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スジアオノリ藻体からの抽出液がスジアオノリ

初期形態形成に及ぼす影響

團　昭紀・平岡雅規・大野正夫・能登谷正浩

（2003年 6 月 9 日受理）

Effect of the Extracted Solution from Enteromorpha prolifera Frond
on Their Eearly Morphological Development 

Akinori DAN
＊1, Masanori HIRAOKA

＊2, Masao OHNO
＊3,

and Masahiro NOTOYA
＊4

Abstract: Some developmental stages of Enteromorpha prolifera, reproductive cell, germling, 
young plant, were incubated with the extracted solution which was filtered from homogenized 
vegetative fronds of the same species. The filtered solution had no influence on the germination 
of reproductive cells, but suppressed the growth of germling after germination. When the germ-
lings of 4.1 mm were incubated with different concentrations of the filtered solution, an increase 
in the concentration of filtered solution decreased the length of germling. This result suggests 
the growth of germling is suppressed by the filtered solution. Furthermore, on the cells of frond 
except for rhizoidal region, the rate of cells having rhizoid and irregular arrangement increased as 
increasing the concentration of filtered solution. The shape of rhizoids, which were incubated in 
high concentration, differed from the control. The effect for the young plant of 40.0 mm appeared 
generally with suppression to the growth and acceleration to have rhizoidal cell. The effect of 
filtered solution for the young plants was similar to that of the germlings.

　Key words: Enteromorpha prolifera; Extracted solution; Morphological development; Growth 
suppression

ス ジ ア オ ノ リ Enteromorpha prolifera（Müller）J. 

Agardhの遊走細胞を容器内に高密度で播種すると発

芽体の成長が抑制され容器底面で微小な藻体が密生

した“Bottle-brush form”となることが観察される1)。

Reddy and Fujita2)は，アオノリ属 3 種，ウスバアオノ

リ E. linza，ヒラアオノリ E. compressa，スジアオノリ

を無菌培養下でプロトプラストを再生させたところ，

発芽体の密度が高すぎると細胞分裂が阻害されること

を報告している。また，Eaton3)は，藻体自身が生産，

分泌する物質が細断された藻体片の仮根形成を促進す

ることを報告している。したがって，スジアオノリ藻

体の成長や形態形成には藻体から分泌される物質が関

与している可能性が考えられる。そこで本報告では，

スジアオノリ藻体を摩砕し，水抽出した濾液を生育段

階別のスジアオノリに添加して培養することにより，

藻体抽出液が発芽および形態形成にどのような影響を

及ぼすのかを調べた。

材料および方法

藻体抽出濾過液の作成　徳島県吉野川汽水域で採
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取し，継代培養されていた常に 2 本鞭毛の生殖細胞を

