏

季のモンスーンによって起こる勇昇流に強く影響を受ける北

アラビア海，オマーン南部からしか見つかっていない。葉片

の形状と葉片がまばらで密集しないことから他種と区別され

る。気胞は葉片に埋没するが，気胞がないことの方が多い。現

在認識されているラッパモク種の形態調査を行った。

Sargassum turbinarioides ヒS. turbinatifo1 iumを穂告し

たところ，両種とも分離した葉片と球状の気胞を有すること

から，従来通りホンダワラ属と認識した。 (Universityof 

Michigan， USA) 

Byrne， K. 1 • Zuccarello， G. C. 2・West，J. 1・Liao，M-L. 1・Kraft，G. 

T.l :新種 Gracilariaperplexa sp. nov.を含む南東オーストラリア

の Gracilaria種(紅色植物門.オゴノリ科)の形態，分子系統

および寒天組成

Kellie Byrne， Giuseppe C. Zuccarello， John West， Ming-Ling 

Liao and Gerald T. Kraft: Gracilaria species (Gracilariaceae， 

Rhodophyta)仕omsoutheastern Australia， including a new species， 

Graci/aria perplexa sp. nov.: Morphology， molecular relationships 

and agar content 

南東オーストラリアのオゴノリ属数種について調査を行っ

た。それぞれの種の外部形態と内部構造を記述し，葉緑体お

よびミトコンドリアのDNA配列データに基づき分子系統学的

解析を行った。さらに，寒天の含有量と特性についても調査

した。タスマニアとピクトリアのGraci・1ariachi1θ'nsisは形

態的および遺伝的にニュージーランドやチリのG. chilensis 

と似ており， 11-16犯と低い寒天含有量を示した。ビクトリア

のG. cliftoniiは高い寒天含有量 (52九)を示し，分子では

単型であった。ニューサウスウエールズ、のBotanyBaylこのみ

見つかっているιperp1exasp. nov.は寒天含有量が39協で

あった。本種の寒天は硫酸エステルを高濃度に含んで、いるた

めに， O. 1mol/LのNaClを加えないとアルコール沈殿せず，冷

水 (25"C)で溶解するという変わった性質をもっ。分子系統

樹では，G. perp1 exaは西オーストラリアの σpreissiana

と近縁であったが，後者は枝が少なく，細くより円柱状の中

軸を持つことで区別できる。(lUniversi ty of Melbourne， 

Australia， 2National Herbarium Nederlands， The 

Netherlands) 

辻彰洋:琵琶湖産Aulacosei.国 n伊'ponicaと北米産Aulacose，:同

soll油(珪藻綱)の比較観察

Akihiro T吋i:Observations on Aulacoseira nipponica合omLake

Biwa， Japan， and Aulacoseira solida from Norh America 

(Bacillariophyceae) 

Au1acoseira solida (Eulenstein) Krammerと同定されて

きた琵琶湖産のー珪藻種 Au1acoseira nippo刀 ica

(Skvortzow) Tuji comb. et stat. nov.を記載した。琵琶湖

産のものを北米産のA. soliぬと形態比較を行ったところ，条

線密度や唇状突起の形態が異なることから，別分類群と考え

た。(国立科学博物館植物研究部)
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英文誌 51巻 1号掲載論文和文要旨

Valeie Stiger 1 .堀口健雄1・吉田忠生 1・AnneUeW. Coleman 

2・増田道夫 1: ITS-2 nrDNAによるホンダワラ属(ヒパマタ目・

褐藻綱)の属内系統関係の解析と属内分類群の検討

Valerie Stiger， Takeo Horiguchi， Tadao Yoshida， Annette W 

Coleman， Michio Masuda: Phylogenetic relationships within the 

genus Sragassum (Fucales， Phaeophyceae)， inferred from ITS-2 

nrDNA， with an emphぉison the taxonomic subdivision ofthe genus 

ホンダワラ科のホンダワラ属およびヒジキ属についてリボ

ソーム DNAの ITS-2領域の塩基配列の比較をおこなった。属

内の系統関係，特にBactrophycus亜属内の分類系の検討をお

こなうことを目的として，ホンダワラ属の異なる亜属や節に

属する種を調査した。塩基配列は転写産物の二次構造に基づ

いてアライメントをおこなった。系統解析は，近隣結合法，最

大節約法，最尤法を用い，外群にはラッパモク属の3種を用

いた。得られた系統樹では，ホンダワラ属は3つのクレード

に分かれ，それぞれは亜属 Phyllotrichia，Sargassum， 

Bactrophycus[こ中目当するもので‘あった。 Bactrophycus[こは4

つの亜属内クレードが認識された。すなわち，Spongocarpus 

クレード，Teretiaクレード，Hizikiaクレード，品lochloa/

Repentiaクレードである。 Phyllocystae節がBactrophycusで

はなく Sargassum1こ所属すべきものであるとしづ結論は今回

の研究でも支持された。本研究の結果は，Hizikia 

fusiformisはホンダワラ属のメンバーで‘あることを強く示唆

している。分子系統樹における位置や独特な形態を考慮する

とHiziki・8はBactrophycus亜属内の節として扱うのが妥当で

あり ，Hizikia (Okamura) Yoshida stat. nov.の設立を提唱

した。 RepentiaとHalochloa節の種聞に見られる極端に低い

ITS-2塩基配列の変異はこれらの種が最近分化したことを示

唆している。ぬrgassum亜属は3つのクレードに分かれ，これ

らは形態的な特徴から認識されていた Acanthocarpi cae， 

Malacocarpicae， Zygocarpicaeのそれぞ、れの節に相当するも

ので、あった。フタエモク，マジリモク，エンドウモク，マメ

タワラ，ヤツマタモクの分類学的な位置について論議をおこ

なった。(1北大・院理・生物科学， 2Brown University RI， 

USA) 

