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緒言

アマノ リ属の生活史l乙関して、筆者は第 I報で、アマノリ属の 4種を調べ、コンコセリス期 の 存在するこ

と、即ちアマ ノ')の葉状体か ら放出する果胞子は糸状のコンコセリ ス体と な り、之l乙単胞子が形成されて ζの

単胞子が再び禁状体となる乙とを報告した。 之によって従来最 も問題と なり諸説がなされていた果胞子の行動

が明らか となり 、 アマノ リ属の生活史の大綱を知ることが出来たのであるが、 アマノリ属各種の生活史の詳細

を知るためには、 更にその生態的観察 無性生殖の調査も併せて行わなければならない。またコンコセリ ス体

の諸性質も知る必要が生じ、 更にアマ ノリ属の種類即ち分類学的問臨 も生じて来る。

此等の点を考慮し て、筆者は引続き アマノリ属の生活史の研究に従事してきた。 コンコセリ ス体の諸性質に

ついては別に調べているが (黒木 1953b，黒木・平野 1955a， b， 1956 a， b)、本報告では一般に “アサクサノ

リ"と呼ばれている養殖アマノ リについて述べる。 従 来養殖 アマノリ の大 部分 はア サクサノリ P.tenera 

Kjellm. とされてき たのであるが、 ζ の他に 7)レパアサクサノリ P. lwniedω Kurogi， スサピノリ P. 

yezoensis Ueda，コ スヂノ リ P. 山 zgustaOkam. et Ueda及びウッ プノレイノリ P.pseu.dolinearis Uedaの

4種 も夫々独立して或は混在して養殖の対象lとなっている乙と を知った。 ζれら の中、首U4穫の形態 ・生態の

観察、 培養実験等について述べ、その生活史を考察し、また分類学的考察を行う。 ウップJレイノリについては

その養殖は一般的でないが、次報lこ述べ、る予定であ る。 ζの研究は 1951年以降、アサクザノリ ，マルパアサ

クサノリ"スサビノリ l乙関しては松島湾K於いて、 コスデノリ については気仙沼湾-松島湾K於いて主として

行い、松川浦 ・気仙沼湾 ・有珠湾 ・室蘭その他の東北 北海道の一部に於ける観察 も参考にした。

なお 乙の研究の大要は 日本水産学会 (1954，'56)、日本植物学会 (1955) で発表し、一部を藻類 (1956，Vol. 

3， No. 1) I乙、総括したものを水産増殖 (1957，Vol. 4， No. 4) IC::報告した。此等の詳細その他の未発表

事項を ζ ~ ，こ報告する次第であ る。

報告を行 うにグじだち、御助言 ・御校閲をいた守いた北海道大学山田幸男教授に厚 く御礼を申し上げ、 本研究

l乙終始御激励をいたマいた当研究所谷匹専治博士、御助力を得た秋山和夫氏!C::}享く御礼を申し上げる。 また有

珠湾の養殖ア7 ノリ調査に御便宜と助言をいたずいた北海道区水産研究所木下虎一郎博士、渋谷三五郎氏その

他の方々、室蘭のス サビノリ の調査に御援助と助言を得、 本研究lこ終始御激励をいたマいた北海道大学海藻研

究所の中村義輝博士、コスヂノリ 調査に御援助をいたマいた宮城県水産試験場気仙沼分場中村捷場長、小野寺
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弘技師その他の方々に深謝する。 更に標本を見せていたマト御助言を賜った東京水産大学殖田三郎教授、東

海区水産研究所須藤俊造博士、松島湾水質の資料を心よく見せていたマいた当研究所奥田泰造博士、 鮎川の潮

汐資料を見せていたマいた石巻測候所の方、ノリ養殖試験lζ種々御助力を得た現釜-室浜の青年研究会・業者

の方々tζ深くお礼申し上げる。

養殖アマノリの分類学的研究の歴史

我国で養殖されてい るアマノリ は殖回 (1932，'52) によるとアサクサノリが大部分で塩分の多い所ではコス

ヂノリが混生する ζとがあると述べている。 ζのアサクサノリは Kjellman (1897)が我国の乾海苔製品をも

とにして記載し た種で、ある。その後岡村 (1900，'02， '09， '16)， 殖田 (1932)， Tanaka (1952) 等Kよって

分類学的研究が行われている。 アサクサノリという和名は岡村が当時製品或は養殖アマノリに用いられていた

名をそのま〉本種K与えたも のである。

乙のアサクサノリ lζ対して Kjellmanは次のような記械を行っている。“雌雄異休、精子畿は集合して縁辺K

斑を形成す，胞子漢は秩序なく配置し 、 8 つ或はそれ以下の胞子を有す， 仁は倣子様にして径 20~27μ あり，

体は茎を有し，茎は明瞭なり， 小に して高さ 3~5cm ， 幅 1~3cm ， 厚さ 15~20μ あり ， 細い箆状乃至広い個j卵

形をなす，屡々屈曲しまfこ所々裂け る，密l乙深く波鍬す，縁辺に鋸歯なし，左右殆ど等し， 紫肇色を呈し不透

明，膜は薄く，紙lζ密着す，下部は梶棒状の細長い頭部をもった細胞からなり 、上部は短い不規則な三角形乃

至四角形の径 15~18μ の殆ど 同JI~の細胞からなる，体の断面に於いて細胞腔は殆ど正方形を示し，膜は薄く中央

lζ翼j板を形成す"。 また上記の特徴を示した体形 ・栄養細胞・精子襲 ・襲果~図示してい る。之によると嚢果

の分裂は a/2，b/2， c/2，精子裁の分裂は a/4， b/2~ (4?) ， c;?となり、雌性細胞の内容の再端が僅かに突

出してい る。

乙の Kjellmanの記i協を見ると体が小さくて結く 、形l乙かなりの変化があり 、また』地権異体となっているこ

と等K注意が惹かれる。雌雄異体なる乙とに対して岡村，殖田はアサクサノ リは雌縫同体で Kjellmanの観察

は誤りであろうとし、Yendo(1916)， Tanakaは Kjellmanの標本を調べて、それが雌雄同体である ζとを報

告している。 体の大きさ-厚さについては岡村，殖田， Tanakaの記載はより大きくなっている。形の変化は

殖固によると“円形，卵形，披岳l形等種々あり体形の変化はアマ ノリ属中最も甚しい"と記している。岡村，

Tanakaの記献も路々同様である。

かくて上記の我国の研究者によって与えられたアサクサノリ の主な特徴を殖田の報告によって見ると次のよ

うになっている。“体は (円形)，卵形，披針状等種々あり，通常 15~25cm (3 ・ 4~40 ・ 50cm) 高く 7~12cm

(1 ・ 2~20cm) 広し，主主部細小なれども明瞭なり ， 基部は模JI~乃至円形 (或は心臓形 ・ 隣形) を呈す，縁辺鋸歯

なし，波級著し，体は稀K分裂す，体は細胞一層にて成り 15~30~(35)μ l写し，細胞はや h多角形にして径

は通常 20μ 許りあり 不規則iζ列す， 体の横断面における細胞の内院はや〉方形をなし高きは太き lζ比して大

なるものと小な るものとあり ;根様糸を出す基部細胞は円形乃至楕円形を呈し頭太し，雌維同株，雌縫共i乙縁

辺より生じ相混じて飛白状を呈す， 事E果の分裂表式は 8(a/2， b/2， c/2) ，精子襲の分裂表式は64(a/4， b/4， 

c/4) なり;色は紅紫色， 緑紫色，槌紅色等種々"。

なお Yendoはアサクサノ リは P.leucosticta Thuret と同じも のでその synonym とすべきだと述べた

が、殖田， Tanakaは之を否定している。

アサクサノリ の品種について殖田は体の断面K於け る細胞 の高さ が 幅より 大きいか小さいかによって f.

typica， f. kjellmaniの 2品種を設けた。 Kunieda(1939) は之の命名について前者を var. olwmurai (P. 

tene7.a in Okamura 1909) ，後者をvar.typ'/caとすべきではないかと述べた。 しかして Tanakaは Kjellman

の標本を調べ、上記の 2品種の存在を否定した。

一方 Kuniedaはアサクサノリには多数の種類(少くとも 10種) が含まれているとして、 之をその体形・

発生 ・生殖の方法からナガパ型(longtype) とマルパ型 (roundtype) の 2つの訴に分けた。 ζの両型の特

徴は次の通りである。

( 3 ) 