作る無性生殖の生活史を持つスジアオノリ系統株4)を

用いて，湿重量40 g（平均藻体長120 cm）を20 psu の

滅菌海水200 ml と共にブレンダーで粉砕した後，孔

径20μm のフィルターで細断片と濾液に分離した。細

断片は，外径 9 cm のガラス乳鉢に入れ，海砂（425～
850μm，20～35 mesh，和光純薬工業株式会社）を加

え摩砕し，20 psu の滅菌海水1800 ml で懸濁して 3 l 三

角フラスコに入れ，往復振とう機で 1 時間攪拌した。

この溶液に最初の孔径20μm のフィルターで分離した

濾液を加えて充分に混合した後，メンブレンフィル

ター（Cellulose Acetate Filter，アドバンテック株式

会社）孔径 3 ，0.45，0.2μm の順に吸引濾過した濾液

を50 ml ずつプラスチックボトルに入れ密封し，生物

検定を開始するまで－20℃で凍結保存した。

藻体抽出濾液が発芽に及ぼす影響（実験Ⅰ）　直径

9 cm，深さ 2 cm の滅菌プラスチックシャーレ 3 枚に

20 psu 海水を50 ml ずつ満たし，高密度による成長抑

制作用が働かない濃度＊5として遊走細胞を約10,000個

の割合で播種した。シャーレに18×18 mm のカバーグ

ラスをそれぞれ 8 枚ずつ入れ遊走細胞を付着させた。

播種後のシャーレは20℃の恒温室に入れ，遊走細胞を

均一に着生させるため外側をアルミ箔で遮光して24時

間静置した。

上述の藻体抽出濾液を室温（20℃）で解凍し，

20 psu の海水で希釈し 6 段階の濃度勾配液を作成し

た。 す な わ ち， 抽 出 濾 過 液 の3.1，6.3，12.5，25，

50，100%となるよう希釈した溶液をそれぞれ30 ml ず

つ作成し，直径 9 cm，深さ1.5 cm の滅菌プラスチッ

クシャーレに満たした。また，対照区として20 psu

海水を30 ml 満たしたシャーレも用意した。藻体抽

出濾液中に含まれる物質のバクテリアによる消費を

防ぐため5)，各希釈濾過液と対照区に，抗生物質混液

（Penicillin 5000 Units/ml・Streptomycin 5 mg/ml，和光

純薬工業株式会社）0.2 ml ずつを添加した。これら合

計 7 枚のシャーレに，前日に採苗したカバーグラスを

3 枚ずつ入れ，20℃，光量40μmol s-1m-2（12時間明期，

12時間暗期）で 7 日間培養した。途中 3 日目に，各濃

度区および対照区の培地を新しい培地に更新した。

培養終了後に，発芽体数，仮根部以外の藻体長，

仮根長を測定した。発芽体数の計測は万能投影機

（PROFILE PROJECTOR V12, ニコン株式会社）を用い，

スライドグラス上に藻体の生育している面を下にして

のせ，1 視野（7.1 mm2）当たりの発芽体数を30視野分

計数し，1 mm2当たりの発芽体数を求めた。仮根部以

外の藻体の長さと仮根部の長さは，万能投影機を用い，

30個体をトレーシングペーパーに写し取り，長さを求

めた。

藻体抽出濾液が発芽体の形態に及ぼす影響（実験

Ⅱ）　実験Ⅰと同様の手法でカバーグラスに遊走細胞

を着生させたものを，栄養塩を添加した PES 培地中

で10日間培養し，カバーグラスに着生した平均藻体長

と標準偏差が4.1±0.4 mm のスジアオノリを準備した。

なお，培養条件は20℃，光量40μmol s-1m-2光周期12

時間明期，12時間暗期とした。

保存してある抽出濾過液を室温（20℃）で解凍し，

20 psu の滅菌海水で希釈し，実験Ⅰと同じ 6 段階の濃

度勾配液を50 ml ずつ作成した。各濃度液に，栄養塩

を添加した PES 培地に実験Ⅰと同じ抗生物質を同じ

割合で添加し，直径 9 cm，深さ 2 cmの滅菌プラスチッ

クシャーレに満たした。また，対照区として20 psu

海水に栄養塩を添加した PES 培地に抗生物質を加え

たものを50 ml 満たしたものも用意した。合計 7 枚の

シャーレに，準備した発芽体の着生したカバーグラス

を 3 枚ずつ入れ，20℃，光量40μmol s-1m-2光周期12時

間明期，12時間暗期で 7 日間培養した。途中 3 日目

に，各濃度区および対照区の培地を新しい培地に更新

した。

培養終了後に，藻体長，細胞の形態と配列が通常細

胞と異なる部分の測定及び仮根部の観察を次のように

おこなった。各試験区のカバーグラス 1 枚当たり10個

体ずつ藻体を眼科用ピンセットで抜き取り，合計30個

体分の藻体長（仮根部を除く）を万能投影機を用いて

トレーシングペーパーに写し取った。また，細胞の形

態と配列が通常細胞と異なる部分（以下「異常細胞部

分」と呼ぶ）については10個体分を正常な細胞部分と

異常細胞部分に分けて藻体軸方向の長さをトレースし

た。仮根部は，スライドグラス上に藻体の生育してい

るカバーグラスの面を下にしてのせ正立顕微鏡で観察

し，写真撮影をおこなった。

藻体抽出濾液が幼葉に及ぼす影響（実験Ⅲ）　実験

Ⅰと同様の手法でカバーグラスに遊走細胞を着生させ

たものを，栄養塩を添加した PES 培地中で25日間培

養し，カバーグラスに着生した平均藻体長と標準偏差

が41.0±7.5 mm のスジアオノリ幼葉を準備した。なお，

培養条件は20℃，光量40μmol s-1m-2光周期12時間明

期，12時間暗期とした。

保存してある藻体抽出濾過液を室温（20℃）で解

凍し，20 psu の海水で抽出濾過液の50%に希釈した溶

液を50 ml 作成した。その希釈液に栄養塩を添加した

PES 培地に実験Ⅰと同じ抗生物質を同じ割合で加え，

直径 9 cm，深さ 2 cm の滅菌プラスチックシャーレに

満たした。また，対照区として20 psu 海水に栄養塩

を添加した PES 培地に抗生物質を加えたものも50 ml
＊5 團，未発表．
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満たした。これらシャーレに，準備した藻体の生育