Poppe， F.1・Schmidt.R. A. M. 1・Hanelt.D. 1，2・Wiencke.C. 1 :紅

藻数種の微細構造への紫外線放射効果

Frank Poppe， Ralf A. M. Schmidt， Dieter Hanelt and Christian 

Wiencke: Effects ofUV radiation on the ultrastructure ofseveral red 

algae 

南極固有種の Palmariadecipiens (Reinsch) Rickerと

Phycodrys austrogeorgica Skottsberg，北極から冷温帯域

に生育するPalmariapalmata (Linnaeus) O. Kuntze，およ

びコスモポリタン種のBangiaatropurpurea (Roth) C. Agardh 

の4種について，微細構造への紫外線放射効果について調べ

た。人工的な紫外線にさらすと， 4種とも葉緑体チラコイド

から「裏返しJ小胞が形成された。 P. decipiensで、は，ほと

んど、の小胞が紫外線照射 8時間後に生じたのに対し，P. 

palmataでは48時間後，B. a tropurpureaで、は 72時間後に形

成された。 Ph. austrogeorgicaでは，紫外線照射後 12時間

後には葉緑体包膜やチラコイド膜が損傷し，フィコビリソー

ムがチラコイド膜から遊離し始めた。紫外線照射によるミト

コンドリアの膜構造の変化はP. dec収iensとP.palmataで

観察されたが，P. decipiensで、は，葉緑体と同様に，紫外線

照射 12時間後にミトコンドリアの損傷が回復した。 Ph.

atrogeorgicaで、は，紫外線照射後にタンパクの結晶が退化し

た。大型穣の固定と包埋の異なる方法について議論した。こ

れらの知見により，紫外線照射中および照射後に起こる微細

構造の変化が明らかになり，種聞の紫外線照射に対する感度

の違いと深度分布の違いに相関があることがわかった。

(1 Alfred Wegener Insti tute for Polar and Marine Research， 

Germany; 2Biologische Anstalt Helgoland， Germany) 

加藤E記・増田道夫:日本の殻状紅葉イワノカワ属の新種ルモ

イイワノカワ Peyssonneliarumoiana (紅藻スギノリ目)

Aki Kato and Micho Masuda: A new crustose red alga Pの/ssonnelia

rumoiana (Rhodophyta， Gigartinales) from Japan 

日本海沿岸の暖温~冷温海域で採集された標本をもとに，

Peyssonnelia rumoiana Kato et Masuda sp. nov. (スギノ

リ目イワノカワ科)を記載した。本種は，基層がよく分校し

た細胞糸から形成されているので，藻体の裏面が扇形を並べ

た形に見える。直立細胞糸の末端の細胞が基層細胞の上側全

体から出る体構造で (Peyssonneliarubra-type anatomy)， 

直立細胞糸は互いに密着する。直立細胞糸は末端の細胞から

2本形成される。さらに，単細胞の仮根をもち，基質に藻体

縁辺が密着し，基層の下に石灰質を沈着する。本種は類似種

と (i)顕著に隆起した雌性 (100-150μm) と四分胞子体 (80

110μm) のネマテシウム;(i i) 四分胞子嚢に伴う柄細胞が 1

個または0個 ;(iii) 大型の四分胞子嚢(直径25-45μm，長

さ70-115川 );(iv) 2列鎖状の精子嚢 (Peyssonnelia

harveyana-type spermatangial development)の4点で区別

できる。(北大・院・理)

平岡雅規1・属回智2・大野正夫3・芹j畢如比古4.コツブアオ

サ(アオサ藻綱アオサ目)の4本鞭毛をもっ生殖細胞による

無性生殖型生活史

Masanori Hiraoka， Satoshi Shimada， Masao Ohno and Yukihiko 

Serisawa: Asexuallife history by quadriflagellate swarmers of Ulva 

spinulosa (Ulvales， Ulvophyceae) 

4本鞭毛をもっ生殖細胞により無性生殖を行うアオサ種を

アオサ属で初めて報告する。コツブアオサ Ulvaspinulosa 

Okamura et Segawaが高知県浮鞭海岸から採集された。この

アオサから放出された生殖細胞は4本鞭毛をもち，負の走光

性を示して着生した。実験室で培養された藻体は再び4本鞭

毛をもっ生殖細胞を放出した。顕微蛍光測光研究により，コ
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ツプアオサは有性生殖型生活史をもっ他のアオサ(リボンアオ

サU. fasciata Delile)の胞子体と同じ核内DNA量をもつこ

とが示された。さらに，コップアオサの生殖細胞も閉じ核内

DNA量をもつことから，この4本鞭毛生殖細胞は減数分裂なし

に形成されると考えられた。 (1高知県海洋深層水研・NEDO，2 

北大・実験生物セ， 3高知大・海洋生物教育セ・ 4千葉大・海

洋セ)

Schusler， A. 1・Hirn，S.2・Katsaros，C.3 : Syringoderma phinneyi 

(褐藻綱)の頂端成長細胞におけるセルロース合成ターミナル

コンプレックスと形態形成について

Arthur Schusler， Susanne Him and Christos Katsaros: Cellulose 

synthesizing terminal complexes and morphogenesis in tip-growing 

cells of Syringoderma phinneyi (Phaeophyceae) 

頂端細砲のフリーズフラクチャーのレプリカを用いて，褐

藻Syringodermaphinneyi Henry et Mullerの膜内頼粒とセ

ルロース合成について観察した。他の褐藻と同様に，セル

ロースを合成すると考えられている直線状のターミナノレコン

プレックスが，細胞膜の細胞質側に見られた。ターミナルコ

ンプレックスは2つのサブユニットによって構成されている

頼粒が単列に並んでできており，セルロース微小繊維の痕跡

と密接に関係していることがわかった。ターミナルコンプ

レックスの分布を調べたところ，頂端から基部へ明確な勾配

があり，頂端部でより高密度のターミナルコンプレックスが

観察された。このことは，頂端細胞による頂端成長を反映し

ているものと思われる。ターミナルコンプレックスとセ/レ

ロース微小繊維の面積をもとに，ターミナノレコンプレックス

のサブユニットあたりのセルロース合成率を算出した。

(IUniversity of Darmstadt， Germany， 2University of 

Heidelberg， Germany， 3University of Athens， Greece) 

Macchiavello， J. E.・ Bulboa，C. R. . Edding， M. :チリ北部におけ

るカラギーナン藻Chona十"8canthuschamissoi (紅色植物門，ス

ギノリ目)の栄養繁殖と胞子による繁殖の調査

Juan E. Macchiavello A.， Cristian R. Bulboa C. and Mario Edding 

V.: Vegetative propagation and spore-based recruitment in the 

carrageenophyte Chondracanthus chamissoi (Gigartinales， 

Rhodophyta) in northem Chile 

本研究では，Chondracanthus chamissoi (C. Agardh) 