黒木宗 倫

ナガパ型: 体は長い，発芽体は 15~25 個(少くとも 10 個以上)の細胞に生長して初めて縦の細胞分裂

を行う 。無性生殖(中性胞子の形成)は行われない。

マルパ型: 体は円い，発芽体は 5~7 個(少くとも 10 個以下) の細胞になったときに縦の細胞分裂を行

う。無性生殖(中性胞子の形成)が行われる。

そして乙の"7)レパ型K対して Metゆorphyraorbiculmザoliavar. tyticaなる新属 新種-新変種を提唱し

た。なお Iくuniedaはアサクサノリ(ナガ、パ型 ・7 ルパ型共IL)は精子襲だけをも った娃体と 婆果 といくらか

の精子襲をもった“盟主体日とがある androdioeciousであると述べた。 Tanakaもまたアサクサノ ')Kナガパ

型とマルパ型のあること及び androdioeciousである乙とを記している。

須藤 (1950) は東京湾産の“アサクサノリ"を Kuniedaと同じ考えで、特tζ発芽14:が何個細胞になった時

lζ縦の細胞分裂が行われるかは品種を区別する時lζ大きな特徴l乙なるとして、 之をもとに して型 1ー型 7の

7つの型を区別した。須藤はζの縦の紹胞分裂が行われる時の発芽体の細胞数を“n"で表している。之によ

ると各型は型 1ー型 7の順K n が大きくなっていて、体)I~ も型 1 で円く 、 型 7 で細長く乙の順iζ幅が狭くな

っている。型 1ー型 4では無性生殖即ち中性胞子の形成が見られ、乙のI1頂に無性生殖を行う時期が早く なり 且

つ無性生殖体の大きさは小さ くとよる。型 5ー型 7では無性生殖は見られなし、。一般に n の小さい ものが晩生

で大きいものが早生である。また nの大きいものでは雌縫の区別が明らかであるが、小さいも のでは殆ど精子

のみを形成した植物俸と卵と精子をも った植物体とが存すること等をのべている。なお型 7はコスヂノ リであ

るとdCしている。

新崎 (1952，'57) は主に伊勢湾 ・三河湾の養殖アマノ リを調べ、 Kunieda，須藤 と略々同 じ 観 点 で、 民日

ち発芽体の“n"及び無性生殖の状態をもとにして之を I型-V型の 5つの品種lζ分けた。 これによると I

型から V 型の順K n 1;1大きく、概して乙の順に体形も細長く、また晩生から早生となっている。中性胞子の

形成は各型で見られ、形成体は I型で大きく 、IV，V型で小さい1)。なお新崎は以上の各型の婆果・精子嚢の

分裂様式は夫々 8(a/2， b/2， c/2)， 64 (a/4， b/4， c/4) のものが大部分で、稀l己分裂数の多いものもある

が，問題とすべき程でなく 、各型共ア サクサノリ として取扱ってよかろうと述べている。ま た殖田の f.typica， 

f.んjell川 antの差の困難である ζ と，体形 ・色調-体の厚さ -細胞の形態等は生育環境による変化多く 、乙れ

による品積の区別の困難等について記している。須藤の各型との比較はなされていない。両者は nの取り方等

も異なり、報告上の両者の比較は困難である。また須藤， 新崎共に Iくuniedaのナカ'パ型， マノレパ型との関係

についてはふれていなし、。

養殖アマ ノリ の種類或は品種K関しての従来の研究は以上の通りで、 その大部分は殖田の云 うようにアサク

サノリ とされて来たが、形の変化の多いアサクサノ リが果し て単一の塩類であろうか、 或は多数lζ分けられた

アサクサノリの品種が果して判然と区別出来るものであ ろうかとの疑問が もたれる。乙れ等の疑問は Kjellman

の最初の記載に用いた材料が乾海苔製品Kよる もので、 2つ以上の種を含んでいる恐れなきにしもあらず、記

載もまた不十分となっている ζ と、 更に以後の研究者の記載についても 詳細を欠く 点のある こと等によるよう

である。

なお須藤 (1957) は東京湾に於いても筆者 (1957) と同様にア サクサ ノリ， "7)レパアサクサノ リ， スサピノ

リ，コスヂノリの存在を報告し、乙の外lζチシマクロノ リの存在をも記した。 1950年の報告との関係について

はふれていない。

アマノリ属の無性生殖研究の歴史

アマノリ属の生活史を明らかにする ためには、 その無性生殖即ち中性胞子(単胞子)の形成の有無-状態を

も明らかにしなければならなし、。 ζの無性生殖について第 I報では詳しく のべ‘なかったので、こhで之までの

研究の概要をのベる。

1)中性胞子形成について 1952には IV型は ?(O.lmm以内)，V型は?と記されている。

( 4 ) 
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アマノリ属の無性生殖について初めて詳しい報告を行ったのは Berthold (1881， '82) である。 Bertholdは

ナポリ湾で冬ICP. leuco山 ctaThur討を採集し、政-淡の雌・雄の縞をもった普通の植物体の中lζか h る縞

のない中性胞子を形成している体の存するのを見付けた。 Bertholclによると ζの植物体は縁辺iζ中性胞子を形

成し、 中性胞子形成の部分は栄養細胞と同様に一層の細胞からなる。 胞子は細胞が体の表面に直角な分裂によ

って 2~4 個 lこ分れて形成さ れる。胞子は有性胞子(果胞子)よりいくらか大きく、内容は微粒状で明 る い色を

なし、色素体は淡赤色で有性胞子のそれより大きく且つよく裂けている。 放出した中性胞子は暫くアメーパ運

動をなした後、基質!C附着して発芽する。 発芽体は横の細胞分裂、続いて縦の細胞分裂を行いアマノリの幼体

lζなる。 しかしてこのような中性胞子だけを形成した個体は少し大低は中性胞子と同時に精子嚢を形成して

雄の縞を示すが、 ζの維の部分の細胞の多数或は少数が中性胞子を形成し、 中』ζは細胞の半分つeつが精子と中

性胞子Iζ分れている乙ともある。 乙れらの中性胞子は精子の附着がない ζ と、由主性細胞で見られるような突出

部のない乙とによって有性胞子と区別出来る。 更に ζのような精子護部と中性胞子襲部を有する偲体で中性胞

子装部i乙l雄性細胞の点在するもの， Jlt産性細胞の混在が更に多くなって中性胞子襲が点在する もの， 更に中性胞

子婆が全 くなくなって完全な有性停になっているものがある。春の採集では有性体だけしか見付からなかった。

Rosenvinge (1909) はデンマーク の北岸で 1907年の寒い夏に P.leucosticta Thuretの有性体の外に体の

上縁辺lζ内容に富んだ細胞を有するあまり古くない植物体を見付け、 之が中性胞子形成の無性体ではないかと

述べている。

Dangeard (1931) はフランスの Roscoffで 12月.10月l乙「ド1性胞子と思われるものを形成している P.

leucostictaを採集し たことを述べている。共に精子襲・を有する体であるが、 12月のものでは糸状発芽をする

胞子とアマノ リの幼芽 として直接発芽する胞子が混って放出され、その母細胞は 4つに分れているもの と分裂

せずそのま〉胞子を出しているものとがあった乙と及び 10月のものでは母細胞は分裂せずそのま〉胞子を放

出し、胞子は直接発芽してア 7 ノリ の幼芽と なったことを報告している。

外国では以上の外、 筆者の知る純関内ではアマノ リ腐の無性生1]11，乙ついての報告は殆ど見られないようであ

る。 Schmitz(1897)， Oltmanns (1922)， Hamel (1924)， Fritsch (1945)， Drew (1951)等のアマノ リ属の

無性生殖についての記述 も殆ど Bertholclによるもののようである。

なお Hus (1902) はアマノリ属IC於いて襲果の聞に“単胞子"が目もることが毘々見られると記しているが，

その記載より見ると退化細胞と関係のあ るものではないかと思われる。

我国では殖回 (1929)，日下部 (1929) の報告がア 7 ノリ属の無性生殖についての最初の報告である。両氏に

よると故岡村金太郎博士が東京湾に於いて 1926年 11月初旬lζ、 9月i乙建込んだ鎮のアサクサノリの幼芽

(殖固によ るとその大きさは 2分余)の先端lζ脱離細胞(中性胞子)のあるのを見付けたのが最初の研究のよ

うである。 日下部は之を培養して之がア マノリの幼体となる中性胞子である乙とを硲めた。殖回は翌 1927年

7 月に東京湾金沢にてアサク サノリか 7)レパアマノリか不明の 2~3 分のアマ ノリを採集し、之が中性胞子を形

成しているのを見付けた。 之がアサクサノリは“夏ノリ"の状態で越夏するという 考えのもとをなしたもので

ある。 そしてこの中性胞子を形成している腎臓形の業体，放出した中性胞子及びその発芽体を図示している。

また ζのアマノ リの中性胞子放出の水温を調べ、ている。 中性胞子の放出温度については日下部もマルパアマノ

リで実験し之を報告している。

続いて内藤 (1931) は東京湾の千葉県沿岸で 11 月下旬κ6~8 分の大きさ の“海苔"から胞子が放出され、

ζれがアマノリの幼芽として発芽した こと、 6 月下旬~7 月上旬lζかけて大きさ 1~5 分 (最大 1~2 寸)の

中性胞子形成の“夏ノリ"を観察した乙 とその他アマ ノリの無性生殖と関係のある事について報告している。

殖田 (1937) はアサクサノリの生活史研究l乙際して再び東京湾lζ於いて所謂夏ノリを調査し、 アマノリ養殖

の終了後 5月半頃まで雌雄の生殖細胞が認められるが、6月以降は体が著しく倭小となり 、雌雄の生殖器官は

なくなって中性胞子の形成が見 られること ，乙の夏ノ リは 8月以降は急速に衰える乙と，外洋水IC洗われる所

に多い乙と，縁辺tζ鋸歯のないアサクサノリと思われるものと鋸歯!のあるマルパアマノリと思われるものが存

し、 前者は後者に比べて少いこと等を述べている。 更に殖田は秋僚につく幼芽は先端細胞から中性胞子を放出

( 5 ) 
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し、ために先端が切れてい る乙と， ζ の中性胞子形成は 200μ~lmm の幼芽で 10 月上旬~11 月下旬κ見ら