しているカバーグラスを 3 枚ずつ入れ，15℃，光量

40μmol s-1m-2光周期12時間明期，12時間暗期で25日

間培養した。培地交換は，3～ 4 日ごとにおこなった。

培養終了後に仮根部以外の藻体長の測定及び形態の観

察をおこない，写真撮影した。

結　　果

藻体抽出濾液が発芽に及ぼす影響　Table 1 に，ス

ジアオノリ藻体からの抽出濾過液が遊走細胞の発芽及

び成長に及ぼす影響を示した。抽出濾液を添加した場

合，カバーグラス上の 1 mm2当たりの平均発芽体数は

0.7～1.1本の範囲であり，また抽出濾液を添加してい

ない対照区では0.8本となり，抽出濾液の添加濃度に

よる差はみられず，発芽に関しては抽出濾液の影響は

みられなかった。発芽後の成長は，平均藻体長は抽出

濾液の濃度が高くなるにつれ短くなる傾向がみられる

成長抑制効果がみられた。また，仮根の長さについて

は抽出濾液の原液（100%）及び50%希釈液では仮根

細胞と通常の細胞との判別はできなかった。仮根部も

含めた藻体全体の長さに対する仮根部の長さの割合で

は，抽出濾液の添加区（32.3～42.8%）は，対照区（12.6%）

より高かった。

藻体抽出濾液が発芽体に及ぼす影響　平均藻体長

4.1 mm の発芽体に対する抽出濾液の影響は，Fig. 1

に示すように，抽出濾液を50%に希釈した培地中で

培養した場合（Fig. 1-A, B, C, D）と無添加の対照区

（Fig. 1-E, F, G）では，抽出濾液中での培養は仮根部

より上の藻体基部付近の細胞が仮根を持った細胞に

分化するのが観察された（Fig. 1-A）。対照区では，

藻体基部はアマノリ類でみられる根様子細胞に似た

細胞への分化は観察されるが，仮根を持つことはな

かった（Fig. 1-E）。しかし，抽出濾液中で培養された

場合には本来仮根を持つことのない細胞まで仮根を

持った。また，この仮根を持った細胞より上部の細胞

（Fig. 1-C）を観察すると対照区（Fig. 1-G）に比べ，

細胞配列が乱れ，細胞膜が肥厚している。本研究で述

べる異常細胞部分とは本来の仮根部より上部にあり，

仮根を持った細胞部分と細胞配列の乱れた部分を合わ

せた部位であるが，この異常細胞と正常な配列を持っ

た細胞とは境界が明瞭であり（Fig. 1-B），基部から先

端部方向にかけ異常細胞部分は藻体軸に沿って連続

して現れ，正常な細胞と入り混じることはなかった。

Fig. 1-D では，正常細胞との境界付近にある異常細胞

部分から多数の小さな分枝が上方に向かって伸びてい

る。この現象はしばしばみられ，小さな分枝は決して

基部付近にはなく，常に正常細胞との境界付近にのみ

みられた。

Fig. 2 には，実験Ⅱ培養 7 日後の藻体長に占める異

常細胞部位の割合と平均藻体長を抽出濾液の濃度別に

示した。異常細胞部分の占める割合は抽出濾液の濃度

が上昇するにつれ増大している。また，抽出濾液の濃

度が上昇するにつれ平均藻体長は短くなり成長抑制効

果がみられた。

Fig. 3 は，カバーグラス上に成長した藻体の仮根部

を裏側から見たものである。抽出濾過液の濃度が高い

場合，仮根は正常な形態とみなされる細い透明な枝分

かれの多いものにならず，枝分かれの少ない丸みを帯

びた形状になる（Fig. 3-A）。25%希釈液より低濃度に

なると対照区の形状に近いものになった。

藻体抽出濾液が幼葉に及ぼす影響　Fig. 4 に平均藻

体長が41.0 mmの幼葉に対する抽出濾過液の影響につ

いて濾液添加区と対照区を，それぞれの部位ごとに対

比させて示した。この結果仮根を持つ細胞が藻体基部

から先端部まで観察され，藻体全体の細胞が仮根を持

つ細胞に分化したことが明らかになった。実験終了時

の平均藻体長と標準偏差は，濾過抽出液添加区が36.0

±10.2 mm，対照区が122.0±43.5 mm であり成長抑制

効果がみられた。

考　　察

スジアオノリ遊走細胞の発生におよぼす抽出濾液の

影響は顕著ではなかった。しかし，発芽後は濃度の上

昇に伴い藻体の成長が抑制された。このことは Moss 

and Marsland1)が観察した“Bottle-brush form”の現象

を藻体自ら分泌する成長抑制物質の存在を説明するも

のと考えられる。すなわち，容器内に高密度に播種さ

れたスジアオノリの生殖細胞の発芽は正常におこなわ

れるが，その後自らの分泌する物質により成長が抑制

され，小さな藻体のままで止まる。この成長の抑制は，

Table 1. Effect of filtered solution from the frond of E. prolifera on germination of swarmer and growth of germling

Concentration of filtered solution (%) Control 3.1 6.3 12.5 25 50 100

Individuals of germling/mm2 (n)
Length of germling (μm)
Rhizoid length of germling (μm)