Kutzingの栄養繁殖と胞子による繁殖を比較した。チリの

Tongoy Bay， Puerto Aldeaにおいて，一月ごとに一年間，野

外観察を行った。 C. chamissoiのマットの外側と内部の両方

からデータをとった。貝殻で覆われたコンクリートブロック

の両面に漂流藻体がどれだけ付着したかを調べることによっ

て，栄養繁殖を評価した。胞子の発芽も同じ基物において観

察した。基物への再付着は場所によって季節的変動がみられ，

1997年1月から 3月の聞のマット内部において，再付着の平

均値が最も高かった。発芽体の数は春と夏の月(1997年1月

から3月と 1997年9月から 1998年1月)に最も高いピークを

示した。 C. chamissoiマットが周期的に再生するためには，

胞子による繁殖が重要な機構であるが，生物量が最大になる

時季には，藻体の再付着がマットの維持に重要なのかもしれ

ない。 (UniversidadCatolica del Norte， Chile) 

Vieira Jr， J.・NecchiJr， O. :熱帯域の流水生態系における車

軸藻の光合成特性

Jair Vieira Jr and Orlando Necchi Jr: Photosynthetic characteristics 

of charophytes仕omtropicallotic ecosystems 

ブラジ/レ南東部の流水域に生育する車軸藻4種 (Chara

braunii Gmelin， C. guairensis R. Bicudo， Nitella 

subglomerata A. Braun， Nitella sp.)の酸素発生量を明暗

瓶法によって測定することにより，異なる温度，光強度， pH 

および日周に対する光合成率を調査した。光強度一光合成曲

線から得られたパラメーターによると，調査したすべての車

軸藻は弱光に有利であることがわかった。ある程度の光合成

阻害[s =一(0.30-o. 13) mg 02g-1乾重量h-1 (Ilmo1 photons 

m-2s-1)ー1]，低い光補償点 (lc= 4-20μmol photons m-2s-1)， 

光飽和点(Ik= 29-130μmol photons m-2s-1)および飽和点

(Is = 92-169 Ilmo1 photons m-2s-1) がすべての種でみられ

た。

異なる光強度の地点から採集されたN. subglomerataの2

集団で光合成パラメーターが異なっており(より弱光の集団

では7値が高く， 1k値と光合成速度の最高値Pmaxが低い)，光

合成の順化が示唆された。シヤジクモ属が最も高い光合成速

度を示したのは10-15tの条件であり，フラスコモ属は20-

25tで最も高い値を示し，この傾向に関して実験による有意

差はほとんど見られなかった。温度が上昇するに従って暗所

による呼吸率は上がり 25tで最も高い値を示した。すべての

種がpH4.0で最も高い光合成速度を示したことから，二酸化

炭素の発生における無機炭素への高い親和性が示唆された。

ただし，N. subglomerataのl集団ではpHによる光合成速度

に違いが見られず，重炭酸塩と二酸化炭素をはっきり区別せ

ずに利用していることが示唆された。日周における光合成速

度の違いを調べた結果，ほとんどの種において，朝 (7:00-

11: 00)の高いピークと昼 (14:00-17:00)の低いピークを

示した。これにより，時間によって異なる内因性の光合成リ

ズムがあることが示唆された。 (SaoPaulo State Uni versi ty， 

Brazil) 

堀口健雄l・MonaHoppenrath 2:冷温帯域からの砂地性ラフイ

ド藻の一新種Haramonasviridis sp. nov. (不等毛植物門・

ラフィド藻綱)

Haramonas viridis sp. nov. (Raphidophyceae， 

Heterokontophyta)， a new sand-dwelling raphidophyte from 

cold temperate waters 

ドイツの Syltから砂地性の海産ライフィド藻Haramonas

viridis Horiguchi et Hoppenrathを新種記載した。本種は，

もともとオーストラリアの熱帯のマングロープ河口から t

dimorphaをタイプ種として設立されたmonotypicな属である

ハラモナス属における 2番目の種である。この冷温帯域から
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の新種は(i)細胞の後端に管状の陥入部をもっ， (i i)大量の

粘液物質を産生する， (iii) 生活環中に遊泳相 と不動相の両

方をもっ， (i v) 円盤状の葉緑体が重なり合うという特徴をも

ち，これら全ての特徴はハラモナス属固有の特徴と一致する。

従って，本種がハラモナス属に所属することは間違いない。

しかしながら， Syれから得た本穣は，本属のタイプ種とは，

(i)細胞サイズが大きい，(i i) 築縁体数が多い， (iii) 色が

緑色がかっている，という点で異なっている。微細構造学的

な研究により，管状の陥入部の構造はタイプ種のそれと同ー

であることが示された。 (2北大 ・院理 ・生物科学， 1 IFPM， 

Helgoland， Germany) 

表紙の写真

種名 .ウミウチワ 角的l1aarborescθI1S Holmes 

撮影1=1: 2002年 05月 25日

撮影地 三重県尾鷲市九木ir!jにおける悔藻植生調査の|探，7J'c深 1m付近にて。

潜水撮影森田晃央(三重大学生物資源、学研究科)