れ、乙の聞との中性胞子によって幼芽が培加する乙と等について述べ、 之と関係して中性胞子形成の先端裁形

の長形の勿芽及び中性胞子の発芽体を図示している。

Kunieda (1939) は東京湾に於いて既述したように、アサクサノリをナガバ型とマルパ型の 2群lζ分ち、後

者K於いては 10月下句~11 月上旬iζ3~7cm の大きさで中性胞子を形成する乙とを記している。

木下・渋谷 (1941，'42) は北海道有珠湾で、スサピノリが夏にも存在し、秋まで続けて中性胞子を形成してい

るζとを述べ、之Kよって殖田 (1929，'37)がアサクサ ノリで述べたと同様にスサピノリも 所謂夏ノリ の状態

で越夏していると考えた。なお中性胞子は 9 月 ~10 月 K も形成され、 中性胞子形成の植物体の大きさは 2 ・ 3

~10mm 或は 1~5cm あることを記している。

和田 (1941) は朝鮮南部でアサクサノリを調べ、夏期i己中性胞子形成の植物体が存する ζとを認め、更κ中

性胞子・果胞子の外に “分続細胞"なるも のが存し、乙れも中性胞子-果胞子 と同様に発芽してアマノリ の釘

芽lとなるとのべている。

既述したように須藤 (1950) は東京湾の“アサクサノリ"の型 1-4!ζ於いて、無性生殖の存在をのべ、夫

々の無性生殖の時期 ・大 きさをのべている。また新崎 (1952，'57)も伊勢湾・三河湾のアサクサノリの第 I-V

型の各型に於いて咋性胞子の形成をのべ、夫々の無性生殖体の大きさを記している。

その他岡村・恩田・東 (1920)，金子 (1933，'38)，川瀬 (1940) 等の報告にもアマノリの無性生殖に関係が

あると思われることがのべら れている。

我国tζ於けるアマノリ属の無性生殖についての従来の研究は以上のように、 その殆どすへ、てが養殖アマ ノリ

を対象にしているが、 その分類学的研究が十分で‘なく、 養殖アマ ノリ の殆どをアサクサノリ として取扱ってい

る場合が多く、更に第 I報で筆者が述べたように、果胞子も 中性胞子同様に直接発芽してアマノ リの初芽とな

り、果胞子の糸状発芽は異状発芽と考えられていたので可成り の混乱が見られ、 また断片的で系統的な無性生

殖についての研究に欠けている。

なお最近 Tsengand Chang (1954， '55 a， b， c) は Tsingtao!乙於いてアサクサノリ の生活史を調べ、コ

ンコセリス期の存在，コン コセリス体の単胞子 “Conchospor巴"の形成 ・放出 ・発芽について筆者 (1953) と

同様な結果を報告した。 Tsengand Changはアサクサノリ の生活史に関して次のようなことを述べている。

Tsingtao ではアサクサノリの普通の型は 11 月 ~5 月に存し、有性生殖器宮を形成するが、 6 月~11 月には

2 ・ 3mm~1 ・ 2cm の“ dwarf type" として存在する。 ζのc¥warftypeはアサクサノリの生育K不都合な高水

温 (20~220C 以上)のために生ずる形で、初夏Kコンコセリス体から放出きれる単胞子に由来し 、 以後は ζ

のc¥warftype K形成される中性胞子によって秋まで存在する。即ちアサクサノリには普通の型の葉状体期と

コンコ セリス期が存在して生活環が形成されているが、その他K附属的な生活環と してc¥warftypeが存在す

る。その外t乙Tsengand Changはアサクサノリ の普通の型では直接発芽してアマノ リの初芽になる胞子と糸

状発芽をなす胞子が混在することがあること ，和田 (1941) の “分離細胞"等についても 言及している。

松島湾に於けるアマノリの生育理境

松島湾』乙於け る実験 ・観察地点は Fig.1!乙示した通りである。乙の松島湾の物理・化学的環境について概述

する。 ζれらの環境要因については Matsudairaancl Iwasaki (1953)，佐野 (1955)，奥田 ・佐藤 (1955)，谷

田・奥田 (1956)等の研究がある。

地形

松島湾は本州東北部l乙位置し(凡そ北緯 38020'，東経 14105')、太平洋岸に面する面積 40km2 の小湾であ

る。湾口部氏は宮戸島・寒風沢島・野々島 ・控島 ・馬放島等の島があり 、 鰐ケ淵水道 ・石浜水道 ・金島水道 ・

代ケ崎水道等によって外海と連絡している。 湾内は之等の水道を除いては浅く水深 1~ 3m である 。 痔筋も少

いが、ζの窓筋を除いて、湾内の大部分は疎密はあるがアマ モが繁茂している。海底は中位粒径 10μ 以下の

( 6 ) 
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Fig. 1 松島湾

MatslIshima Bay. EB showing the localities of the observations and experiments. 

微細な泥質で深い(奥田 ・佐藤)。 淡水の流入する)11と

しては東名運河 ・高城川 貞山運河があるが、その流量

は少い。湾の南西部には塩釜港があ り汚水 の排出が多

し、。

水温・比重 ・pH.酸素量・栄養塩

ζれ等の水質は気温・降雨による変動大きしまた塩

釜港 アマモ地帯等場所による差も大きい。

7.K温は過去5ヶ年間の旬平均及びその年変動を Fig.2

K示した。 7月 ・8月iζ高く 、旬平均にして最高 260C

位で、1月 ・2月に低く最低 20C 位となっている。冬

期 ・夏期iζは湾口部と湾奥部の差も大さい。

比重は水温と同じく過去5ヶ年間の句平均放びその年

変動を Fig.2 Ié示した。 12 月 ~2 月に高く 句平均にし

て最高 1.025 位となり 、 雨期の 6 月~8 月に低く最低

1.017位となっている。

pHは比重と同様な季節変化があるが、降雨後lζは湾

奥で最低 7.3まで下り 、 またアマモの多い所ではその

繁茂盛期の 3 月~6 月には 9 以上を示す ζ と がある(谷

田・奥田)。

溶寄酸素量は飽和皮にして 30~180 %の変動がある

が、比重同様に冬期に多く夏期!c少い(谷田 ・奥臼)。

( 7 ) 
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Fig.2 松島湾の水温比重の単年句平均と

その年変動

Mean water temperatllre， specifi.c gravity 
and thei1" yearly changes every ten 
days during May， 1952 to April， 1957 in 
Matsushima Bay (measured at KatslIra-
jima at 7 a.l11. and 5 p.m.)ー
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桂酸塩は 100~4000 ~ (5000) y/l の変動があり、雨期の 6 月~ 8 月に多い (Matsudaira ancl Iwasaki， 

谷臼 ・奥田)。

燐酸塩 (p) は場所により 100~150 y/l になる乙ともあるが、普通は 50~70 y/l 以下であ る 。 8 月 ~12 月

に多く 、 1 月 ~3 月は極めて少くなる (Matsudaira and Iwasaki，谷田・奥田)。

アムモニア態窒素は場所lと より 1000y/l 或はそれ以上になる 乙と も あるが、 普通は1O~100 y/lである。

燐酸塩同様K 8 月 ~12 月 K多く 、 1 月 ~3 月 には極めて少く な る (Mastudaira ancl Iwasaki，谷田 ・奥田)。

硝酸態窒素 ・亜硝酸態窒素は降雨期lζ多くなる傾向があ り、 場所l乙よって前者では最高 820y/l，後者では

84 y/l Kなる ζ ともあるが、年間を通じて余り多く な く 、 普通は夫々 30~50 y/l以下(屡々 10y/l以下)、

1O~20 y/l以下(屡々 5y/l以下)である
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Fig・3 松島湾に於ける栄養耳誌の季節的変化

(谷田 ・奥田)。

なお谷田 ・奥田の調査資料より 、 松島湾の

燐酸塩 ・アムモニア態窒素 ・硝酸態窒素 の季

節的変化を、 湾口部の金島水道，アマモ地帯

の石浜地先及び汚水の影響の強い泊釜港の 3

地点、を選んで Fig.3I乙示した。

潮流

湾内の潮流は第二管区海上保安本部 (1953

年 11月)によって調査されている。 ζれに

よると上潮時の潮流の方向は Fig.4の通りで

ある。下潮時も殆ど同じ経路を通って湾外に

はきだされる。上潮・下潮の潮流は金島水道

・石浜水道K於いて最も優勢である。流速は

金島水道で上潮 0.5~0.6 kt，下潮 0.47kt、

石浜水道で上潮 0.5~0.75 kt，下潮 0.8~1. 25

kt と なっている。湾内の水深 2.5~3.0m の

所では 0.55kt以下、2mの所では 0.3kt以

下、1mでは O.lkt以下と 次第に減速してい

る。

潮汐及ぴ篠網張込潮位と その平出時開
Seasona1 changes of nutrient sa1ts (Phosphate-P， 

Nitrate-N and Ammonia-N) in Matsushima Bay 
(from data of Tanita and Okuda 1956). 

アマノ リの多くは潮間帯Iζ生育し、 またア

マノ リの養殖は潮間帯の或る潮位l乙篠網を張

って行われる。 従って該地の潮汐の性質，アマノ リの生育帯或は渓網張込み潮位の干出時間はアマノリ生育の

一つの大きな環境要因iとなる。

潮汐

松島湾の潮汐は近く の鮎川湾 (中央気象台の検潮所の所在地) を標準とする ζ とが出来る。鮎川湾』ζ対する

松島湾の潮高比 ・潮時差は海上保安庁:潮汐表 (1952)によると湾奥の塩釜K於いて夫々 1.13，+ 5分、湾口

の石浜IL於いて 1.09，+5分となっている。

鮎川湾の潮汐は日潮不等がや〉顕著で、夏 ・冬は大瀬に、春 ・秋には小糊i乙大きい日潮不等があ る。 また春

秋の小潮 lとは 1 日 l 回潮 lとなることがある 。 1953~'54 年の実測潮汐を代表的なそしてアマノ リ の袈殖 と も

関係のある 9月 ・12月・ 3月 ・6月の時期を選んで Fig.5に示した。

潮位実況は潮位表 (1953)によると Fig・6，7の通りである。累年の平均潮位は鮎川検湖所 D.L.よ 1.521

( 8 ) 
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Fig. 4 松 島湾の潮流

Tidal current in Matsushima Bay， indicating flood current (from 
"SUIRO GEPPO" Vol. 5， No. 1， 1954， Second Reigional Maritime 

Safety Heac1quaters). 

m(潮位表 1953D. L.上 0.884m，東京湾中等潮位上 0.060m) となっているが、月平均潮位は 4月が最低に、

9 月が最高になってい る 。 しかして乙〉数年来の実測年平均潮位は気象要覧 (1951~'56) によると Fig.7 の

ように上記の潮位より 12・3cm高くなっている。月平均潮位も 2・3月が最低に、8月・ 10月が最高になる

ζ ともある。

朔・望の平均潮差は Fig.6によると1.451m になるが、 気象要覧(同上)によ ると 大凡 1. 30~1. 70 m 

である。その差は 12月 5・6月lと大きく 、3.4月 9月K小きい。 また朔望lζ於ける低溺は 12月は夜間

lζ、6月は逆l乙昼間p::.大き く、3月 ・9月は昼夜間の低湖の差が略々等しくなる。

筏網張込潮位とその干出時間

塩釜地先l乙網僚の張込潮位を示した検潮柱が業者Kよって建てられている。 乙の張込潮位は業者の経験lζよ

って得られたものである。 筆者の 1951年以来のアマノリ 養殖の諸実験 もζの潮位を基準にして行ってきた。

ζの潮位を水準測量によって東京湾の中等潮位に移し、 更に鮎川湾の潮位lζ移して見ると 、東京湾中等潮位上

0.448 m，鮎川|検潮所 D.L.上1.909m，潮位表 (1953)D. L.上1.272m となる。しかして塩釜と鮎川では

前記したような潮高の差がある ので、之を考慮K入れると鮎川の潮位表 (1953)D. L.上1.125m(検潮所 D.

L.上 1.762m)に相当する所が前記の荷官僚の張込潮位になる。最近鮎川でもア マノリ の養殖が行われるように

なったが、略々ζれと同じ潮位が基準になっている。

ζの張込潮位は潮位表 (1953)の累年平均潮位上 24.1cm，ア マノリ の種付時期の 9月 ・10月の月平均潮位

上夫々14.9cm， 16.8 cmとなっているが， 1953 I年の実測潮位 (気象要覧 1953) と比較して見ると乙 の潮位は

( 9 ) 
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Fig. 5 鮎川湾の実~~潮汐

Actual tide at Ayukawa Bay (1953~'54) 

Water level being a height above D.L. of Tide Table (1953) 

0.884-predicted mean water level in the Tide Table 

1.003 -actual mean water level in 1953. 

1.125-spreading level of “hibi" of Porphyra-cultivation. 

Tides indicated by dotted lines lack measurement， they are figured on Tide Table (1953 

and '54) after considering the difference of mean water levels between the Tide Tables and 

actual survey. 
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養殖アマノリ の種類とその生活史

Bench mark 

(2，69Im above mean water level of Tokyo Bay) 

Highest tide (1951， X， 15， 15h・39m)

Mean high water level at spring tide 

Spreading level of "hibi" of POγthyra-cultivation 

Mean high water level at neap tide 

Actual mean water level in 1953 

ー.ー・ー
Mean low water level at neap tide 

Mean water level 

Mean low water level at spring tide 

Datum level of Tide Table (1953) 

Lowest tide (1945， VI， II， IOh.30m) 

Datum level at Ayukawa Station of Tide Observation 

Fig. 6 面白川湾の潮位実況

Real condition of tide in Ayukawa Bay during 1934 to' 51， according to Tid巴 Table(1953). 