Proportion of rhizoid (%)

0.8±0.2
436±80
55±16

12.6

1.0±0.3
259±43
91±13

35.1

1.1±0.5
209±37
69±13

33.1

0.8±0.2
233±33
75±17

32.3

0.7±0.2
152±25
65±26

42.8

0.8±0.2
121±18

─
─

0.8±0.2
60±13

─
─

　Values are expressed as mean±SD except for proportion of rhizoid.
　Proportion of rhizoid (%) = Rhizoid length×100 /(Length + Rhizoid length).
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藻体相互間による光や空間または栄養の競合による相

互作用とともに藻体自身が分泌する物質により影響が

あると考えられる。また，発芽後の藻体への抽出濾過

液の影響は，濃度が高くなるにつれ仮根形成部の割合

が高くなった。Eaton3)は，スジアオノリとボウアオノ

リ E. intestinalis について葉状体抽出液を添加した培

地で藻体片を培養した場合，無添加の対照区に比べ仮

根数及び仮根長が増大したことを報告しており，本研

究の抽出濾過液中では仮根の成長が促進された結果と

一致している。

平均藻体長4.1 mm の発芽体に対する抽出濾液の影

響については，濾液濃度が上昇するにつれ伸長が遅

Fig. 1. Effect of filtrated solution from the frond of E. prolifera on the morphological change of germ-
ling (4.1 mm) at basal part (A), middle parts (B, C, D). E, F and G are controls. Bars in A, B, D, E 
and F represent 100μm, and Bars in C and G indicate 50μm. An arrow in B shows the boundary 
area between normal cell region and abnormal cell.

A

B

C

E

F

G

D

Filtrated solution Control
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く，平均藻体長は短くなり，成長抑制効果がみられた。

Fig. 5 に，藻体長約 4 mm の発芽体に対する抽出濾液

添加の影響について模式化して示した。まず，仮根部

以外の藻体に対しては成長を抑制する働きがある。ま

た，抽出濾液は濃度依存的に基部側から異常細胞の部

分を増加させ，高濃度では藻体全体を異常細胞化させ

る。また，異常細胞部分の基部付近では仮根を持つ細

胞が見られるようになる。このことは，抽出濾液中に

ある物質はまず基部位から影響し，細胞を仮根様細胞

へと分化させる働きがあると考えられる。異常細胞部

分の先端部では，多くの小さな分枝が上に向かって伸

びることが観察されるが，分枝は決して基部付近で発

生することはなく，常に異常細胞部位の先端部で見ら

れる。このことは，異常細胞部分であっても極性は失

われてはいないことを示していると考えられる。また，

無添加の対照区でも異常細胞の割合がわずかながらみ

られたが（Fig. 2-A），これは培養藻体自身が分泌した

物質による影響と考えられた。

平均藻体長が41.0 mm に成長した幼葉に対する抽出

濾液添加の影響について，本実験は25日間と長期間培

養したため，抽出濾液の影響は大きく現れたものと考

えられた。仮根を持つ細胞は，藻体基部から先端部ま

でに見られ，長期間の抽出濾液に浸漬した場合は，藻

体の全細胞が仮根様細胞に分化することがわかった。

4.1 mm の発芽体と41 mm の幼葉とでは藻体抽出濾液

添加の影響は大きな差異は認められなかった。

アレロパシーの定義は，植物，微生物，動物などの
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Fig. 2. The rate of abnormal cell (A) and the growth of 
fronds (B) after incubation in the filtrated solution. 
Solid rectangle ( ) represents the rate of the length 
with abnormal cells in the whole length of frond. 
Vertical bar indicates±SD, n=10. Open rectangle ( )
represents mean length of frond. Vertical bar indi-
cates ±SD, n=30.