コメント 植生調査や採集旅行の|燦にはデジタルカメラで多くの水中写真(海藻)を

綴る。 しかし，編集長の編集後記にあるように，白黒に変換しでも細部までわかるよ

うな水中写真は少なし、。我々がし、かに色に頼って情報を判別しているかを再認識させ

られた。 (T.M. ) 
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学会録 事 [ 

1. 日本藻類学会第 27回大会報告

( 1 )日本藻類学会第 27回大会

上記大会を 2003年 3 月 27 日 ~30 日，大会会長前川行幸氏

(三重大学)のもと， 三重大学生物資源学部 (三重県津市)を

会場に開催した。参加者 238名，講演数は 119題(うち口頭

発表は 86題，展示発表は 33題)に及んだ。

大会 1日目は午後から生物資源学部会議室にて， 編集委員

会と評議員会を開催した。大会 2日目 は午前午後とも A，s同

会場で仁l頭発表が行われ，午後 16時30分より日本藻類学会

総会を 2階大講義室にて開催した。総会終了後，大会会場か

ら徒歩で 5分ほど離れた三重大学制堂で懇親会が催され，約

190名の参加があった。広い立派な会場の中，質，量ともに

懇親会費にしてあまりある料理に舌鼓を打ちなが ら，歓談が

もたれた。 大会3日目は午前中に口頭発表と展示発表が行わ

れ，午後は口頭発表と平行して，公開シンポジウム「アマモ

場の生態と回復J(オーガナイザー :前川行幸氏(三重大 ・生

物資源)，寺脇利信 (瀬戸内水研))が2階大講義室で開催さ

れた。10題の講演があり ，一般の方々も含めて 146名ほどが

参加し，活発な討論がなされた。大会4日目に催された伊勢

神宮や鳥羽水族館，海の博物館を巡るエクスカーションには

17名の参加があり ，無事，木大会を終えた。

三重大会の開催にあたり ，ご、便宜をはかっていただいた三

重大学生物資源学部の小畑仁学部長と大学関係者の方々， ま

たシンポジウムを後援していただいた三重県農林水産商工部

と三重県漁業協同組合の各団体に厚く御礼申し上げる。また

大会の運営に当たっては，前川行幸大会会長をは じめ，倉島

彰氏， 天野秀臣氏， 三重大学生物資源学部の大学院生 ・学生

諸氏等他， 多数の方々にご尽力いただいた。ここに記して厚

く御礼申し上げる。

( 2 )第27回大会参加者名簿

Gr巴goryNishihara， Mari-Helene Noel，青木優和，秋山

満知子，鯵坂哲朗，阿部剛史，阿部真比古， 天野秀臣， 天野

美釧1，新井章吾，荒木利芳，有賀祐勝，飯間雅文， 池上洋子，

石川依久子，石田健一郎，和泉安洋，磯村品子，板倉 茂，出

井雅彦，伊藤泰二，稲田勉，井上 勲， 今井一郎， 岩滝光

儀，岩木浩二，上森千尋，止1::原康博， 1大l村真之，上;1:1二進也， 江

端弘樹 z工原亮，遠藤浩，大城香，大田修平，大谷修

司，太田理香，大野正夫，大村 現，岡直宏，岡本典子，奥

田一刻t奥野律子，長岡敬五，越智昭彦，小野寺直子，オリ

カ ・セリヴ、アノヴァ，甲斐厚，布li沼誠，笠井文絵，片岡

降、尚， 1勝久和人， 金井塚恭祐， 金子伊澄，tEll谷充伸，川井浩

史，r可i也正伸，河津かおり ，川原利恵， 北山大樹，喜田和四

郎，金東浪，桐原慎二，金高卓二，金波，工藤創，熊

野茂， 倉 島 彩，栗原 I~'t ， 粟藤和治， 桑野手口可，高口由

紀子，河野益範，小亀一弘，後藤真樹，小林正美，近藤貴占有，

窮賀守勝，翼手藤宗I19J，坂井広人，嵯111政直恒，坂西芳彦，坂本

敏夫， j五山英俊，桜井亮介，佐々木美貴，佐々木律子，佐藤

普也， 佐藤征弥，佐藤陽子，様;1:1こ祐紀，志賀裕子，柴田あゆ

み，柴田 幸，島袋寛感，清水健志，周藤靖雄，伊良部義久，

末友病隆， 鋤柄ちさ，杉野伸義， 洲崎敏伸， 鈴木 怜，鈴木

拓也， 鈴木秀和，鈴木羽i大，鈴木満平，須日彰一郎，関田論

子，関本訓土，芹I翠如比古，孫 忠、民，田j.1ニ野清也，高津

翼，高野義人， 高橋昭善，高橋修，高橋鉄平， i竜尾進，Ìi1~ 

下iti貴，田口保彦，竹 内一郎，竹中裕行，但野智哉，田中厚

子，問中 健，田t:IJ貞子，田中次郎，問中敏博，田中法生，問

中博，問中正明，棚田教生，谷内由貴子，谷藤吾朗，種倉俊

之，玉置仁，I王|村舞子，綿一谷賢治，園 昭紀， 土屋建人，津

村みち，寺田竜太，寺l協利信，内藤佳奈子，内藤知恵，1t:1:t岡
lfit裕，長里千香子， 長沢 努 ， 長 II!!~美香子，中嶋 泰，中野

大一郎，永野真理子， 中村恵理子， 中村起三子，中村敬至t:ド

村洋平，南雲 保，新村|湯子， 西あかね，西国大起，西桐孝

広，二宮早由子，野崎久義，能登谷正浩，野間広太郎，野巴

:a，秀，橋岡孝志，橋本奈央子，長谷川和清，幡野恭子，波多

野由実，羽生田岳昭， 馬場俊典， 馬場将輔， i賓田 仁，原口

展子，原爆友樹，半田信司，比嘉敦，東出幸真，菱沼佑，平

岡雅規，平山仁斗，深谷幸子，藤!日|苔史，藤田大介， 藤原孝

行，保科 亮，堀口健雄， j照口法臣，本多大輔，本多正樹，前

川秀男， 前川行幸， 松井純，松尾嘉英，松村和明， 松村航，松

本里子，松本正喜，松山和世， 真山茂樹，水野 真， 街l園生

拓， 峯一郎，宮地和幸，宮下英明，宮地由紀，向井 宏， 村

岡大祐， 村上明男，村上祐重，村瀬昇，本村泰三，森田晃央，

守屋真由実，山口愛果， 山口啓子，111口 喬，山口峰生， 111 

中良一，山本芳正，湯浅智子，雪I次直史，横田圭玉，横山亜

紀子，吉川伸哉，吉lli奇 誠，吉田吾郎， 吉田国特t，吉永|主吾，

吉見圭一郎，四ツ倉典滋，若菜勇， 和久井敏史，輪島毅

( 3)編集委員会 ・評議員会

3月27日午後 3時から三重大学生物資源学部会議室におい

て，英文誌編集委員会および和文誌編集委員会の合同編集委

員会を開催した。

和文誌について今年度より着任した前川編集委員長より第