A 

m 

1.601 ./・ ・ζ ごて一一
三陸旦盟， 1.. 畦=ュ/ 、.

140 I 、~・-./

I s Is IV V VI VIl VUI以 X X! X11 

-o-Sept ョ Dec

Blω 

1.40 Iイ ーY即

1934-{;1 51 52 53 54 56 56 

Fig.7 鮎川湾の平均潮位の月変化 (A) と過去5ヶ年の月年平均潮位の変動 (B)
A Monthly change of mean water level in Ayukawa Bay during 1934 to '51， according to 

Tide Table (1953). B Changes of monthly and yearly mean water level for the past six 

years in Ayukawa Bay， accordi時 to"KISHO YORAN" 1951-'56 and Tide Table (1953). 

Water level being a height above D.L. of Ayukawa Statiol1 of Tide Obs巴rvation.
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Fig.8 海苔2主張込潮位の実測千出時間 1潮毎の平均を示す

Actual exposure time at the water leve1 of "hibi" of Porphyra-cultivation (1.1l3m above 

D.L. of Tide Table 1953)， representing a m巴anper one day every half a lunar month. 

Daytime and night being separated at sunrise and sunset. 

Numerals within bracket b巴ingthe number of unexposed days for half a lunar month 

年平均潮位上 12.2cm、9月・ 10月の月平均潮位上夫々 7.9cm， 2.7 cm 高くなっている。なお乙れを 1951~

'56 年の聞の実測潮位と比べて見ると、年平均潮位よ り 10.7~12.5 cm高く、 9月・ 10月の月平均潮位とは隙

々等しく、月平均潮位の下 8cm，上 5.8cmの間で変化している。

網鎮の張込適潮位は潮汐の年変動或はその他の要因によって必ずしも 一定せず、 また種付期と 育成期 とにも

差が見られるが、種付期の 9月・ 10月には前記の潮位或は それより 10cm位上までの所が、また育成期の 12

月以降は上記の潮位から 20cm位下までの範囲が普通である。この潮位即ち潮位表 (1953)D. L.上1.125m 

及びその上下 10cm p:::於ける平出時間を 1953~ '54 年に鮎川検潮所で実測した検潮グラフによって計算した

結果を Table1， Fig.8， 9 I乙示す。なおこの計算は便宜上潮位表 (1953)D. L.上1.113m(検潮所 D.L.

上 1.750m) とその上下 10cm で行った。

この潮位 1.113の平出状況を朔から望の前日或は望から朔の前日までの 1潮を 1期と して季節的に見ると

Table 1， Fig. 8 のよ うに 1 日平均の干出時間は 3 月 (2 月 ~4 月 )IL最も多く 、 7 月 ~12 月 lζ少い。 之を

昼夜別(日 出 ・ 日没を以て区分)にして見 る と 、 昼間の平出は 3 月~6 月に多く 、 11 月 ~12 月 に少い。夜

間の平出は 11 月 ~3 月 に多く 、 5 月 ~7 月 に少い。 9 月 ・ 3 月 は昼夜間の干出が略々等しく なる。平均潮位

の低い 2 月 ~4 月は昼夜間の平出共に多く 、 ま た 1 日としても多く なっている。各潮別の最大 ・最小干出時間

及び無干出日数は図表tζ示した通りである。なお Tableln:::は1低糊を単位と した平出時閣を も計算して見た。

次l乙l潮内の日々の 干出状況について見ると Fig.9の通りである。 1日間の 干出は 12月 ・6月には小

潮Iζ多い傾向が現われる。昼夜別lとして見ると、 9月は平均として夜間の千出が昼間の干出よりや〉多く なっ

て来ているが、昼間の干出は小潮の前l乙少い。 12月は夜間の干出が昼間の平出 より 常lζ多く 、昼間の干出は大

潮lζ少く 小潮lζ多くなる。 3月は平均としては再び昼夜の干出が略々等しくなってきているが、大織の後に夜

間の干出が少く なる傾向がある。 6月は 12月と は逆に昼間の干出が夜間より 常に多く、夜間の干出は大潮に

( 12 ) 



Table 1. 海苔銃張込潮位(潮位表 1953D.L.上1.I13m)及びその上下 IOcm(I.OI3m， 1.213m)に於ける実測干出時間

Actual exposure time at the water level of "hibi" (net) of Porphyra-cultivation (1.113m above D.L. of Tide Table 1953) and the 

levels above and below 10cm (I.OI3m， 1.213m) 

搬
送
刈

4
L
q
S磁
糊
副
作
ー
ホ
ロ
)
除
菌
河

unit : on巴 day unit : one low tide 

tidc 
Qne day day time night one low tide daytimc night scason 

lcvcl n. 0 n. o[ 11. of 
町lean max 口1m. 11ntExlapYo3 sed mean 訂lax mm. 1 un~Îa~~s巴d m m  unexposcd ロl.can 1111edxapyos sed ma文 nun max. 口110.

days 
C町3 h m 

1953 
101 

10.16 13.37 7.27 。 7.35 。 1 5.32 7.21 2.10 。
5.42 4 7.35 。 7.55 l.37+ (12.54) (16.30) ( 11.30) (0) (6.28) (11回) (4.00) (0) (6回) (8.30) (4.30) (0) 

Sept. 8.......22 
111 12.32 15.27 10.03 。 5.57 7.40 3.20 。 6.35 8.15 4.18 。 6.56 1'-55 I 0 2 + 7.40 0.18+ 8.35+ 0.40+ 

121 15.06 18.19 11.30 。 7.48 9.36 6.12 。 7.18 9.26 4.50 。 8.24 18.10 I 0 1 + 9.27 0.53+ 9.59 1.08+ 

101 
8.21 12.08 4.48 。 3.22 6.35 。 2 4.59 I .35 2.00 。

4.47 11.30 。 6 6.35 。 8.30 0.30+ Sept. 23 ( 12.52) ( 16曲) ( 10.00) (0) (5.26) (8回) (2.30) (0) (7.26) ( 8.:'0) (6.00) (0) 

.........Oct. 7 111 10.17 14.30 5.30 。 4.12 7.30 。 2 6.0尽 8.17 4.30 。 5.52 14.30 。 5 + 7.30 。 9.07 1.30+ 

121 13.14 17 00 9.40 。 5.54 9.00 3.30 。 7.20 10.00 6.00 。 7.33 17.50 。、 2 + 9.00 + 1.30 9.30+ 1.30+ 

101 
8.44 1.1.51 6.25 。 0.52 3.15 。 ? 7.52 11.47 6.25 

9.11 。 9 3.15十 。 9.33 + 2.15 
( 13.12) (19加) (10.30) (0) (2.23) (6.30) (0) (2) ( 10.49) (13.30) (9.30) 

Dec. 6........19 
111 11.29 18.30 7.10 。 2.04 4.30 。 3 9.25 14.00 7.10 o 5.57 11.00 。 5 4.03十 。 十 14，00十 3.00 

121 14.10 19.38 8.03 。 3，24 5.38 。 3 10.46 14.00 8.03 o 7.21 20.05 。 4 5.25 。 十 14.00++1.15 

1954 101 
8.24 11.05 5.46 。 4.20 。 7 7.13 8.00 5.46 。

4.38 10.03 。 10 4.20 。 8.45 +1.20 
(14 22) (19油) ( 10叩) (0) (2.50) (6田1 (0) (1) (l1.32) (14.00) ( 10.00) (0) 

Dec. 20 
111 10.40 14.47 7.35 。 2.0~ 5.30 。 4 8.38 12.10 6.25 。 5.53 10.55 。 6 5.30+ 。 9.30 +1.05 

........ Jan. 4 
乙l 14 lG 18.55 7.50 。 3.25 5.50 。 2 10.51 14.00 7.14 。 7.52 19.28 。 2 5.50+ 。 + 14.30+ 2.30十

101 9.50 。 6.55 9.10 3.00 。 6.40 
sl 43 

。
7.37 13.25 。 2 9.10十 0.45+ + 7.50 0.50十

(19.34)[ (23田 ) (17叩) (0) (10.02) (11.00) 何 回j (0) (9.32) ( 12凹) 何 回) (0) 
Mar. 5__18 

111 16.-1:3 I 20.35 12.42 。 8.08 9.57 5.40 。 8.35 12.00 I 6.00 。 9.22 19.29 。 9.57 1.17+ + 12.25 1.50+ 

121 19.42 I 24.00 13.58 。 9.31 12.00 6.15 。 10咽 11 12.00 I 7.15 。 11.02 48.58 6.15 。 + 12.00+ 2.10+ +12.00+ 7.20 

101 
13.33 18.00 9.45 。 7.31 10.00 4.25 。 6.0宮 8.55 2.45 。

7.18 17.15 。 2 10.00 1.45+ + 8.10 +2.35 
Mar. 19 (20凶)(23.30) ( 18.30) (0) (10.12) (11.30) (9凹) (0) (9.54) ( 12凹) (8叩) (0) 

........Apr. 2 
111 15.59 19.40 10.40 。 8.24 10.30 5日O 。 7.35 9.47 3.55 。 8.34 20.00 6.37 。 10.30+ 0.40+ + 9.48 1".37+ 

121 19.08 22.38 12.30 。 9.48 12.00 6.30 。 9.20 11. O~ 6.00 。 10.15 23.10 8.15 。 + 12.00 0.40十 + 10.42 0.40+ 

101 
8.37 12.30 6.10 。 7.::口 9.35 5.30 。 0.40 3.20 。 10 4.28 9.05 。 12 9.05 +2.13 3.20十 。

(14.16) (18凹)(11加) (0) (11.52) (14叩) (10.30) (0) (2.24) (5田) (0) (1) 
June. 1，..._.15 

111 11.00 18.19 7.31 。 9.20 14.30 7.05 。 1.40 4.00 。 4 5.41 18.19 。 6 + 14.30+ 1.35 4.00 。
121 14.34 19.55 9.55 。 10.57 14.30 8.07 。 3.37 5.25 0.40 。 7.32 20.35 0.40 。 +14.30十 +0.3!l 5.却 0.40 

101 
8.57 11.25 7.05 。 7.37 9.10 5.08 。 1.20 4.20 。 7 

6.38 9.30 。 9 9.10 +0.55 4.20 。
( 12.30) (16回)(11印) (0) (10.20) (12.00) (8凹] (0) (2.10) (4叩) (0) (2) 

June. 16--29 111 11.37 16.08 8.00 。 9.07 12.15 7.42 。 2.30 4.35 。 2 6.01 11.35 。 4 10∞ +1.40 5.~0 。
121 14.47 18.56 11 20 。 10.46 14.48 8.40 。 3.58 5.40 1.50 。 7.39 18.56 0.40 。十 14.48 1.10+ 6.25+ 0.40 

(

}

ω

)