Fig. 3. Effect of filtrated solution from the frond of E. prolifera on the morphological change of 4.1 mm germling 
at rhizoidal part. A represents the rhizoids incubated in high concentration of filtered solution (dilution rate 
is 100%). B, C and D represent dilution rates of 50, 25 and 0%, respectively. Bars indicate 200μm.



170 團・平岡・大野・能登谷

生物が同一個体外に放出する化学物質が，同種の生物

を含む他の生物個体の発生，生育，行動，栄養状態，

健康状態，繁殖力，個体数，あるいはこれらの要因と

なる生理・生化学的機構に対して，何らかの作用や変

化を引き起こす現象とされている6)。今回の実験では

スジアオノリ藻体抽出濾液が同種のスジアオノリ藻体

A
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Fig. 4. Effect of filtrated solution from the frond of E. prolifera on the morphological change of young 
plant (41 mm) at apical region (A, B), middle region (C, D), basal region (E) and external view (F). 
G-K indicate controls. Bars in A-E and G-J represent 100μm and bars in F and K indicate 36 mm.
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に及ぼす作用について調べたが，他種の植物に対して

も調べる必要がある。たとえば，天然ではアオノリ群

落には概ね単一種のアオノリのみが生育し，他の海藻

の混生は少ない。これはアオノリの藻体が常にアレロ

パシー物質を分泌する結果，他の海藻の生育がさまた

げられていると考えられ，今後の研究課題である。

アオサ属の Ulva mutabilis とアナアオサ U. pertusa

では，栄養藻体に成熟を阻害する物質を含んでおり，

これがある一定の濃度を保っている時には栄養成長

をするが，何らかの原因により減少すると，成熟が

引き起こされるといわれている5,7,8,9)。また，スジアオ

ノリ藻体にも，同様の成熟を阻害する物質を含むこと

が報告されている10)。さらに今回の結果から，スジア

オノリ藻体からの抽出濾液は成熟阻害だけでなく成長

抑制，通常細胞の仮根細胞への分化を誘導する働きも

持っていることが分かった。これらの結果は，スジア

オノリ藻体を細断した組織培養片を直接養殖網に付け

ることにより種苗を作る場合，組織片をあらかじめ藻

体抽出液で培養することで仮根を効果的に誘導し，網

に付着させることに応用でき，また，大きな細断片を

用いて仮根を誘導し養殖網に付けることができれば，

通常の養殖種苗より早く収穫できる可能性も考えられ

る。さらに，近年タンク培養によるスジアオノリ養殖

がおこなわれるようになったが11)，タンク内で培養す

る際，高密度で培養すると藻体から分泌される成長抑

制物質の影響を受ける可能性があり，成長を抑制しな

い適正な藻体密度で養殖する必要がある。この他，養

殖漁場で一度刈り取った後に短くなった藻体の付着し

た養殖網を抽出濾液入りのタンクで培養し，分枝を誘

導することで，再度種網として用いることも可能であ

る。

要　　約

スジアオノリ藻体からの抽出濾液で遊走細胞，発芽

体，幼葉を培養した。抽出濾液は，遊走細胞の発芽に

は影響を及ぼさないが，発芽後の成長を抑制した。ま

た，4.1 mm の発芽体に対しては抽出濾液の濃度が上

昇するにつれ成長が抑制され，さらに仮根部以外の藻

体細胞で仮根を持つ細胞や配列に乱れがある細胞の割

合が増加した。仮根の形状も高濃度では，対照区と比

べて異なった。平均藻体長40.0 mm の幼葉に対しても，

基本的には発芽体に対してと同じく成長抑制の影響と

仮根を持つ細胞の増大の影響が現れた。

Fig. 5. Schema showing the effect of filtrated solution from the frond of E. prolifera on the morphological 
change in germling (length of 4.1 mm).
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