51巻「藻類」の編集状況に関する報告があ り，掲載済みの論

文 1報の他，受理済みの短報が l編， 審査中の論文 2報， 短

報 2編がある ことが報告された。また大会要旨集編集の労力

等を考慮し， 今後は講演要旨の受付は電子化して対応するこ

とが提案された。討議の結果，来年度の大会から実施するこ

とが了承された。要旨受付ー方法等の詳細については，次期開

催地の大会準備委員と今後協議していくことが了承された。

英文誌については同じく今年度交代した奥田編集委員長か

ら fPhycologica1ResearchJの2002年度， 2003年度の編集

状況および年間投稿状況に関する報告があった。また今年度

より投稿規定を変更し，電子メーノレの添付ファイノレのみでの

投稿を可能にしたことが報告された。さらに同誌に対する科



学研究費補助金交付を今後とも維持していく必要があること

から，オブザーバーとして参加していただいた Blackwell

Publishing Asiaの荒生氏と Julian氏から同社で編集した

Annual reportに基づいた説明を受けた。そして国際情報発

信としての本誌の役割をより高め，外国人購読者数を増やす

必要があり，その方策等について種々議論された。

評議員会は編集委員会終了後，同会議室にて午後 5時より

開催された。原会長が不在のため，吉崎誠氏を議長に選出し，

2003年度総会に提出する報告事項・審議事項などに関して審

議した。その内容に関しては総会の項を参照されたい

合同編集委貝会・評議員会開催にあたっては前川行幸氏，倉

島彰氏をはじめ，三重大学の学生諸氏に大変便宜を払ってい

ただいた。記してお礼申し上げる。

(4) 2003年度総会

2003年3月28日の口頭発表終了後，午後 4時30分より三

重大学生物資源学部2階大講義室にて総会を開催した。原会

長不在の中，大野正夫氏を議長に選出して総会の議事に入っ

た。

[報告事項1
・庶務関係

(1)会員状況(2002年 12月31日現在):名誉会員3名，普通会

員618名，学生会員78名，団体会員57名，賛助会員 14名，外

国会員 132名(33カ国)，圏内購読 34件。 (2) 2002年度文部

省科学研究費刊行助成金「研究公開促進費J交付額は

2，100，000円であった。 (3)Algae2002 (第26回大会・評議員

会・総会， JSP50周年記念行事，第 3回アジア太平洋藻類学

フォーラム合同会議(APPF)): 7月 19日---24日，産業技術総

合研究所・共用講堂)を開催した。 (4)JSP50周年記念事業の

一環として，子どもゆめ基金の助成を受けて「海の森の不思

議を探る一夏休み海藻生態体験活動2002一」を実施し，また

記念出版 i21世紀初頭の藻学の現況Jを発行した。 (5)和文

誌「藻類j50巻1---3号を発行した。 (6)英文誌 iPhycological

R巴searchj50巻1---4号を発行した。 (7)第5回日本藻類学会

論文賞(関田諭子氏，堀口健雄氏，奥田一雄氏)を授与した。

(8)秋季シンポジウム「新しい海藻由来の製品の科学的検討J

を日本海藻協会と応用藻類学研究会との共催(12月6日，ロイ

ヤル・パークホテル)で開催した。 (9) 第6回マリンパイオテ

クノロジー学会 (5月25日， 26日，東京農工大学工学部)に

協賛した。 (10) 日本植物学会第66回大会で「集める・貯める・

使う:時空を越える生物多様性の情報」一植物分類学関連学

会連絡会シンポジウムーに参画した。 (11) 会長・評議員選挙

を実施した。(12)次期間ycologicalResearch の編集長・「藻

類J編集委員長を編集委員会内規に基づき選出した。 (13) 日

本学術会議第 19期学術研究団体登録と会員候補者の推挙を

行った。 (14)第6回論文賞の選考を行った。 (15)Algae2002 

のプロシーデ、イングの編集・発行作業を進めた (3月現在，作

業中)0 (16)会則の改正を行った。日本藻類学会第10条に「な

お，会務に議決を要する場合は総会がそれを行う。jを付記し

た。(17) 日本分類学連合へ加盟した。

.会計関係
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(1) 2003年3月8日現在の 2002年度会費納入率は，一般会員

94丸学生会員 79%，賛助会員 77免，団体会員 71%，外国会員

86覧で、あった。 (2)その他の事項に関しては審議事項を参照さ

れたい。

・編集関係

(1) 2002年度に発行した和文誌「藻類J第50巻1---3号は，総

頁数 187頁，内訳は原著論文・短報3編，総説l編，研究技術

紹介l編，その他であった。 (2)来年度の藻類学会大会から講

演要旨の受付は電子化して対応することが提案された。 (3)

2002年度に発行した英文誌 iPhyco1ogica1Researchj第50

巻1---4号は，総頁数324，掲載論文 33編であった。これら

に関連した詳細については，前述の (3)編集委員会・評議員会

の項を参照されたい

[審議事項1
.庶務関係

(1) 2003年事業計画として以下の事項が承認された: 1) 日本

藻類学会第27回大会・評議員会・総会(三重大学生物資源学

部3月27日---3月30日)の開催。 2)第6回日本藻類学会論

文賞の授与と第 7回論文賞の選考。 3) 和文誌「藻類J51巻

1---3号の発行。 4)英文誌 iPhycologicalResearchj 51巻

1---4号の発行。 5) 秋季シンポジウムの開催 世話人:大

野正夫氏(高知大学)"海藻加工の開発研究に関連したテー

マ"で 11月上旬を予定。 6)マリンパイオテクノロジ一国際

会議2003(幕張)の協賛。 7) 日本植物学会67回大会(札幌)