 

Numerals w川lInbrackcts under the watcr leve! 1.01cm showing the prcdicted cxposure time according to Tide Tables (1953 and '54) 

Daytime and night arc separated at sunrisc and sunset 

十 indicatingthe case that the cxposurc at a Jow tide is separatcd at sunrise and sunset， 
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少し小潮Iζ多い。

乙の潮位l.113m の上下 10cmの干出状

況は、季節的変化は略々同様であるが、 千出

時聞は l潮の 1日平均を見たとき 2時間 30

分~3 時間 30 分位、昼夜別にして夫々 50

分 ~2 時間位上で多 く、下で少くなってい

る。しかし下の潮位l.013m との差よりは上

の潮位l.213m との差が大きいようである。

1潮内の変化も略々似た変化を示すが、日々

の l.1l3mとの差は一定していない。また

1.013 m では 12月 ・6月K 1日間の干出が

小潮K多く なる傾向が不顕著になる。昼夜別

ではl.213m で 12月の昼間の干出及び 6月

の夜間の干出が小潮に多くなることが不顕著

になり 、 またl.013m では 9月の小潮の前

に昼間の干出の少 くなる乙と及び 3月の大潮

の後fC夜間の干出の少くなる ζ とがより顕著

になる。

なお上記のような潮位l.113mの干出状況

は潮位表 (1953) では潮位 95cm位の所で得

られるようである。 乙の差は潮位表の推定値

より実測値が前記したように年平均にして 12

cm 位潮位が低くなっている乙と及び潮位表

からでは実測検潮グラフに見られるような振

幅を示すことが出来ないためである。 しかし

て累年の観測結果から得られた潮位表による

Fig・9 海苔吉正張込潮位に於ける日々の実測干出時間 と、前記したような干出の季節的変化及び 1
Actual dialy exposure time at the water level 

ofHhlb10f Poyphymcultlvat10I1(1113mabove DOL- i朝内の変化の特徴は実測したものより締麗に

of Tide Table 1953) 出る。

For daytime and night see Fig. 8. 

アサクサノリ

.Porphyra tenera Kjellm. 

(Plate II -VIII) 

1897， p.20， T. 1， Fig.6， T.4， Fig.2-5， T.5， Fig. 22-26; Okamura， 1900， Pl. 9; 1916， p. 7; Ueda， 

1932， p. 20 (in part). Pl. 1， 4， 12， Pl. III， 14， Pl. IV， 1-10， Pl. XIV， 2， 3， Pl. XV， 1-3， Pl. 

XVI， 1-2， excl. Pl. XIV， 3， Pl. XV， 3 (?) and Pl. XVI， 2 (?) ; Kunieda， 1939， p.378， Pl. XXV-

XXXIV (in part)， excl. round typ巴;Suto， 1950， p. 649 (in part); Takamatsu， 1936， p. 19; Tanaka， 

1952， p. 51 (in part)， Pl. 10-11， excl. Pl. 10-2 and Pl. 11-2， 3 (?) 

性質

体は長楕円形乃至楕円形 3 時K 線状或は卵形をなす，多くは下部l乙或は上下部共lζ狭く、時l乙上部のみに狭

( 14 ) 



養殖アマノリの種類とその生活史

し，先端は鈍形，基部は模形乃至円)1;，時l乙心臓形をなすヲ縁辺波簸す，長さ (5)~7~25~ (50) cm， 幅 (1)

~2~5~ (10) cmあり ，長 さは幅の (1)~2~6~(15) 倍あり ， 体の上部は赤褐色を呈し 、 下部は青緑色を示す;

体は 全縁lζ して顕微鏡的鋸歯なし ， 一層の細胞よ り な る， 中央部にて 27.5~35μ 厚し，細胞は不規則な三角・

四角或は多角 形 をなし、不規flIH乙配列す‘体の中央部l乙て長径 (9)~15~25~ (35)μ ，短径 (8)~1l~18~

(23)μ あり， 断面i乙て四角形をなし、高き は幅より大きいか或は路々等しい，色素体は中央n:::1イ固存し、放射

状l乙腕を出して星状をなす， 基部細胞は卵形乃至楕円形にして大きく、仮根を出す， 仮綬は無色にして隔壁な

く 、 3~5μ 太し; 1峰雄同体なるも屡々雄体を有す (androdioecious)，峰雄同体のものは体の両縁l乙幅 1~2

mmの細長い姥斑を形成し、上縁辺及び両縁の雄部の内方lζl峻部を有す，雌部lζは屡々肉眼的或は顕微鏡的小

区画の雄部を内在し、時lζ飛白状を呈するこ とあり，精子嚢は長径 15~25μ，短径 12~18μ，この部分の厚

き 27.5~35μ あ り， a/4， b/2~4 、 c/4~(8) の分裂様式を示し、普通 32~64 時 l乙 128 の精子を形成す ， 精

子は直径 3.5~5μ あり， 淡黄緑色の板状の色素体を有し殆ど無色なり，嚢果は長径 15~25μ ， 短径 12~18 1-' ，

ζ の部分の厚 さ 30~37.5~(40)μ あり， a/2， b/1~2 ， c/2~(稀に 4) の分裂様式を示し、普通 4~8 稀に

それ以上の果胞子を形成す、果胞子は小煩粒状物質に富み、中央l乙塊状或は腕の短い星状の色素体を有す， 直

径 (10)~1l~14~ (18)μ あり i秋期比幼芽の時代lζ中性胞子を形成して無性生殖を行う。

観察材料と方法

本植物の形態・生態の篠察は 1951年以降松島湾の各地に於いて、筏・支柱竹・杭或は岩lこ着生せるものに

よって行った。出現 -生長 ・消失の状態及び生殖務官形成の経過の詳細な在霊祭は 1951年 9月 15日から 10

月 5日まで毎日、以後 1952年 5月 19日まで半月乃至 1ヶ月毎l乙 (10月 9目、 16日，ll月 2日， 16日，

12月 3日， 19日，1月 16日，30日 2月 12日， 3月 3日，17日，29日， 4月 17日， 5月 2日， 19日)筏

を建込んで行った。建込場所はi筒釜湾の一匹島地先である。使用した筏は篠竹(長さ 120cm，直径 1cm)6本

を 15cm間隔に簾式l乙編んだものである。建込は前記せる潮(立を基準lこして水平に張った。しかし II月 16日

以降はアマノリの附着水位の変化を考慮して垂直に張った。

観察は殆どすべて生の材料によって行った。スケッチ ・顕微鏡写真も同様である。

形態の観察

体形と栄養器官

体の形は普通長楕円形乃至楕円JI~ T 示すが、 長さがl隔の 15倍或はそれ以上ある細長いものも稀ではない。

時lこ卵形のものも見られる。 これらの形はその老若によって変化が見られ、また出現時期或は生育環境によっ

ても差が見られるようである。

老成したものは若いものより 一般に幅の広い形を示す。 また若い未熟のものは先端が裁形をなすものが多い

が、老成するにつれて円 くなる。

出現の早いものは遅いものに比べて一般に

幅の広い形をとる傾向がある。 そしてその形

は出現の早いものでは体の上部で幅広く、 下

部で狭くなっているものが多いが、 出現時期

が遅れるに従って中央部近くで幅広く 、更に

遅くなると中央部或は下部で幅広く なって く

る。 また未熟体或は成熟し始めのものを見る

と、早期出現のものはその先端が戯形をなす

ものが多いが、 後期のものでは裁形をなす こ

とが少く或は裁形とならなし、。

( 15 ) 
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Fig. 10 アサクサノリの基部の形

P. teηera， shapes of the base 
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Fig. 11 アサクサノリの栄養細胞と有性生殖器官

P. tenera， vegetative cells and sexual reproduc-

tive organs. A， A'， A" vegetative cells in the middle 

part of thallus， B the same in the marginal part， 

C， C' antheridia， D， D' cystocarps， E female cells 
connecting with spermatia， F carpospore， G sperma-

tia， H upper basal cells， 1， l' middle basal cells. A-D， 

A"， H-I， l' surface view， A'， C'， D'， E cross section 

A-D， A'， C'， D'， E x 290， A"， l' x 690， F， G x 

700 

The material 9 x 1.8 cm in size， with broadly 

cuneate base， collected on Dec. 7， 1954 at Koma-jima 

A 

H 

Fig. 12 アサクサノ リ (Fig.11の続きj

P. tenera (continued， for the description see Fig. 11)目

c'寝鵠I

Fig.13 

断面

アサクサノリの基部の縦

8
0
0令
。
♂
ο
0
0
0

P. tenera， longitudinal section 

of the base. A upper part， B 
lower part. x 290 

( 16 ) 



養殖アマノリの種類とその生活史

乙の出現時期による形の差を、1951年の侠建試験lζ よって得た資料によって比較して見ると Table2，Fig・

14，15の通りである。 Table2 は建込後 1ヶ月 固に各鋲から篠竹 2本づつを採り 、夫々 10cm の範囲 2ケ所

計 4 ケ所を選ぴ、 建込後間もなく附着した と思われる 0.5~ 1 mm以上の大き さの初芽を大きいものから各個

所 30個体(附着の少いものはそれ以下)づつを とって調べたも のである。但し 10月 9日，16日 11月 2

日建込みの鎮では篠竹 1本(長さ夫々 70cm，50cm， 80cm)の全範囲で調べた。Fig. 14は乙れらの中附着

の多かった 9月 18日， 10 月 4 日のも のを と って図示したものである 。 これによると 9 月 15 日 ~23 日 に

は幼芽の長/隔は 1~2 乃至 2~3 が多 く 、 9 月 24 日 ~10 月 5 日には 2~3 乃至 3~4 が多 く 、更に 10 月

9日， 16 日， 11 月 2 日 1ζ は 3~4 ， 4~5 或は 5~6 が多くなり 、 E住込みの早い僚でそして附着の多い篠(後• 
述参照)で幅広 く、遅い筏或は附着の少い僚で細くなっている傾向が見られる 。

Fig. 15は 9月 18日，10月 3日建込みの篠竹を夫々 1本(長さ 80cm)づっ、11月 5日 (48日後)，

11月 27日 (54日後)に採取し、乙れよ り大与いも のから 60個体を選び調ベーたものである。 Table2の 1ヶ

月後の幼芽の形 と比較する と、その長/幅は 9月 18日のものでは殆ど変らず、 10月 3日のものではより大

きくなっているが、何れにしても 9月 18日のものが 10月 3臼のものより幅広い形をしている。

乙の出現時期の違いによる体形の差については幼芽の時代に無性生殖を行ったか否か或は その強弱 と密接な

関係をもっている ようである (後述参照)。なお栄養分i乙富b所ではしからざる所より幅が広いようである。 乙

れも幼芽の時代l乙於ける無性生殖の強弱と関係があるようである。 松島湾l乙於いては塩釜地先と駒島等の湾口

部とにこの差が見られる。

Table 2. 建込日別のアサクサノリ幼芽の 1ヶ月後に於ける形(長/幅)の比較

P. tenera， shape(le時 th/breadth)ofbuds on"hibi" spread on differ巴此 datesone 

month after the spreading. (cf. Table 6) 

