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Reproduction and Life Histories of the Tintinnid Ciliates (Review) 

Akira TANIGUCHI 

Faculty of Agriculture, Tohoku University, Sendai 

Abstract 

General remarks on the reproductive method of tintinnid ciliate, though almost all knowledges 

are of the neritic tintinnids, are given. Most common method is the binary fission or plas-

motomy, which proceeds asexually. After new peristome with developed membranelles is 

formed on ventral side of the mother cell and after two daughter cytosomes are almost 

completely developed, the nuclei undergo visible changes. At late stage of the fission, well-

grown two daughters which are connected by a thin and short strand of protoplasm still 

inhabit a mother lorica. When the daughters are freed, in most cases, since the posterior 

daughter occupies a mother lorica, the anterior daughter must be provided with a newly built 

lorica. Because morphological characteristics of the tintinnid loricae are extremely diversified, 

the methods of the lorica building should be also very much diversi五ed. It takes, however, only 

a short period to complete the fission including the lorica building. 

Among the sexual reproductive methods, isogamous conjugation occurs rather frequently 

but anisogamous conjugation seems to be very few. Cyst formation has been observed for 

some neritic tintinnids. 

From these limited informations, the following life history of the neritic tintinnids could 

be suggested: Under optimal conditions, the tintinnid populations are rapidly growing at high 

division rate. As the populations are old, the isogamous conjugation occurs; the growth rate 

in this period is decreased. The environmental conditions become unsuitable, the tintinnids can 

survive severe season by forming the cyst. Therefore, except a limited period of the cyst 

stage and for lorica building in some arenaceous species, the tintinnids live free from the sea 

bottom. Apart from the neritic species, the life history of the oceanic tintinnids, especially 

that of tropical oceanic species, may be a very simple one among those of marine zooplankters. 

Role of the loricae in planktonic life of the tintinnids is also discussed. 

は じめに

近年，超微細プランク卜ンと大型プランクトンを連鎖する栄養階層群としての微小動物フ。ランクトンに関する

研究が盛になりつつある。中でも有鐘繊毛虫類（有鐘類）は，終生微小動物フ。ランクトンとして出現し，いかなる

海域にも多量（海水 1l中に数十から数百個体のオーダーを示す）に出現するという点で重要な群である。しか

し，通常の動物プランクトンネットによる採集では採りこぼされ，むしろ植物プランクトンの採集の際に混獲さ

れることが多く，動物および植物プランクトンを対象とする研究者の双方から，どちらかといえば，あまりなじ

まれてはいないように思われる。それ故，第 1節に有鐘類とはどのような動物であるかを簡単に紹介しである。

分類学上の位置は，有鐘類の分類を行なう立場からは，原生動物門・繊毛虫綱の中の 1つの目とされることが

多いが，ふつうに行なわれる動物分類体系では，繊毛虫綱・施毛自の中の 1つの科とされることも少なくない。

有鐘類自体の種の分類基準はかなり良く整理されており，他の動物プランクトン群に比較しでも，種名の混乱は

少ない方に属する。有鐘類の分類学について述べることは，本文の目的ではないので，必要な方は佐野（1975)

およびその紹介文献を参照されたい。
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自然海洋中に出現する全繊毛虫の種の多様度は，底質の占める相対的役割が大きい浅海沿岸域で高く，逆に外