時の植物分類学関連学会連絡会主催のシンポジウムへの参画

(植物と昆虫の共進化を軸にした講演，木下氏と綿野氏が世話

人，横山氏が企画)。

(2) 2005年の日本藻類学会大会の開催地は近畿地区とし，中

原紘之(京都大学)にお世話をお願いすることが承認された。

(3)昨年11月の持ち回り評議員会で組織化が認められた藻類

学会活性化ワーキングク、、ループからの提案を本大会評議員会

で協議検討して，以下の 6項目にとりまとめた“学会活性化

のための方策"を，川井浩史氏(神戸大学)が代表して提案

説明を行い，総会に諮った。 1) アジア太平洋地域藻類学連

合(AsianPacific Phycological Association)との連携強化

と外国人会員の増加のため，会費助成も含めた具体策を早急

に策定し，評議員会の了承を経て実施する。 2) 外国人会員

に原則として圏内会員と同等の権利(学会録事などの報告，

選挙権など)を付与する方向で，具体的な方策の検討を進め

る。 3) 学会実務，特に広報の充実のため，以下の庶務幹事

を増員する。 0庶務幹事(海外担当):学会録事等の翻訳，お

よび外国人会員に関する諸事項を扱う。 O庶務幹事(広報担

当):日本語・英語版ホームページの作成・運用。 4)論文賞

の対象は英文誌 iPhycologicalResearchjで発表された論

文のみとし，選考委員に外国人副編集長，編集委員も加える。

一方，和文誌「藻類Jで発表された論文，企画，総説，解説，

記事などを対象とした新たな賞を設ける。選考方法は現行通
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りとし，名称は今後検討する。 5) 学会事業として日本産穣

類の「藻類誌J(大型藻類から実施)を編纂・発行する。この

ため，発行形態の検討，原稿の編集，発行などを行う「藻類

誌編纂委員会」を設置する。 6)i藻類誌」発行のため， i山田

基金」の一部を使用する。これらの提案について種々議論し

た結果，早期に実施可能なものは実施に移すとして，まだ具

体性に乏しいものについては，今後ワーキンググ‘ループと事

務局で内容を具体化し，評議員会や総会の承認を得ながら実

施していくことで，提案は概ね了承された。これに関連した

より詳細な内容は本録事のその他の報告に掲載しているので

参照されたい。

-会計関係

(1) 2002年度一般会計決算報告および同監査報告は表1-1お

よび表 1-2の通り承認された。

(2) 2002年度山田幸男博士記念事業特別会計の決算報告およ

び同監査報告は表2-1および表2-2の通り承認された。

(3) 2003年度一般会計および山田幸男博士記念事業特別会計

の予算は表3および表4の通り承認された。

(4) 2003-4年度の会計監事は， 27日の評議員会で選出された

粛藤宗勝氏(盛岡大学短期大学部)と日野修次氏(山形大学)

が承認された。

[日本藻類学会論文賞授与]第6回日本藻類学会論文賞受賞者

の発表がおこなわれた。これは2002年に出版された和文誌

「藻類J50巻1~3号，および2001 年から 2002 年にかけて出

版された英文誌iPhycologicalResearchJvol.49(4)， vol.50 

(1)一(3)の中から，規定により審査員の投票によって選ばれ，

総会の前日に開催された編集委員会および評議員会で了承を

受けたものである。今回の投票では，最高得票数を得た以下

の論文の著者にそれぞれ賞状が授与された。

The Pinguiophyceae classis JJova， a new class of 

photosynthetic stramenopiles whose members produce large 

amounts of omega-3 fatty acids. Phycological Research 

50 (1) : 31-47 (2002)，受賞者:Masanobu Kawachi， Isao 

Inouye， Daiske Honda， Charles J. O'K巴lly，J. Craig 

Bailey， Robert R. Bidigare and Robert A. Andersen 

2.その他の報告

(1)植物分類学関連学会連絡会

植物分類学関連学会連絡会第16回会議は今春の日本植物分

類学会大会(神戸大学)の期間中に開催予定であったが，植

物学会時のシンポジウムの内容の確認以外に特別な議題がな

いことなどから中止となった。同シンポジウム企画の進捗状

況については，今年度の連絡会企画のシンポジウムは植物と

昆虫の共進化を軸に， 4人の演者(加藤真氏，杉浦直人氏，升

屋勇人氏，牧野崇司氏)により講演が行われる旨の連絡が

あった。

(2)平成15年度科学研究費補助金研究成果公開促進費「学術

定期刊行物j の iPhycologicalResearchJへの交付内定に

ついて

昨年申請した上記促進費に対し，本年度は日本学術振興会

から平成14年度より 100，000円増の2，200，000円の内定通知

があった。

(3)第27回日本藻類学会大会(三重大学)総会で審議され

た“学会活性化のための方策"について

日本藻類学会2003年度総会において了承された上記の方策

案について，その後原会長の意見等もふまえ，下記のような

検討がなされている。 1) 外国会員の増加入促進，外国人会

員への圏内会員と同等の権利の付与については，その具体案

や方策についてワーキングクツレープで検討していく。 2) 学

会実務，特に広報活動の充実のための幹事の増員については，

ワーキンク守グループから担当者の推薦を受け，庶務幹事(海

外担当)には石田健一郎氏(金沢大)，庶務幹事(広報担当)

には鳥田智氏(北大・院)を選出し，両氏の内諾を得た。な

お任期は2004年 12月31日までとし，これまで日本藻類学会

のホームページを担当していただいていた洲崎敏伸氏(神戸

大)には引継のため， 2003年 12月31日まで引き続き，お世

話いただくことになった。 3) 日本藻類学会論文賞の制度や

選考方法等についてはワーキング、グ、ループ，英文誌編集局，

および庶務幹事(海外担当)が具体案を検討し，また和文誌

「藻類」に発表された論文等を対象とした新たな賞については

ワーキング、グループと事務局および和文誌編集局と具体案作

成に向けて検討することとした。 4) 日本産藻類の「藻類誌J

の編纂・発行については，ワーキンググループの一員でもあ

る川井浩史氏(神戸大)が中心となり， i藻類誌編纂委員会J

設置の具体案を検討することとした。また「藻類誌j発行に

必要な資金としては，当面，和文誌「藻類Jに掲載すること

を前提として， i藻類誌J発行の資金は，和文誌編集局の編集

費から拠出してはどうか，事務局から提案した。

(4)第9回国際藻類学会 (2009年)東京開催内定と同準備委

員会設立について

昨年9月に日本藻類学会は第9回国際藻類学会の開催地を

日本として立候補した(i藻類J50巻3号)が， IPC (国際藻

類学会)会長のMelkonian氏より，日本開催が内定した旨連

絡があった。このため，会の規模や日本藻類学会のそれまで

の体制作りなどを考え，非公式に評議員会と合同編集委員会，

学会活性化ワーキング、ク守ループのメンパーによるIPC9準備委

員会設立の打ち合わせの会合を第27回日本藻類学会三重大会

時の3月29日に開催した。 2004年までは日本藻類学会事務局

が窓口になり，事務処理はIPC9準備委員会が行いながら，そ

の聞に準備委員会がIPC9組織委員会の設立を準備し， 2005年

までに発足させる。 2005年以降は日本藻類学会から切り離

し， IPC9組織委員会が独自に組織運営を進めるというスケ

ジュールが学会事務局側から示された。



表 1-1. 2002年度一般会計決算(案) (2002. 1.ト2002.12. 31) 

