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各種培養液でのスサビノリのプロトプラストの再生形態，

阿知波英明・伏屋　満

Development, Growth, and Survival Rate of Protoplasts and Sporelings 

Hideaki ACHIHA and Mituru FUSEYA

索 引 語：スサビノリ／プロトプラスト／幼芽／成長

　The present work was carried out to fi nd suitable medium for the growth of protoplasts 
and sporelings of laver, Porphyra yezoensis. Eleven media including variants of enriched 
seawater (ESS, modifi ed ESS, PES, modifi ed SWM III, F/2, SWII, and modifi ed ESP) and 
artifi cial seawater (ASP12NTA, modifi ed ASP6, ASS1, and Jamarin U) were tested in 
comparison with natural seawater (Salinity 32.5 ‰ ).
　The results obtained are summarized as follows,
1) The survival rates of protoplasts in ASS1 and modifi ed ASP6 were inferior to that in 
natural seawater after 19 days.
2) In enriched seawater media (PES, modifi ed SWMIII, ESS, and F/2) and artifi cial seawater 
media (ASP2NTA and Jamarin U), over 60 % of protoplasts regenerated to monospore-
produicing form against 38 % in natural seawater. Only 6 % of protoplasts in ASS1 
regenerated to it form within 19 days. No regeneration was observed in modifi ed ASP6.
3) The size of monospore-producing, callus-like, and rhizoidal form in modifi ed SWMIII, 
ESS, and ASP12NTA were larger than those in the other media after 19 days.
4) The growth of the sporelings was promoted in modifi ed SWMIII, ESS, ASS1, and ASP12NTA.
5) These results indicate that modifi ed SWMIII, ESS, and ASP12NTA are suitable media 
for culture of protoplasts and sporelings of P. yezoensis.

成長，生存および幼芽の成長について
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　１）７種類の栄養添加培養液（ＥＳＳ，改変ＥＳＳ，
ＰＥＳ，改変ＳＷＭⅢ，Ｆ／２，ＳＷⅡおよび改変Ｅ
ＳＰ）と４種類の人工海水（ＡＳＰ 12 ＮＴＡ，改変
ＡＳＰ６，ＡＳＳ 1およびジャマリンＵ）についてろ
過海水を対照区として，プロトプラストの再生形態，
成長，生存および幼芽の成長に関する試験を行った。
　２）培養 19 日後のプロトプラストの生存率は，栄
養添加海水ではほぼ同じであったが，人工海水では改
変ＡＳＰ６とＡＳＳ 1でよくなかった。
　３）プロトプラストの再生形態（培養 19 日後まで）
では，ＰＥＳ，改変ＳＷＭⅢ，ＥＳＳおよびＦ／２が
単胞子を形成しやすく，ＳＷⅡは根様糸の形成が多く
なった。人工海水では，ＡＳＰ 12 ＮＴＡ，ジャマリ
ンＵで単胞子を形成する個体が多くなり，改変ＡＳＰ

６ではほとんど単胞子を形成せず，また，ＡＳＳ 1は
細胞塊の割合が多くなった。
　４）培養19日後の各種再生形態の大きさは，栄養添加
海水ではＥＳＳ，改変ＳＷＭⅢの成長がよかった。一方，
人工海水では単胞子を形成後の正常葉体の成長はＡＳＰ
12ＮＴＡでよく，改変ＡＳＰ６では劣る傾向を示した。
　５）幼芽の成長には，栄養添加海水では改変ＳＷ
ＭⅢ，ＥＳＳがよく，人工海水ではＡＳＳ 1とＡＳＰ
12 ＮＴＡがよかった。
　６）以上のことから，プロトプラストから幼芽まで
の一連の培養においては，栄養添加海水ではＥＳＳ，
改変ＳＷＭⅢが，人工海水ではＡＳＰ 12 ＮＴＡがよ
いということができる。
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