Spreadi時 IObservecl I length/b民吋th I "d!?1e~sion 、
1 ~V~~"'~" 1 (lengthxbreadth) 

of ;-:];ibi" 1 number1l I い1 1~2 1 …ω1 吋 M
1951 % 
Sept. 15 120 0.8 14.2 48.3 18.3 12.5 4.2 1.7 。。。 0.8~ 7.9 x O.3~2.3 

16 113 。24.8 40.7 19.5 8.8 3.5 0.9 0.9 0.9 。 o .6~1 3 . 2 x 0 . 2~2 .4 

17 120 。15.8 45.0 20.8 10.0 5.8 0.8 1.7 。。 1.1~1 9 .4xO .3~3.2 
18 121 0.8 27.4 31.4 23.1 9.9 4.1 0.8 0.8 0.8 0.8 1. 9~1 9 . 7 x 0.5"，，4. 6 
19 121 。36.4 38.0 14.0 2.3 5.8 3.3 。。。 1. 2~21. 0 x O. 3~4 . 8 
20 116 6.0 54.3 27.6 7.8 2.6 1.7 。。。。 0.9~ 8.7xO.4~3.5 
21 120 9.2 53.3 19.2 10.8 3.3 3.3 0.8 。。。 1. 3~17.9 x O.3~5.6 
22 44 2.3 50.0 18.2 4.5 4.5 4.5 2.3 2.3 11.4 。 1. 0~ 6.4 x O.3~3.2 
23 23 8.7 47.8 43.5 。。。。。。。 1.1内 ノ 6.9xO.5~3.6 
24 13 。7.7 30.8 46.2 7.7 7.7 。。。。 0.7~ 2 . 2 x O . l~0.e 
25 13 。15.4 23.1 53.8 7.7 。。。。。 1. 0~ 2.1 x O.3~0 . 7 
26 17 。5.9 35.3 41.1 17.6 。。。。。 0 .9~ 2. 3x O .3~0.7 
27 24 。12.5 45.8 25.0 8.3 4.2 4.2 。。。 1 . 1~ 2.9 x O. 3~ 1. 3 
28 23 。。43.5 39.1 13.0 。4.3 。。。 1.4へ， 3.1 x O. 3~ 1. 0 
29 27 。7.4 55.6 22 2 11.1 。3.7 。。。 1. 3~ 5.0 xO.5~1. 3 
30 40 。2.5 42.5 40.01 10.01 2.5 2.5 1 . 3~ 3.9 x 0 . 4~ 1. 6 

Oct. 1 44 
o l13634…5945lo io 

。。 1 . 6~ 6 .4 x 0.4"，，3. 5 
2 36 o 1 8.3150.0127.8113.91 0 1 0 1 0 。。 1. 5~ 4.4xO.5~1. 9 
3 44 o 111.4138.6' 31.8113.61 4.51 0 1 0 。。 1.6へ，5.1 x O. 4~ 1. 8 
4 121 

O J99MM810701 01 0 
。。 2.0~10.4 x O. 7~3. 8 

5 120 04 22 3314171671000825 0.8 。 3.0~11.1 x O. 7~2.9 
9 22キ o 1 0 118.2127.3113.6127.3113.61 0 。。 o . 8~ 5.7 x 0.2~0 .9 
16 31キ* o 1 0 116.1125.8129.0122.61 6.51 0 。。 1.3~ 4.0 xO.3~ 1. 5 
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1) Longer buds than O . 5~1.0mm were sampled within 120 in number from 40cm in length of 

bamboo of“hibi" (* from 70cm，件 50cm，仲*80cm) 
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Lenl:;th 

mm 

10 

Breadtb 'mm 

Fig.14 1951年 9月 18日及び 10月4日建

込侠の 1ヶ月後に於けるアサクサノリの幼芽の

形(長/幅)の比較

P. te叫erα，shape (Iength /breadth) of buds 

on "hibi" spread on Sept. 18 (0) and Oct. 4 

(・)， 1951 one month after the spreading 

(cf. Table 2). 

t.<n，tk 

• 

10 

b・adth 6，m 

Fig.15 1951年 9月 18日及び 10月3日建

込侠のアサクサノリの成体の形(長/幅)の比較

P. tenera， shape (Iength /breadth) tof adul 

plants on "hibi" spread on Sept. 18 (0) 

and Oct. 3 (・)， 1951 

The plants of Sept. 18 col!ected on Nov. 

5 (48 days after the spr巴ading)，those of Oct 

3 on Nov. 27 (54 days after) 

Larger plants sampled from 80 cm in 

length of bamboo of "hibi 

Table 3. アサクサノリの体の各部に於ける細胞の大きさと体の厚さ

P. tenera， dimension of vegetative c巴llsand thickness of thallus in the differ巴ntparts. 

part of tballus | 叩 j毘式訪 ω) いhi山 sof伽 llusω)

m iddle part I (1 1. 5)~16~ 幻恥川川~ベ叶(伊仲2

1 m町叩釘叫g♂伊仰lna叫叫a叫1part I い×小恥川 I 2幻

民間二id) I 川…山~23 | (Jぜ bas8)

The material 10cm long， 2.2cm broad， with cuneate base， collected on Dec. 7， 1956 
at Koma-jima. 

Cystocarps and antheridia of nearly equal size to vegetative cells in the middle part 

of thallus. 

( 18 ) 



養殖アマノリの種類とその生活史

Table 4. アサクサノリ の若い未熟休の中央部に於ける細胞の大きさと体の厚さ

P. tenera， dimension of vegetative cells and thickness of thallus in the middle 

part of a young sterile plant 

dimension of cell (μ) 
(surface view) 

9~16 x8~12 

thickness of thalls (μ) 

25 

The material elongated ellipticaI. with round base， 3.5cm long，O.6cm broad， 
collected on Nov. 22，1957 at Hitsuke-jima. 

波浪のある所或は潮流の強い所では体は長 さ 1O~25

cm位が普通であまり大き くならない、また波織が著し

い。静隠な所では波綴少く、1月・ 2月になる と 1mを

超える大き さのものも見られる。松島湾では淘釜港附

近を除いて、栄養分の少くなる 1月末から 3月にかけ

て、体色が緩せて黄ばんでくる。

細胞の大きさ・体の 厚きは成体の中央部で前記した

ような大きさを示すが、 共lζ体の 縁辺部で小さく 、 基

部の方で大きい。その一例を Table3 I乙示す。若い未熟

体は成熟体より 小さな細胞 ・体の j写さを有する。 その

一例を Table4， Fig. 16 fL示す。

基部細胞は仮根を有し、 楕円形乃至卵形を示すが、

基部の円いも ので短く、模形の もので長いようにも 恩

われる。仮根を有する部分は 外観l乙て淡色の 扇状部を

形成し、 上部の有せぎる部分と区別するこ とが出来る。

生殖器宮

本植物ICは 無性生殖器官 として中性 胞子襲(単胞子

襲)が、有性生殖掛官 として 雌性細胞(造果器)・精子

婆が形成され、雌性細胞は授精して婆果となる。

有性生殖器官

A 

B' OJ旦 LJ

A' 0口頭@口口(]:コ
Fig 16 アサクサノリの老若によ る栄養細

胞の大きさの比較

P. tenera. vegetative cells in the middle 

part of old (A， A') and young (B， B') 

plants. A， B surface view， A'. B' cross sec-
tion， x 290. 

A， A' II x 3 cm in size. collected on 

Dec. 27， 1954 at Tatamiishi-ura. B， B' 3.6 

x 0.6 cm， on Nov. 22， 1957 at Yaki-jima. 

本植物iとは精子嚢と嚢果を同一個体fL有する雌維同体の ものと精子軍基だけを もった雄性体とが存する。果胞

子嚢だけをもった雌性体は存しない。 盟主雄同体が大部分で維性体は少いが、 時tζ少なからず雄性体が出現して

いる乙 とがある。稀lζ両者の混合体とも 云 うべく、 体の上半部lζ雌綴両生殖撚官が形成され、下半部fL精子襲

だけを形成している個体及ぴ逆K体の上半部IC精子婆だげを、下半部iζ峰雄両生殖岩官官を形成している個体が

見られた (PlateV， A， B)。

有性生殖器官は体の大きさが 3~5 cm位から形成される。血症雄同体のも のでは先づ体の上縁辺に精子嚢が

形成され、 その内方tζl雄性細胞が容する。成熟が進むICつれて、精子嚢は体の両縁辺lζ形成さ れ るように な

る。上縁辺の精子襲は精子を放出して流失し、内方の雌性細胞が嚢果となって上縁辺に現われ、 果胞子を放出

するようになる。かくて充分成熟した体では体の上部 1/3位までは嚢果が縁辺fL現われ、乙の下方即ち中央

部の縁辺IC精子襲形成の雄部が現われている。 乙の縁辺の綾部は細長い斑を形成し、 内方のl雄部と区別され

る。しかし内湾で養殖さ れたも のではこの雄斑は屡々不顕著となっている。 嚢果形成のl峰部には多かれ少なか

( 19 ) 
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C D 

Fig. 17 模形及ぴ円形の基部をもったアサクサノリの基部細

胞の形

P. te刊era，basal cells of the plant with acute cuneate 

base (A， B) and those of the plant with round base (C，D) 

A，C upper part， B，D middle to lower part. x 290. 

τh ematerials collected on Dec. 7， 1954 at Koma-jima. 