収入(円 )

費ム一品 9，052，018 

普通会員

学生会員

外国会員

団体会員

賛助会員

その他

4，577，000 

245，000 

525，000 

870，000 

390，000 

2，445，018 

販売 440，888 

定期購読 415，638 

パックナンバー 25，250 

月IJ制代

超過頁負担代

広告代

受取利息

学術振興会刊行助成金

子どもゆめ基金助成金

英文誌還付金

雑収入

小計

前年度繰越金

合計

257，700 

12，000 

330，000 

2，073 

2，100，000 

83，663 

138，568 

3， 780 

12，420，690 

10，361，799 

22，782，489 

表 1-2. 2002年度貸借対照表 (2002.1. 1-2002. 12.31) 

支

和文誌印刷・発送費

印刷代

別刷代

発送費

英文誌印刷・発送費

編集費

庶務費

事務用品費

会議費

通信印刷費

諸雑費

幹事旅費補助

Algae2002補助費

Algae2002編集補助費

秋季シンポジウム補助費

子どもゆめ基金助成金

自然史学会連合分担金

小計

次年度繰越金

合計

153 

出(円)

1，921，111 

1，429，611 

174，720 

316，780 

6， 153，800 

300，000 

437， 570 

16，212 

144，318 

204，116 

72，924 

52，540 

300，000 

700，000 

50，000 

83，663 

20，000 

10，018，684 

12，763，805 

22，782，489 

貸 方(円) {昔 方(円)

普通預金(山形銀行、東山形) 301，631 未払金 36，235 

普通預金(四国銀行、朝倉) 1，772，826 前受会費 15，000 

郵便口座(山形) 1，820，760 次年度繰越金 12，763，805 

郵便口座(高知) 8，917，874 前年度繰越金 10，361， 799 

現金(山形) 1，949 当期余剰金 2，402，006 

ふ口、 言十 12，815，040 Z口』 12，815，040 

表 2-1.2002年度山田幸男博士記念事業特別基金会計決算(案)(2002. 1. 1-2002. 12.31) 

収 入(円) 支 出(円)

受取利息、 3， 737 論文賞用雑費 945 

貸付・Algae2002Proceedings 200，000 

貸付・藻類グッズ作製 266， 700 

計 3， 737 計 467，645 

前年度繰越金 2， 598， 728 次年度繰越金 2，134，820 

i口k 言十 2，602，465 メ口~ 計 2，602，465 
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表 2-2. 2002年度山田幸男博士記念事業特別基金貸借対照表

貸方(円)

定期預金(三井住友、京都) 1，900，000 

普通預金(三井住友、京都) 213，551 

現金(山形) 3，269 

合計 2，134，820 

日本藻類学会2002年度決算報告に対し記名捺印する。

決算書が適正であることを認める。

表3. 2003年度一般会計予算(案)(2003.1. 1-2003. 12.31) 

収 入(円)

会 費

普通会員 3，888，000 

学生会員 235，000 

外国会員 483，000 

団体会員 765，000 

賛助会員 360，000 

販売

定期購読 200，000 

パックナンバー 50，000 

別刷代

超過頁負担代

広告代

受取利息

学術振興会刊行助成金

英文誌還付金

寄付金

小計

前年度繰越金

合計

5，731，000 

250，000 

200，000 

100，000 

200，000 

2，000 

2，100，000 

130，000 

50，000 

8，763，000 

12，763，805 

21，526，805 

借方(円)

次年度繰越金 2，134，820 

前年度繰越金 2，598，728 

当期貸付金 ム466，700 

当期余剰金 2， 792 

合計 2，134，820 

2003年3月 18日

dコE=h 長 原 慶明 印

会 計 幹 事 半 津 直 人 印

2003年3月 18日

会計監査 日野修次 印

横山亜紀子印

支 出(円)

和文誌印刷・発送費 2，800，000 

印刷代 2，200，000 

}.lIJ制代 300，000 

発送費 300，000 

英文誌印制・発送費 6，500，000 

編集費 600，000 

編集補助費 200，000 

通信補助費 300，000 

事務用品費 100，000 

庶務費 610，000 

事務用品費 160，000 

会議費 100，000 

通信印刷費 200，000 

諸雑費 150，000 

事務補助 100，000 

幹事旅費補助 100，000 

大会補助費 120，000 

秋季シンポジウム補助費 50，000 

自然史学会連合分担金 20，000 

計 10，900，000 

次年度繰越金 10，626，805 

t口h 計 21，526，805 

表 4. 2003年度山田幸男博士記念事業特別基金会計予算(案)(2003. 1. 1"'" 2003. 12.31) 

収 入(円) 支 出(円)

受取利息 3，000 論文賞用雑費 2，000 

貸付返済 466， 700 

計 469， 700 計 2，000 

前年度繰越金 2，134，820 次年度繰越金 2，602，520 
i口L 計 2，604，520 i口h 言十 2，604，520 
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賛助 ム一
A 貝

北海道栽培漁業振興公社 (060-0003北海道札幌市中央区北3条西 7丁目北海道第二水産ビル4階)

阿寒観光汽船株式会社 (085-0463北海道阿寒郡阿寒町字阿寒湖畔)

全国海苔貝類漁業協同組合連合会 (108-0074東京都港区高輪 2-16 -5) 

有限会社浜野顕微鏡 (113-0033東京都文京区本郷 5-25 -18) 

株式会社ヤクル卜本社研究所 (186-8650東京都国立市谷保 1769)

神協産業株式会社 (742-1502山口県熊毛郡田布施町波野 962-1) 

理研食品株式会社 (985-8540宮城県多賀城市宮内 2-5 -60) 

三洋テクノマリン株式会社 (103-0012東京都中央区日本橋堀留町 1-3 -17) 

マイク口アルジエコーポレーション (MAC)(104-0061 東京都中央区銀座 2-6 -5) 