洋域では低い。しかし，他の繊毛虫を除き，有鐘類だけに限れば種多様度は沿岸域で低く，外洋域で高い傾向を

示す。その主な理由は，他の繊毛虫と異って，有鐘類は堆積物およびその中の生物に依存することがほとんどな

く，もっぱら浮遊生活をしながら，他の微細なプランクトンを摂食することにある（KOFOIDand CAMPBELL, 

1939）。 種の多様度だけではなく，有鐘類の大型動物プランク卜ンに対する相対的な生体量も沿岸域よりは外洋

域で，富栄養の寒流域よりは貧栄養の暖流域で大きい。さらに動物の成長速度および単位体重あたりの代謝速度

は，体重が小さくなればなる程早くなるから，栄養塩再生産面での有鐘類の役割は生体量から想像するよりもか

なり大きいに違いない（GOLD,1968; GOLD and POLLINGHER, 1971）。以上のことから，特に暖海外洋域にお

ける生物生産過程を考察する際には，有鐘類をはじめとする微小動物プランクトンの生活史を通じた生態学的知

見は必須のものとなる（谷口， 1975,1976a）。

fd,. b.一一一一一ー一一

Fig. 1 a-c. Semidiagram of Pavella. 1 a: Cytosome from above, showing 

adoral五ber(ad. f.), motorium (mot.); 1 b: Cytosome, showing adoral 

五ber(ad. f.), anus (an.), cilia (cil.), circumoesophagel ring (cir. ring), 

dorsal五ber (dor. f.), food body (fd. b.), macronucleus (macron.), 

membranelles (memb.), micronucleus (micron.), myonemes (my.), 

paroral cilia (par. cil.), peduncle (ped.), oral plug (o.ρ.）， rectum 

(rec.), ventral五ber( v. f.); 1 c: Posterior end of lorica, lumen (lu.), 

pedicel (pd.), pedicel lumen (ped. lu.), (After CAMPBELL, 1927) 

1. 有鐘繊毛虫の形態

有鐘類はその名の通り，極めて特徴的なロリカ（殻）を持ち，その大きさはおおむね数十μから数百μの単位で

ある。熱帯外洋域では小型の，寒海および沿岸域では大型の種が卓越する。

1-1 細胞器官（Figure1): Figure 1は CAMPBELL(1927）が Pavella属の形態を略示したものであるO
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との図には大核（Macronucleus）・小核（Micronucleus）が夫々 2個づっ措かれているが，有鐘類全種を通じて

みれば，その数は各1個から 300個まで数えられている。 300個づっという記録は核分裂中の特殊例か，あるい

は寄生生物を誤認した結果であり，多くの種では大小各2核づつを有しているようである（CAMPBELL,1926; 

KOFOID and CAMPBELL, 1939）。このうち大核こそは繊毛虫だけに見られ他の生物には見られず，また繊毛虫

ならば必ず持っている核だといわれている。核の機能としては大核の方が発達しているが（阿部， 1972），生殖に

直接関与するのは小核の方である。

囲口部（Peristome）は細胞前端にあり，その周辺には，種によって異るが， 12～24本の膜板（Membranella)

が生じており，遊泳・摂餌に使われる。膜板で集められた食物は囲口部腹側寄にある細胞口（Cytosome）に入り，

食道（Gullet）を経て食胞（Foodvacole）に取り込まれる。末消化物は細胞後方の盲嚢（Caecum）を通じて細

胞E門（Anusまたは Cytopyge）からロリカ内部に排世される。膜板の基部に小触手を持つ種も知られている。

a 

d 

e h 町1

Fig. 2 a-m. Various types of tintinnid loricae. 2 a: Tintinno1うsisberoidea; 2 b: Codonellopsis 

more hell a; 2 c: Dz・ctyocystaduplex; 2 d:Climacocylis scalaroides; 2 e: Parafavella 

longidentata; 2 f: Proρlectella ( Undella) tenuis; 2 g: Favella azorica; 2 h: Rhabdonella 

elegans; 2 i: Proplectella ( Undella) perpusilla; 2 j : Xystonellopsis pulchra; 2 k: 

Stelidiella f enestrata; 21: Dadayiella ganymedes; 2 m: Eutintinnus f raknoii. ( 2 a-c, 

2 g-i, 2 1: after HADA, 1938; 2 e: after HADA, 1937; 2 f, 2 j, 2 k, 2 m: after KOFOID 

and CAMPBELL, 1929) 

細胞表面全体を覆う繊毛は発達が悪く，前述の膜板と，細胞口から食道のある位置の外側を細胞柱状部

(Column）の中央部にかけて 1条の繊毛膜（Ciliarymembrane）とが発達した繊毛として認められる。種によっ

て繊毛膜を欠くものもある。ただし，有鐘類の繊毛膜は数多くの繊毛が縦に lJijに列生したものにすぎず，正し

くは膜状を呈しておらず，波動膜（Undulatingmembrane）とは同一ではない。膜板・繊毛膜の運動は食道横に

ある運動支配中枢（Neuromotorium）とそれから派生する運動支配繊維（Neuromotor品er）によって制御され

る。虫体全体は著しく伸縮性に富み，その運動は細胞外皮中を縦走する多数の糸筋（Myoneme）によって起こり，

前述の支配中枢とは直接関係はない（CAMPBELL,1926参照）。

細胞後端は円錐状・糸状に伸びてロリカ内面への付着器（Peduncleまたは Attachment）となっているが，
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環境が悪変するとロリカから脱出して裸で遊泳することもできる。付着器を持たない有鐘類はないだろうといわ