A c 

Fig .18 アサクサノリの休の側縁に於ける未熟な』峰雄部

P. tenera， marginal immature antheridial and cysto-

crarpic parts. A x 30， B，C x 380 

The material collected on Nov. 5， 1951 at Ippiki-jima 

( 20 ) 

れ肉眼的或は顕微鏡的小区画の権部を

介在する。時にこれが顕著に現われて

飛白状をなす乙とがある。経性体では

体の上縁辺から内方及び両縁辺に精子

嚢を形成し、体の上部は淡黄色を呈し

ているが、栄養部との境はぼやけてい

る。

精子褒・嚢果はよく分裂したもので

は殖田 (1932)，田中 (1952)が記して

いるように夫々 a/4，b/4， c/t1; a/2. 

b/2， c/2，の分裂を示すが，常ILか〉

る分裂を行っているとは限らない。精

子褒の bの分裂が 2のま" (表面観

で8つに分裂)、また褒果の a或は b

の分裂が 1のま'> (表面観で未分裂或

は2つに分裂)精子或は果胞子を放出

している場合が多い。成熟の初期或は

栄養分の不足な所iζ育った色の淡い体

で特に不充分な分裂をしている。嚢果

の a，bの分裂は不充分であっても c

の分裂即ち体表に平行な分裂を行って

いると きは、放出された胞子は正常に

糸状発芽を行う。

之に対して栄養の豊富な所IL育った

ものでは生育後期に、精子婆の cの分

裂が 8たらんとしているもの及び婆

果の cの分裂が 4たらんとしている

ものが時lζ見られる。特tζ老成した縦

性体ではこの精子褒の cの分裂が 8

になっているのは稀でない。なお国枝

(1939)が記しているように、嚢果が

表面~耳 (a ， bの分裂) でそれ以上l己

分裂している乙 とがある。しかし これ

は正常に成熟したものでは見られず、

異常なものと恩われる。

内湾で養殖されているも ので主K

12月以降、望室果形成部が肉眼でぶつ

ぶっとまだらに赤くなっているのが屡

々見られる。か〉る部分を調べて見る

と、婆果の間l乙或は多く或は少く 表面

観にでも断面l乙ても分裂を行っていな

い細胞が混在している。乙の細胞は内

容は豊富であるが、表面観では嚢果よ
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り色がうすく 、内容が円くなっていることが多い。断面で雌性細胞のように内容が両端に突出部を有する乙と

がなし、。このような細胞は雌性細胞の退化したものではないかと思われるが、 か〉る細胞をもった嚢果形成部

をとって胞子を放出させて見ると 、ζの細胞からも胞子の放出きれるのが認められる。放出後は ζ の細胞から

放出された胞子と褒果から放出された胞子との区別は函難であるが、 未発芽のま〉胞子が膨大するものが多く

現われ、また常にではないが直接発芽してア 7 ノリの幼芽となるものが混在することがある。

ζれと関連して 1月 ・2月以降lζ体の色が極めて悪く 、淡黄緑色を呈するものがあるが、 か bるものの嚢果

形成部を見ると、分裂している褒果は極めて少く 、内容の極めて貧弱な未分裂細胞が大部分となっている。か

〉るものでは胞子の放出も少しまた未発芽のものが多い。 乙れは栄養不足による雌性細胞の未発達・未熟と

関係し、前記の退化細胞とはまた趣を異lとするものと考えられる。

次lζ雌性細胞について、雄性部の内方或は赤褐色を呈した雌性部の内方の色のうすくなっている所を見る

と、表面観で内容の少し濃い細胞と殆ど栄養細胞と変らないものが混っている。断面では体の表面l乙平行な分

裂によ って 2分されている 内容のiJf.;:v、細胞 3 内容は同様lと濃いが分裂のない細胞及び内容は栄養細胞と殆ど変

りなく阿端 IL僅かな突出部を有して紡錘7 J~をなす細胞の 3 f翠がある。更に少し内方を見る と宍面観では栄養細

胞 と殆ど区別出来ず、断面lζ於いて前記のような内容の両端iζ僅かな突出部を有する細胞が見られ、 突出部の

ない栄養細胞も混ってくる。 より内方になると栄養細胞のみが見られる。乙の断面l乙於いて内容の両端に突出

部を有する細胞の 1=1=11乙はや~j;1乙附着した精子と突出部とが細い糸で連絡しているのが認められる。突出部は無

色で、また体表まで突出してい る乙とはなし、。 乙のような断面で両端l乙僅かな突出部のあ る内容を示す細胞が

雌性細胞と思われる。 内容がvi!iく断面で分裂を行っているものまた未だ行われていないものは受精後のものと

考えられる。 しかして雌性細胞の内容の突出部が受精前からあるものか受精によ って生ずる ものかは明 らかで

ない。

精子襲・軍基果の大きさは体の1-1コ央部の栄義細胞と殆ど変りなしまた乙れらの部分の厚さも体のに|寸央部と殆

A 

A 錨骨量
Fig. 19 断面に於いて更に分裂せんとする

アサクサノリの精子重要

P. tenera， antheridia showing more advan 

ced division in cross section. A surface 

view， A' cross section. x430 

The material col!ected on Jan. 16， 1956 

at Ishihama. 

A 

A OOEB印巴

B 田口日目。
Fig.20 退化細胞の混在するアサクサノリの皇室果形成

部 (A，A')と断面に於いて更に分裂せんとする重要果

P. tenera， A， A' cystocarpic part mixed with 

abortive cells (Iight coloured)， B cystocarps showi口g

more advanced division in cross section. x 290. 

The material col!ectecl on Feb. 7， 1955 at Shト

ogama 

( 21 ) 
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ど同じである。しかして両者の cの分裂が夫々 4或は 2以上となっているようなものではいくらか厚 くなっ

ている。雄体で精子嚢の c の分裂が 4~8 を示し、 ζ の部分の厚さ が 49μ あ る ものも見られた。

Fig. 21 中性胞子形成のアサクサノリ の幼芽

P. tenera， buds producing neutral spores. A，D-F 
x 200， B，C x 290. 

無性生殖器官

本植物は生育の初期即ち秋期i乙長さ 150μ~

1mm位の顕微鏡的或はやっと 肉眼で認めら

れる位の幼芽の時代κ中性胞子を形成して無

性生殖を行う。

下!こ1性胞子は、幼芽の先端細胞が 如何なる分

裂も行わずそのま〉内容を充実して胞子婆と

なり 、その仁1=11乙 1個形成される。

I1←l性胞子を形成-放出した幼芽は先端が裁

形となる。 この形は中性胞子形成を止めたあ

と、精子嚢或は襲果を形成して精子・果胞子

を放1:1:\し始め る 頃即 ち 4~6cm 位の大きさま

で残る。ζの)1';1乙よってその体が幼時に中性

胞子を形成したか或はその強弱を窓いま日る乙

とが出来る 。

t，b芳三

幼芽は初め l列の細胞からなり視様状をな

す。細胞が (10)~15~30~ (37) 個になって

初めて縦の細胞分裂を行う。縦の細胞分裂が

す'>U'と体は次第に幅を増し、 長楕円形或は

長紡錘形をなす。 しかして 2~4 列以上の細

胞からなる幼芽の多くは前記したように先端

部から中性胞子を放出し、 先端は裁 形 とな

り、長さより幅の生長が進む。中性胞子を形

成しない幼芽は有性生殖器官が 形成される頃

まで 11洛々上記のJI~ を 維持する。

l列細胞時の幼芽の細胞は 正方形乃至短形

をなす。一般に細胞の少いもので長く 、多い

A collected on Oct. 10， 1953 at Koma-jima， B 
Oct， 2， 1955 at Shiogama， C Oct. 3， 1955 at Oshi-
age， D，E Oct. 3，1951 at Ippikiーjima，F Oct. 29， 1956 
at Koma-jima 

もので短い。 2列 ・4列になると再び正方形

K近くなり、 規則的な配列を示すが、更に大きくなると次第lζ細胞は不規則な多角形を示し、配列も不規則 と

なる。

l列細胞時の幼芽の大きさを Tab1e51乙示す。 1951年 9月 18日建込んだ筏で 9月 28日， 10月 9日， 18 

日， 29 日 l乙調べたものである。 1 列細胞時の幼芽の大きさは凡そ長さ 20~250μ×幅 7.5~20μ あり、 長き に

比べ隠の増大は不顕著である。 なお縦の細胞分裂が行われ始めたときの大きさは凡そ 100~250 x 14~25μ で

あった。

1 5i1Jの細胞からなる幼芽が初めて縦の細胞分裂を行うときの細胞数は環境によっていくらか左右されるよう

である。 1956年 9月 23日に松島湾駒島で同じ水位lこ建込んだ 2枚の侠を 10月 22日l乙塩釜I乙移殖し、移殖の

際この 2 枚を建込水{立を異にして、 10 月 29 日復察した結果では、 高水位l乙張った筏で‘は幼芽が1O~15 個細

胞で縦の細胞分裂を行い、低水位の筏では 15~30 個細胞で縦の分裂が行われていた。 また幼芽の中性胞子を

( 22 ) 
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Fig.22 f;ii;の上に着生せるアサクサノリの幼芽

P. te四era，buds fou吋 inthe sea (on "hibi"). 

A-D x 230， E-L x 290， M-N x 200 
A-D collected on Oct. 3， 1951 at Ippiki-jima， 

E-L， N Oct. 10， 1956 at Koma-jima (E-G， J-K at 

lower water leve1， K-I， L， N at higher water level)， M 

Oct. 9， 1951 at Ippiki-jima 

Fig. 23 建込後約 1ヶ月自の銃上のアサ

クサノリの幼芽

P. tenera， sterile plantlets about 1.5 

3 mm  in length on "hibi" (about one 

month after settling of spores)， most of 
them having a trunctate apex indicating the 

formation of neutral sopres i11 the early 

stage. x 20 

The materials collected on Oct. 29， 
1956 at Koma-jima. 

培養した際には 8~17 個細胞で縦の細胞分裂が行われ(後述)、コ ンコセリス体の単胞子の培養実験 ( 1954 年

10 月 ~ll 月)では 7~20 個細胞で縦の分裂が行われ始めている。何れも幼芽の生長が抑えられると 、 細胞が

少いま〉で縦の細胞分裂が行われ始めるように思われる。

胞子の土音養

中性胞子の培養

幼芽の先端部lζ形成される中性胞子はアメーパ状をなして放出され、 後円くなる。 中央に 1個の塊状或は

星状の色素休を有する。直径 12.5~15μ あり、基質lζF付着後膜の明らかな短い梶棒状の直立体として発芽 し、

横の細胞分裂を行って伸長し、 天然l乙見られると同様な l列の紹胞からなる幼芽と なり、更に縦の細胞分裂を

行って禁状体i乙発達する。

1954年 9月 18日11:建込んだ僚に附着した幼芽を 10月 19日に採集し、 乙の幼芽の中性胞子を培養した

結果を Fig.241と示す。培養の基質はスラ イドグラス、培養水は滅過海7.l<1乙 11当り KN03-O.1g，Na2HP04 

-0.02gを加えたものを{吏用した。

( 23 ) 
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Table 5. アサクサノリの 1列細胞か らなる幼芽の大きさ

P. tenera， dimension of uniseriate buds on “hibi". 

number of cell 1 length x breadth (μ) 11 n叫 erof cell 1 leng伽 brea仙 (μ)

l 22 ~ 30x 7 .5~10 18 110~143xI4~18 

2 26 ~ 48x 9 ~12 19 112~ 180 x 14~ 19 
3 27.5~ 66xl0 ~12.5 20 128~ 180 x 15~18 
4 42 ~ 68xl0 ~13.5 21 112~220 x 15~20 
5 47.5~ S2xl0 ~15 22 112~175xI4~18 

6 50 ~ 84 x 10 ~15 23 140~220 x 15~18.5 
7 55 ~ 90 x 10 ~15 24 120~200 x 14~20 
8 62 ~120 x 12 ~16 25 135~1 84xI5~17.5 