(株)ハクジュ・ライフサイエンス (173-0014東京都板橋区大山東町 32-17) 

(有)祐干堂葛西 (038-3662青森県北津軽郡板柳町大字板柳字土井 38-10) 

株式会社ナボカルコスメティックス (15ト0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-29 -7) 

日本製薬株式会社ライフテック部 (598-8558大阪府泉佐野市住吉町 26)

共和コンクリー卜工業株式会社(060-0061 北海道札幌市中央区南 1条西 1丁目 8有楽ビル)

海産微細藻類用培地

く特徴>

0 多様な、棚田藻類に使用できる。

。手軽に使用できるので、時間と、労力の蹄司。

O 安定した性能。

。 高い増殖性能。

海産微細藻失明

ゲイゴ IMK培地

海産微細藻類用
IMK培地j翻日人工海7jく

ゲイプ IMK-SP培地

海産1榔目瀬真培養

ダイプ人工j毎水SP
医師時制盟主泊自主星野蛮晶 描掘時抽前頭..... 霊"""混盟熔盟国臨

. lL用XIO コード 395.01343

.iL用XIO コー ド 3~忠則担 1

. IOOL用XIO コード.鈎8-01333

・lOOOL用X1 コード 392-01331
「多くの{跡目瀬真に共通して使える培地が市販されていない。」

という声にお答えして、 “株式会社海洋/¥-イオテクノロジ。一研究所"

により、研究開発された培地です。

又、人工j毎水は;ffl_7j<SPの成分が自然に近い形で混合されてお

り、精製水に溶かすだけで;ffl_7j<として手軽に使用できます。
※人工j⑤1<SPは干零袈掛朱式部Iの国柑掴莞白日です。

製造 @日本製薬株式会社 7イ7テリ部

大fl却宵よ対主野市住吉町 26番

〒598-0061τ'EL0724-69-4622 

東京都千代E日区東神田一丁 目9昏 8号

干101-0031 TEL 03-3869-9236 

販売怠和光純薬工業株式会社

大阪市中央区道官印"T三丁目1番2号

干541-0045 TEL06-6203-3741 

東京都中央区日本橋四丁目5番 目 号

〒103-0023τ'EL03-3270・8571
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すっきり画像をすべてのユーザーに一一

トフォ
特長

園 高速オートフォーカス機自陣載し
0.9秒で焦点合わせが可能

園 川メラを標準装備し
明るい部屋で試料の視野探し撮影が可能

圃PC制御叫用により容易なj菜作
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仕様

分 解 能:0.204nm(裕子像)、 0.36nm(粒子像)

試料ステージ-高精度ハイパーステージ
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世界の淡水産紅藻
熊野茂著

B5判・上製416頁・本体価格28000円

清澄な水域に生息している淡水産紅藻は，環境汚染に短めて敏感であるため，地球的規模での水の汚染の危険を人

類に知らせる有効な指標としての役割を担っている.しかし水質の汚染に伴い残念ながら淡水産紅藻種のいくつか

の種は既に絶滅し，また多くの種の絶滅が危倶されている.本書は淡水産紅藻という分類群の現時点での研究成果

をまとめたものであり，世界で認められている淡水産紅議の大部分の分類群を，穂，変種のランクまで収録する.

淡水藻類入門官塁手島芸品究 山岸高旺編著

B5判・ 700頁(口絵カラー含む)・本体価格25000円

「日本淡水藻図鑑Jの編者である著者がまとめる，初心者・入門者のための書.多種多様な藻類群を，平易な言葉で誰にも分

かるよう，丁寧に解説する. 1編. Il編で形質と分類の概説を行い，皿編では各分野の専門家による具体的事例20編をあげ，

実際にどのように観察・研究を進めたらよいかを理解できるように構成する.

淡水藻類写真集 1巻 山岸高旺・秋山優編集

--20巻 各巻町判・ 216頁・ 100~-ト

淡水藻類写真集ガイドフ‘ック

ト 2巻 4000円. 3-10巻 5000円. 11-20巻 7000円

山岸高旺著

B5判・は4頁・本体価格3800円

新日本海藻誌一日本産海藻類総覧一
B5判・総頁 1248頁・本体価格46000円

本書は古典的になった岡村金太郎の歴史的大著「日本海藻誌J(1936)を全両的に書き直したものである.r日本海藻誌j刊

行以後の約60年n1Jの研究の進歩を要約し.1997年までの知見を盛り込んで.H本産として報告のある海藻(総藻，褐藻，紅

藻)約 14∞種について，形態的な特徴を現代の丙菜で記載する.植物学・水産学の専門家のみならず，広く関係各方面に必

携の脅.

唾世主小林珪藻図鑑

藻類の生活史集成 坊il 輝三編

第1巻 緑 色 藻類 85・448p(185種) 80∞円

第2巻 褐 藻 ・紅藻類 85・424p(171種) 8000円

第3巻単細胞性・腕鞠 85・400p(146種) 7棚円

陸上植物の起源 波遺伝制且鞠 ，源 編輝~ :Jt訳

一緑藻から緑色植物へ A5・376p・4800円

最初に海で生まれた現生植物の祖先は，どのような進化をたとεって

際上に進出したのか一一←.分子生物学，生化'1:.発生学，形態学な

との成果にもとづく探求の舎.

本泊催水靖国鑑慶瀬弘幸 111岸高日集

語iIlJ 揚属 85・960p・380001工l

図鑑としての特性を最高度に発J軍さす為に図版は必ず左頁に，図版

の説明は必ず右真に組まれ，常に凶と説明とが同時にみられるよう

に工夫.また随所に総括的な解説や検索表を自己し読者の便宜を凶る.

小林弘
南雲保・ 1+1井雅彦・真山茂樹・長田敬五著

藻類多様性の生物学 千原光雄編著
85・400p. 9000円

藻類の今を見渡し，理解するための最適の書.斯界の第一人者により.

謀学および周辺領域の膨大な知識の蓄積が整理され，新しい研究成果

も取り入れられている.藻学を学ぶ方，またこの分野に興味のある方

の新たなスタンダード.

日本の赤潮生物 福代・高野
共編

T原・松岡

一写真と解説 85・430p'13000円

日本近海および日本の淡水域に出現する2∞種の赤潮生物を収録.赤
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