れているが（KOFOIDand CAMPBELL, 1939），筆者が 1977年に南支那海で生体観察した Eutintinnusには付着

器は認められなかった。この種の虫体はロリカ内径いっぱいに太っており，ロリカ内を滑って前後に自由に移動

していた。付着器でロリカに固着している種であっても，前述のように虫体は甚だしく伸長し，虫体の大部分を

ロリカ外に出すことが可能である。

HOFKER (193la）は繊毛膜がロリカ形成の主要器官であると考えたが，繊毛膜を欠く種があることや，大部分

の有鐘類には側葉（Laterallobe）が認められることにより，側葉がロリカ形成の主要器官であり，繊毛膜は補助

器官であると考えられるに至った（CAMPBELL,1926; KOFOID and CAMPBELL, 1939）。

以上述べたように，有鐘類は単細胞動物ではあるが，原始的な多細胞動物に近い程に分化した体制・器官を有

している。

b 

Fig. 3 a-d. Segregation and accumulation of the secreted granules which will give rise to 

lorical materials (small black spots) to oral region of anterior daughter cell during 

successive prefission stages in Favella francisca; 3 a: secretion of the granules is 

dispersed at early stage when new daughter peristome is formed; 3 b: the granules 

are segregated just below the ventral surface where posterior daughter’s adoral zone 

is emerging; 3 c: the granules are massed adjacent to cytosome of anterior daughter 

at middle stage when macronuclei migrate to two daughters; 3 d: the granules are 

accumulated in the oral region of anterior daughter at later stage when the macronuclei 

are dividing within each daughter. (After CAMPBELL, 1927 cited from KOFOID, 1930) 

1-2 ロリカ（Figure2a-m) : 有鐘類の分類はロリカの形態によって行なわれ， しかも種数は約 1000種と

いわれていることから想像されるように，ロリカの形態は種によって様々なものがある。詳細なことは本論では

述べ得ないが，大まかにいえば，ロリカが虫体自体から分泌された物質だけからなるもの（Figure2d-m）と，

外界から得た異物を含むもの（Figure2a-c）とに分けられ，前者はさらに透明均質な構造よりなるもの（Figure

2f,i,m）と，胞状，網目構造等を有しているもの（Figure2d, e, g, h, j）とに分けられる。またロリカ後端が閉

口しているもの（Figure2d, m）と閉じているもの，さらに後者では後端に柄（Pedicel）を有するもの（Figure

2e,h,j, 1）とそうでないものとに分けられる。

ロリカ前端に襟（Collar）や歯状突起，（Figure2b, c, e）柄にスカー卜・コブ状の構造物（Figure2j）あるい

はロリカ全体または一部に輪状・螺旋状・縦条状の構造が，それぞれあるもの（Figure2b, c, d, h, j-1)とないも

のとに分けることもできる。このようにロリカの形態が多様化している事実は，前述の分布の多様性と共に，そ

のまま有鐘類の生殖・生活史が種によって異っていることを示すだろう（KOFOID,1939）。
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有鐘繊毛虫類の生殖

