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短信
(Letters) 

走査電子顕微鏡による Chattonellαsp.(Hornellia sp.）の観察1)

Observations on Chattonel/a sp. (Hornellia sp.) 

using Scanning Electron Microscope1) 

'SIR-Four strains of Chattonella sp. which is often reported in its junior synonymical name 

Hornellia sp., collected in Hiroshima Bay and Maizuru Bay were studied with a scanning electron 

microscope. Materials were五xedin 1-2% Os04 solution in五lteredsea water, dehydrated in a 

series of graded ethyl alcohol, dried by critical point drying method with C02 and coated with 

gold, and fairly good specimens were obtaind. 

Many small granules on the surface and two flagella emersed from ventral groove were 

observed. In the ventral groove, a net work consisted of五nethreads was observed; perhaps 

this might be formed by trichocyst (or mucocyst) which were extruded by means of stimulation 

of五xativesolution. 

ONO et al. (1979) classified 9 strains of Chattonella sp., which were collected from Seto 

Inland Sea, Maizuru Bay and Kagoshima Bay, into two types (large type and small type) using 

light microscope (LM). In this observation using SEM, any more morphological differences be-

tween large type (70-Hiroshima, 71-Hiroshima) and small type (78-Hiroshima, 75-Maizuru) were 

not found than observed with LM. (HARUYOSHI TAKAYAMA, Hiroshima Fisheries 

Experimental Station, Ondo-cha, Aki-gun, Hiroshima) 

Chattonella sp.はこれまで Hot・nelliasp.と呼ば 今回観察に供した 4株にそれぞれ 70-Hiroshima,71-

れており，赤潮名として定着している。しかし， Hiroshima, 78 Hiroshima, 75-Maizuruの呼称を付

HOLLANDE & ENJUMET (1957）は， Hornellia属は し， 70-Hiroshimaと71-Hiroshimaは大形タイプ。に，

・ Chattonella属の新参シノニムであるとし， LEOBLICH 78-Hiroshimaと 75-Maizuruは小形タイプに区分し

& FINE (1977）も，本種は Olisthodiscusluteus, ている。本報でも小野らの付した呼称をそのまま使用

Heterosigma inlandica, H. akashiwo, Fibrocapsa することにする。また， 70Hiroshima と 71-Hiro-

japonicaなどとともに Chattonella属に包括されるべ shimaは， 1969年と 1970年に広島湾で赤潮を形成し

きであると述べていて，その分類名は混乱している。 た折，羽田（1972）が Hemieutreptiaantiquaと命名

ところで，小野ら（1979）は，日本各地から収集し したものと同一種である。

た Chattonellasp. 9株を観察した結果，体長その他 SEM観察標本は， 1-2%Os04 f?過海水溶液で固定

に形態的変異があり，大形タイプと小形タイプとに区 した後，水洗，エチルアノレコーノレによる脱水，二酸化

分されると述べているので，この両タイプの走査電子 炭素による臨界点乾燥，金のイオンスパッタ被覆の過

顕微鏡（SEM）による形態比較を試みた。 程を経て作製した。観察に使用した SEMは目立製作

稿を進めるに当り，草稿を校閲していただいた三重 所社製の S-430型 SEMである。

大学水産学部の岩崎英雄教授に厚くお礼申し上げる。 著者は，赤潮プランクトンの SEM観察標本作製に

本観察に供した Chattonellasp.は， 1970年， 1971 おいて，固定が最も重要な過程であると考えている。

年および1978年に著者が広島湾で採集した株と， 1975 本種には 1-2%Os04 if5.過海水溶液による固定が最も

年に京都府立海洋センターの田中俊次氏が舞鶴湾で採 適していたが，それでも細胞膜が破壊されたり，鞭毛

集した 1株の計4株である。なお小野ら（1979）は， が不完全であることが多かった。固定法についてはさ

1) 1980年6月2日受理（Accepted2 June 1980) らに検討を加える必要があろう。 PlateIIの E-Gに，
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細胞膜が破壊されたために色素体が露出した状態を示 HOLLANDE, A. & M. ENJUMET 1957. Sure une 

す。

Plate Iの A と B に 70-Hiroshimaと 75-Mai-

zuru の光学顕微鏡写真を， D-Gに観察に供した 4株

の SEM写真を示した。本種は形態変異が大きいが，

大形タイプ（70-Hiroshima,71-Hiroshima）と小形タ

イプ（78Hiroshima, 75 Maizuru）とには，体長や外

形に違いがみられる。

体表には 0.5～Iμm程度の多数の小頼粒がある

(Plate II, A）。培養条件や個体の違いによって小頼粒

の分布密度は異なるが，大形タイプにも小形タイプに

も存在し，本種の特長的な体表構造になっている。な

おこの小頼粒は Os04で固定すると黒化するので，光

学顕微鏡でも観察しやすくなる（PlateI, C）。

体の前端部分に腹溝（ventralgroove）があるが

(Plate II, B），小形タイプの腹溝は大形タイプのもの

よりやや小さい傾向がみられた。腹溝から 2本の鞭毛

が出ているが，鞭毛の基部に網状構造が観察された

(Plate II, C）。この構造はおそらく，固定時に糸胞

(trichocyst）または粘液胞（mucocyst）が放出されて

形成されるものであり，本種の基本的な構造ではない

ものと推定している。

本種は，ある条件下で粘液物質を分泌して凝集する

性質を持っているが（高山， 1972), Plate IIのD は

その状態を示す。

小野ら (1979）はすでに，大形タイプと小形タイフ。

との相違点や類似点について観察しているが，両者が

同一種であるか別種であるかは断定していない。今回

の SEM観察の結果によっても，両者聞には光学顕微

鏡で観察される以上の新たな差異は認められず，分類

学上の議論をするまでには至らなかった。しかし，多

数の小頼粒が分布する体表構造はまったく同じ構造を

示しており，別種だとしてもきわめて近縁であること

には間違いない。

（高山晴義，広島県水産試験場）
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Explanation of Plates 

Plate I. 

A. 70-Hiroshima (photographed under LM). 

B. 75 Maizuru (photographed under LM). 

C. Distribution of small granules on the surface of 

75-Maizuru (cell killed with Os04 and photo-

graphed under LM). 

D. 70-Hiroshima. 

E. 71-Hiroshima. 

F. 75-Maizuru. 

G. 78-Hiroshima. 

(Unit of the scale in each五gureis μm.) 

Plate II. 

A. Surface of Chattonella sp. 

B. Forehead part of Chattonella sp. 

C. A net work in the ventral groove. 

D. Aggregating mucoid masses of Chattonella sp. 

E and F. Arrangement of chloroplasts. 

G. Chloroplasts (high magni五cation surrounded~ 

with square in Fig. F). 

(Unit of the scale in each五gureis μm.) 



高山： Chattonella sp. 

PLATE I 
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