沿岸域に分布する有鐘類は大型の種が多く，しかも多産する上環境抵抗力も比較的大きいので，野外群および

飼育実験による生殖その他の生態観察に適しており，事実従来研究されてきた有鐘類のほとんど全ては沿岸性種

であった。外洋域，特に熱帯域に産する有鐘類の性格はこれと対照的なので，知られているところは甚だしく少

ない。従ってこの章で総述する知見の全ては沿岸性種のものである。

1. 無性生殖（分裂・断裂）

有鐘類にあっては細胞分裂と同程度にロリカ形成も生殖過程のうちの重要な出来事なので，ここでは最初に細

胞分裂について述べ，次いで娘細胞によるロリカの形成についても述べることにした。

1-1 細胞の分裂：有鐘類の最も普通の生殖方法は無性的の 2分裂あるいは 2分断裂である。 CAMPBELL

(1926）はカリフォノレニア沿岸で採集した Tintinnopsisnucula'の分裂過程を詳細に記載している。この種では，

最初に繊毛膜直下の外皮に溝が生じ，やがてそこに新しい囲口部が形成され，膜板も発生する。従ってこのとき

までに運動支配中枢は母細胞の中で分裂を完了しているが，大小両核には未だ大きな変化は起らない，新しい囲

口部をとり巻くようにして，母細胞の側面に肉芽が形成され，母細胞全体の外形が，前後に連なる 2個の娘細胞

という形態をとるに至って，両核は同時に前後方向に2分裂を開始する。新しい 8個の核のうち，前方の大小各

2個の核は前方の娘細胞中に，後方の 4核は後方の娘細胞に移動する。この間，特に前方娘細胞はさらに成長を

つづけ，遂に後方娘細胞から離れて新しいロリカを作って単独生活に入る。

a c d 
Fig. 4 a-cl. Binary五ssionof Tintinnopsis beroidea. 4 a: early五ssionstage 

of a cell with single macronucleus; 4 b: fission of micronuclei; 4 c: 

ligation of mother cytosome; 4 cl: anterior daughter sorrounded with 

a ring-like lorica which is originated from anterior part of mother 

lorica. (After HOFKER, 1931 b) 

新しいロリカの大部分は前方娘細胞自身によって形成されるが，ロリカ後端だけは後方娘細胞の助けを借りて

完成されるものと考えられた。 CAMPBELL(1926）によれば，カリフォノレニア沿岸の有鐘類の分裂は早朝に頻繁

に起こり，分裂の前半の過程はゆっくり進行し，後半の過程は速かに終了する。

Figure 3a-dは同じく CAMPBELL(1927）が同沿岸域で観察した Favellafrancisca＊の分裂過程を要約した

ものである。この種の分裂様式も上述の T.nuculaとほぼ同じであるが，この図では分裂の初期に母細胞中で生

産されたロリカ形成物質が（Figure3a-d中の小黒点），分裂の進行に伴って前方娘細胞の囲口部・食道近くに移

動集積されて行く様が示されている。 Figure4a-dは HOFKER(1931b）がナポリ湾で観察した Tintinnopsis

beroideaの分裂の状態を示している。この種の分裂様式も原則的には前2種と変らないけれども，この種では細

胞分裂完了後に大小核の分裂がそれぞれの娘細胞中で起る場合がある（Figure4d）ことを示している。このこと

は，有鐘類の種によっては，あるいは同一種であってもある時には，断裂（Plasmotomy）による生殖が起こるこ

本この種の原典（CAMPBELL,1927）では F.serrataとされていたが，後に新種F.f ranciscaとされた（KOFOID

and CAMPBELL, 1929）。
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とを示しており， GOLDand POLLINGHER (1971）もニューヨーク湾から採集した同種の飼育群が断裂によって

増殖しているらしいことを報告している。

Figure 5は GOLD(1971）がこの飼育群について，餌料投与量と群の成長特性との関係を示したものである。

要約すれば，餌料が不足するときには， Stationaryphase を示さずに急激に個体数が減少すること（Figure5 

中NA, I×， 2×），すなわち Stationaryphaseは餌料が充分存在し，他の要因が制限因子になるときに現われ

ることと，餌料が多すぎるときには lagphase が出来て（Figure5中 15×），それが餌料の過剰度と共に長く

なることを報告している。この実験では倍加時間（Doublingtime）は 2.5～6日であった。ただし，後の実験

(GOLD and POLLINGHER, 1971）によれば，最適条件下での倍加時間は予想通り短かく， 0.8～1.1日であった。

このように短いはずの倍加時聞が長くなるのは， T.beroideaが群の老齢化と共に有性生殖を開始したことと関

係があるらしい（p.131参照）。

128 
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Fig. 5. Growth curves for mass-reared Tintinnopsis beroidea supplied with varying 

concentration of food. NA: no addition of food; 1 x-15 x: relative amount of 

food added to each flask (After GOLD, 1971) 
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1-2 新しいロリカの形成：分裂増殖を完了するには，同時に新しいロリカの形成が必要である．

ロリカ外形が多様であるように，娘細胞のロリカ形成方法も単一ではない。大きくは，母細胞のロリカが何ら

の変形を受けずに後方娘細胞だけにそのまま引き継がれ，前方娘細胞が新しいロリカに生活する場合と，母細胞

のロリカが分裂して 2個の娘細胞のロリカの 1部または全部になる場合とがある。さらに前者の場合には， (1) 

前方娘細胞が煙幕状のロリカ形成物質を囲口部前方にまず分泌、し，その直後に種固有の形にロリカを完成する

(Figure 6a), (2）前方娘細胞が頚部周囲にリング状の原基をまず作る（Figure6b d), (3）前方娘細胞の細胞

表面全域から形成物質が一時に分泌される，（4）前方娘細胞のロリカのうち後端がまず形成され，それが漸次前

方に向って成長する，という方法があり，後者の場合には，（5）脱皮状に母細胞のロリカが2枚のロリカに分か

れて 2個の娘細胞に引き継がれる，（6）母細胞ロリカが分裂に際して一旦崩壊し，それを基に2個の娘細胞が別

個に新しいロリカを再構築する，（7）分裂前に伸長した母細胞のロリカが前後に2分裂し，それぞれ前後の娘細

胞に引き継がれ，成形される（Figure4d, Figure 6h）という方法が知られている（CAMPBELL,1927; KOFOID 

and CAMPBELL, 1939; GOLD and MORALES, 1975a）。このうち（4）の説は外殻であるロリカが白から成長す

るとは考えられないので，疑しいと判断されている（KOFOIDand CAMPBELL, 1939）。ただし，ロリカが－ii

形成された後にも，その中の物質は断えず更新されている可能性は残っている（GOLD,1969a）。

Figure 6e-jは娘細胞が新しいロリカを形成する生態の例を示している。ロリカに糞中の植物プランクトン殻

をつける種では，ロリカ内に排出した糞を繊毛膜を使ってロリカ外に出してから，膜板・繊毛膜を使ってロリカ

に取り込む（Figure6e-g）。特にロリカ形成には繊毛膜が主要な役割を演ずるので（Figure6i-j), HOFKER 
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(1931a）はこの器官が主要なロリカ形成器官であると考えたが，すでに述べたように，種によっては，繊毛膜を

持たないものもある。 Figure7a bは分裂完了直後には前方娘細胞がロリカを持たぬまま遊泳することがあるこ

とを示しており，さらに裸のままで分裂増殖を続けることもあると報告されている（GOLD,1968）。

いづれにしても，自然群ではロリカ形成途中の個体がめったに採集されないので，形成物質の分泌固形化成形
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Fig. 6 a-j. Formation of lorica. 6 a: formation of “the cloud"; 6 b: formation of “the 
collar'' in Eutintz・nnusapertus; 6 c: formation of “the ring" in the same species; 6 d: 

formation of“the ring'' in Tintinno1うsisberoidea; 6 e-g: behavior agglutinating feces 
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は極く短時間に終了してしまうものと考えられている。

ロリカを形成する器官や生態の差は，ロリカの外形や構造紋様等の差を作り出す。例えば， Figure2に見られ

るように，輪状・螺旋状の構造は一般にロリカ前端部で発達しているので，虫体の前部にある器官と関係が深い

と予想され，このような種のロリカ形成器官は主に膜板，繊毛膜および側葉であろう。ロリカ後端に発達した構

造を有する種では，その部分が分裂に際して後部娘細胞によって成形されることを暗示している。また，ほとん

ど全ての種のロリカはあたかもロクロで成形したような形を有することから，ロリカ形成期には，有鐘類は常に

回転運動をしているものと考えられる。その上，縦方向の構造を有する種では，単純な回転運動だけではなく，

かなり複雑な行動を行なっているに違いない（KOFOID,1930）。

ロリカに異物を作り込むか付着させている種では，どのようなあるいはどの位の大きさの物質を利用するかは

種によって一定している。円石藻や珪藻等の殻を用いる種では，自己の糞からそれを選び出すので，その種の主

要な餌料はロリカ上の植物プランクトン殻から推測されうる。極端な例では，外洋性の Codonella属では種毎に

決った種類の円石藻のココリスしか付着させないものもある（KOFOIDand CAMPBELL, 1939）。沿岸性種には，

砂粒のような非生物起源の物質を付着させる種も多いので，それら中には，ロリカ形成期間中に一時堆積物中あ

るいはその上面すれすれのところで生活することもあるだろう。それらの種にも，砂粒の質・大きさ等に対する

明瞭な選択性が見られる。このような種は，飼育容器中に用いるべき砂粒等を与えずにおくと，透明なロリカを

形成するといわれている（GOLDand MORALES, 1975b, 1976）。さらに汚染された水域ではより多くの物質を付

着させる傾向があり，付着物の内容と共にその量が環境汚染の指標になりうる可能性が示唆されている（GOLD

and MORALES, 1976）。
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Fig. 8. Seasonal difference in size distribution of lorica Length of Tintinnopsz・stubulosoides. 

(After GOLD and MORALES, 1975 c) 

新しく形成されるロリカのサイズ，特に長さは環境水温と逆相闘を示すことが知られている。例えば， Tz・ntin-

ηopsis tubulosoidesのロリカの長さは，高水温期には短かく，低水温期には長い傾向が見られる（Figure8）。

一方太さは比較的安定している。高水温期に短いロリカを持つことは沈降力を減少させるための適応であり，水

温が高ければ高い程分裂速度は早く（分裂回数が多く）なるから，より高温ではロリカの平均的の長さはより短く

なる（GOLD,1969a; GOLD and MORALES, 1975c）。

ロリカを形成する基質は，昔からキサントプロティン反応に呈色することから，キチンではなくて， “ケラチ

ン様のタンパク派生物質のある種のもの”とされている。基質は明らかにタンパク質と炭水化物を主成分として

いるが，正体は不明であり，現在は類キチン質（Pseudochitin）といわれている（KOFOIDand CAMPBELL, 

1939; GOLD, 1968; GOLD and MORALES, 1975a）。

1-3 ロリカの役割：有鐘類の分布層は有光層に限られている一方，脂質を細胞内に貯えてはいても（GOLD,

1969b），虫体およびロリカの比重は海水の比重よりはわずかに大きい。従って有鐘類は膜板の運動により浮遊力

を獲得しなければならない。このとき，ロリカは，虫体に比較しでかなり大きな表面積を有しているので沈降力

Q
U
 

qo 



BULL. PLANKTON SOC. JAPAN VOL. 25, NO. 2 (1978) 131 

を減ずることができるだけではなく，その外形により運動に一定の方向性を与えることができる。事実有鐘類が

走光性・走地性という定方向運動をする習性を持つので，その時にロリカは舵の役割を果すことになる（ENTZ,

1909; KOFOID and CAMPBELL, 1939; GOLD, 1973）。熱帯外洋域には小型種が卓越すること，また外洋・沿岸

あるいは熱帯・寒海を間わず，大型種のロリカは表面は滑らかではなく，明らかに摩按抵抗が大きくなるように

作られていることなども考え合わすと，有鐘類の軽くて柔かいロリカの役割は浮遊適応に関係があり，捕食者か

らの防御に役立つとは考えにくい。ロリカ形態の進化学的吟味は KOFOID(1930）および KOFOIDand CAMP-

BELL (1939）によってなされている。

ところで，膜板は有鐘類にとって唯一の積極的な運動器官であることから，その運動は単に浮遊のためだけで

はなく，摂餌運動およびロリカ中の海水の交換運動をも同時に兼ねているに違いない。そうだとすれば，一石三

烏の運動様式は，体内備蓄エネノレギーの少ない小型動物フ。ランクトンにとっては極めて有利なものであり，浮遊

生活を営む小型動物にほぼ共通して見られる運動様式であるかも知れない（谷口， 1975,1976b参照〉。

a 
d 

Fig. 9 a cl. Conjugation of tintinnids. 9 a: beginning position of the conju-

gation of two Pavella ehrenbergii; 9 b-c: conjugating pair of the same 

species; 9 d: conjugating pair of Stenosemella nivali・s.(9 a-c. after ENTZ, 

1909; 9 d: after HOFKER, 1931 b) 

2. 有性生殖（接合および配偶子形成）

有鐘類が有性生殖をすることは稀なようであり，その観察例は少ない。さらに，有性生殖過程中の核相の変遷

の追跡に成功した例はなく，いかに有性生殖が稀なことであるかが窺われる。

Figure 9a-dには Pavellaehrenbergii＊ と Stenosemellanivalis＊ の， それぞれの接合状態を示している。

このうち Figureh は接合前駆姿勢であると考えられ，この状態では2細胞聞に原形質の連絡は未だない。完全

な接合は，他の繊毛虫同様囲口部を互に接着させ，原形質連絡が生ずることによって完了するであろう（Figure

＊原著（ENTZ,1909および HOFKER,193lb）では，それぞれ Cyttarocylisehrenbergiiおよび Stenosomella

( = Stenosemella) nuculaとされている。
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9b-d）。

GOLD (1971）は， Tintinnopsisberoideaは1.5年間飼育され続けてもなお高い増殖率を示すことから，この

聞に若返りのための有性生殖が行なわれていたに違いないとしながらも，接合中の個体を実際に発見することは

できなかった。観察し得たのは前駆姿勢にあるものだけであった。

ところで， T.beroideaを長期間飼育して観察した彼の後の報告によれば（GOLDand POLLINGHER, 1971), 

飼育群には野外群で発見されたことのない小配偶子形成一一異型接合が起こり，むしろ野外群に時々見られる接

合（同型接合）は起らないという。小配偶子形成は飼育開始後数ヶ月経て起こるようになる。最も普通には， 2分

裂初期と同様に母細胞の腹側部に繊毛が生じ（FigurelOa），そこに小配偶子が発育しロリカは損傷され（Figure

lOb）いつでも遊離できる状態で成熟するが，接合前に自由遊泳をすることはない。大きさは母細胞に比べてかな

り小さいままである（FigurelOc）。この段階に達した後に，大配偶子と接触する機会があると始めて母細胞から

離れて，繊毛を付着器として囲口部で接合する（FigurelOd）。小配偶子は小核だけを有し，大核の存在は確認さ

れないことが多いが，大配偶子の核相は確められていない。大配偶子と通常の細胞との聞に外見上の差は全く認

められず，両者の区別はできない。以上の報告（GOLDand POLLINGHER, 1971）が，有鐘類の配偶子生殖を観

察した現在までの唯一の例である。

d 

Fig. 10 a-d. Formation and conjugation of microgamete in Tintinnopsis 

beroidea. 10 a: early stage of the microgamete formation on posterior 

lobe; 10 b: intermediate stage of the formation - the lorica is 

fractured; 10 c: late stage of the formation - the microgamete is 

still sticking on mother cell; 10 d: conjugation of gametes. (Redrawn 

from microphotographs in GOLD and POLLINGHER, 1971) 

小配偶子形成頻度は，接合頻度と同様に飼育群の老齢化に伴って高くなる。すなわち，倍加時間（Doubling

time）が 0.8～1.1日というような短かい植を示すときには有性生殖は起っておらず， 4～6日という長い倍加時

閣を示すときに有性生殖をしているものと判断された（GOLD,1971; GOLD and POLLINGHER, 1971）。
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3. 嚢子形成

外洋水と共に流出入を繰返えす外洋性種は別として，環境要因の季節変化が大きい沿岸域で季節消長を繰返す

沿岸性種は，ある期聞に嚢子（Cyst）を形成して，不適環境をしのぐ。一方水温・光周期を一定に保ち，餌料条

件だけを変化させる飼育実験では，餌料条件の劣化・飼育群の老齢化が起っても嚢子は形成されず，嚢胞形成前

に細胞は溶解してしまうという（GOLDand POLLINGHER, 1971）。現在のところ嚢子形成に関する知見は之し

いので，沿岸性有鐘類の生活史を明らかにするために，嚢子形成の生態は今後研究されるべき問題点となる。

おわりに

以上の知見は沿岸性種に限られていることはあらかじめ述べた。沿岸性種の種数は全有鐘類種数のうちのほん

のわずかな部分であるから，極言すれば有鐘類全体の生殖・生活史の大部分は未だ知られていないことになる。

この事実を念頭におきながら，思い切って有鐘類の生活史を要約すれば以下のようになる。

有鐘類は通常2分裂（断裂も含む）を操り返し，早い速度で増殖するが，個体群が老齢化したときには有性生

殖を行なって若返える。有性生殖時の増殖速度は低下し，主な有性生殖の方法は同型接合である。有性世代と無

性世代を規則的に交番するということはない。沿岸性種はある期聞に嚢子を形成するが，少なくとも餌料条件劣

化だけでは嚢子形成は誘発されない。沿岸性種の嚢子期とロリカ形成のある時期を除けば，有鐘類は海底に接す

ることはなく，終生プランクトンとして生活する。

遊泳力は極めて小さく，顕著な垂直移動水平移動をすることは知られていないので，外洋域に生活する有鐘類

の生活史は，海洋生物の中でも単純な方に属するに違いない。
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Addendum 

Recently, GOLD and MORALES (1976) report ecology of lorica building of the agglutinated tintinnids. 

HEDIN (1976) also studies on ecology and cytology of the cold water tintinninds. LAVAL-PEUTO (1977) 

suggests the possibility that di宜erenttypes of loricae would be built by a single species. These articles 

and their references should be referred to get better understanding of the up-to-date knowledges about 

biology of the tintinnids. 
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