9 70 ~100 x 12 ~15 26 160~228 x 15~20 
10 62 ~120 x 11.5~15 27 160~ 190 x 14~16 
11 64 ~140 x 12 ~15 28 172~240 x 14~20 
12 70 ~135 x ll ~16 29 212~220 x 16~17. 5 
13 75 ~130x 12 ~17 30 1 80~260 x 16~20 
14 68 ~140x15 ~18 31 200 x 18 
15 84 ~150 x 1 3 ~16 32 190 x 16 
16 92 .5~ 150 x 13 ~16 35 208 x 18 
17 85 ~192 x 12 ~18 37 268 x 14 

@J @ 
A ⑥ 

⑩⑨  

D 

C 

Fig.24 アサクサノリの中性胞子とその発芽体

P. tenera. neutral spores and th巴irgerml-

ings. A neutral spores 011 Od. 19， 1954， B 

germ1ings after three days， C after 11 days， 

Eafterl7days. x290 

向日
H
H
V

Fig. 25 アサクサノリのコンコセ リス体の単胞子の発

芽休

P. tenera.， germ1ings of mOl1ospores of Co叩chocelis
thallus. Spores settled 011 Sept. 28 to Oct. 2， 

1957， observed 011 Oct. 8. x 290目

その経過は 2 日後l乙 3個細胞、 11 日後K 15個細胞の発芽体となり、 13個細胞体で縦の細胞分裂を行う

ものが現われた。 17 日後lとは績の細胞分裂は殆ど進んでおらず 8~15 個細胞で縦の細胞分裂を行っているも

のがあり 、また 17個細胞で縦の分裂のないものもあった。以後の生長は順調でなかった。

( 24 ) 



養殖アマノリの種類とその生活叉

果胞子の培養とコンコセリス体

本植物の果胞子の発芽，コンコセリス体の形成と単胞子の形成及び ζの単胞子 の発芽については第 I報

(1953) κ於いて述べた。

コンコセリス体の単胞子の発芽体について、第 I報では極く初期のものしか示さなかったので、 1957年の

培養実験で得た単胞子の発芽体 とその中性胞子の形成を Fig.25 Iζ示す。

生態の観察

生育状態

本植物は松島湾各所IC於いて海苔僚に着生し養殖されている。 湾内の木 ・竹等の杭にも着生するが、岩lとは

少い。岩では高潮位ICまた破い石lζ附着している。他の海藻上l乙附着する ζとは殆どないようである。

養殖に当つては普通 9月中 ・下旬から 10月初にかけて僚の建込が行われ、 10月中 ・下旬には肉限的大き

さの幼芽を認める乙 とが出来るようになる。 11月中 ・下旬になると十分生長して摘採が行われ始める。 3月

頃まで繁茂し、 4月には衰微して銃も取払われる。天然IC着生するものも略々同様の生育状態を示す。

ζ のような生育状態を 1951~'52 年IC塩釜湾一匹島地先で行った篠建試験K よって見ると次の通りである。

ζの試験では本績物だけが着生し、他種の混生は見られなかった。

出現

乙の筏建試験K於いては 9月 15 日から 10月 5 EIまでの各渓及び 10月 9 日， 16日 11月 2 日の篠

Table 6. 建込 1ヶ月後のアサクサノ リの幼芽の附着数と その大きさ

P. tenera， number of buds attachin耳 on"hibi" spreacl on clifferent dates and 

their length one month after the spreacling. 

spreading 
clate of 
"hibi" I number1) I 0 .5~3 ! 

length (mm) 

3~6 I 6~9 12~ 

1951 
Sept. 15 361 347 10 4 

16 418 401 14 3 
17 701 631 55 13 1 
18 3目 210 3.130 59 17 2 2 
19 3.778 3.698 63 10 4 3 
20 1.303 1.279 20 4 
21 1.740 1.687 40 11 1 1 
22 276 264 11 1 
23 229 223 6 
24 50 50 
25 84 84 
26 99 99 
27 316 316 
28 511 510 1 
29 530 528 2 
30 391 384 7 

一 一一一 一

Oct. 1 579 573 3 3 
2 667 659 8 
3 921 916 5 
4 2.731 2.648 76 6 1 
5 2.304 2町 186 103 13 2 
9 39* 22 14 3 
16 205キ*

-
虫
干*

・
*a 

Q
O
 問。

56 2 

1) Buds having a 1ength more than 0.5mm sett1ecl per 40cm in length of bamboo 

of "hibi" (キ per70cm，料 50cm，仲キ 80cm)were counted. 
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IiIDIBER Of BUDS 
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Fig.26 建込目別のアサクサノリの幼芽の 1ヶ月後に於

ける附着数とその変化

P. tenera， number of bucls on “hibi" spreacl on 

cli笠erent clates one month after the spreacli口g

Bucls having a length more than 0.5 m m  settling 

on per 10cm in length of bamboo of "hibi" were 

numberecl (cf. Table 6). 

9月 28日 (10日後)

K着生を見たが、11月 16日以降の筏には着

生しなかった。顕微鋭的幼芽も認められなか

った。

ζ の 9月 15日から 11月 2日までの僚

に附着した幼芽の数 ・大きさを夫々建込後 1

ヶ月 自に調べた結果をTable6， Fig.26に示

した。 Table6はTable2と同じく各篠から2

本の竹を採り 、更に各竹から 10cmの範囲 2

ケ所をとり 、長き 0.5mm以上の肉眼で認め

られる幼芽を調べたも のである。 Fig.26は

ζ の幼芽の 10cmの範囲K附着せる平均数を

建込日の環境条件 (水温・ 比重 ・僚の干出時

間)と共l乙図示したも のである。なお 0.5mm

以下の顕微鏡的幼芽は表 ・図K示した附着数

の多い篠程多数見られた。

乙れを見ると幼芽の附着数は 10月 5日以

前のt誌に於いて多く 、以後の荻IL少し、。 しか

し 9 月 15 日~10 月 5 日の鎮では早く建込

んだものが必すしも 多く なっていない。朔望

後 3・4日自に当る 9月 18日， 19日の侠及

び 10月 4日， 5日の僚で多く、 その他の

鎮では少い。これは殖田 (1952)が朔 ・望後

4日目を中心と した 建込みがよく附着する と

述べている ζ ととよく 一致する。 また幼芽の

大きさも 附着の多い侠程大き くなっている。

棋の建込後 1ヶ月位までの初期の着生 ・生

長の様子を 9月 18日の篠によって見ると次

の通りである。

篠竹 10cmの範囲K 10 個位の幼芽の着生を認む，幼芽の長さ 120~160μ まで生長 1 列IL並んだ 1~22

個細胞よりなる，縦の細胞分裂を行って 2列i乙なれる幼芽も存し、 ζ の 2列細胞の幼芽で中性胞子を形成

.放出しているも のがある。

10月 3日 (15日後)

幼芽の長さ 200~280μ 位まで生長す 2 列細胞からなるもの多く現われ、 時に 4 列細胞からなるものもあ

る， 2~4 列細胞の幼芽の大部分は中性胞子を形成す。

10月 9日 (21日後)

長さ 0.5~lmm ， 時K 1.3mm 位まで生長し肉眼的大き 3になる ， 14~16 列細胞、 時に 24 ， 30列細胞か

らなる。 乙れらの大きい幼芽の周囲にはこれらが放出した中性胞子に由来すると思われる多数の小さ い幼芽

が附着す，中性胞子は 2~16 列細胞の幼芽の大部分で放出されているが、 より多く の細胞列から なる約 0.5

m m以上の幼芽では形成を止める。

10月四日 (30日後)

( 26 ) 
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長 さ 0.5~lcm 位l乙生長す， 時 l乙 2cm 位になれるも のもある，中性胞子は 6 列細胞以下の幼芽では稀にし

か形成されず、 6~12 列細胞の幼芽で形成しているものと、していないものが混ず， 約 1mm 以上の幼芽で

は既lζ形成を rl'止す，幼芽の附着は益々多く 、 篠竹 10cm 間 l乙 2000~3000 個或はそれ以上の幼芽を数える

に至る。

以後の幼芽・ 4性胞子形成の状態を他O) Ø~ と共に調べて見ると、 l列細胞か らなる幼芽は 11月上旬になると

次第に少くなり 、中 ・下旬lζは極めて少 くなる。また中性胞子の形成 も次第IC少 くなり、 11月中旬には殆ど見

られなくなる。

ζ のように本植物の胞子は (9 月上旬)~9 月中 ・ 下旬~11 月上旬l乙出現して僕等の基質l乙着生し 、 早く着

生した幼芽は着生後 7~10 日以上たって或る大きさに達す ると 中性胞子を形成し 、 ζ れによって幼芽が次々 !C

増加するのが見られる。 従って早 く建込んだ筏lζは幼芽が密生するに至るが、遅く建込んだ鎮では幼芽の中性

胞子形成が少く或は形成がなく疎生となる。なお 9月上 ・中旬の幼芽の着生は年により或は場所によって異な

り一定していない。

生長 ・消失

肉眼で見え始めてから以後の本植物の生長の経過を更に 9月 18日の筏によって述べると次の通りである。

ζの僚に着生したものは前記した ζとから分るようIζ約 1ヶ月半に亘って発生したもので、その大きさも広範

囲iζ亘るが、大きいものを基準にしてのべる。

10月 24日 (36日後)

長さ 2~6cm 稀 IC 10cmまで生長す，2・3cm以上のもので精子嚢を形成し始む。

10月 29日 (41日後)

長さ 5~10cm 稀IC 13cm となる。

11月 5 日 (48日後)

長さ1O~15 cm稀に 20cm となる，精子襲は十分l己分裂し精子を放出す，襲果も分裂して果胞子を放出し

始めているも のがある。

11月 12日 (55日後)

長さ 15~20cm 或はそれ以上，幅も広くなり 、 摘採1VJ!ζ 入る。

9 月 15 日 ~21 日の漢は これと略々同様な生長を示し た。

次に 10月 3日建込の篠について見ると、

11月 12日 (39日後)

長さ 3~5cm，稀iζ8cm となり 、 精子襲を形成し始む。

11月 27日 (54日後)

長さ 1O~15cm となる ，精子嚢は十分lζ分裂して精子を放出 ， 婆果も成熟して果胞子を放出し始む。

12月 3日 (60日後)

長さ 15~20cm，稀IC 39cm !C生長し摘採期tζ入る。

10 月 1 日 ~5 日の筏は乙れと l略々同様な生長を示した。

9 月 22 日 ~30 日 の鎮のものは 9 月 18 目前後の鎮のものと 10 月 3 目前後の鎮のものとの中間という

よりはむしろ 10月 3日前後のものに似た生長を示した。

10 月 16 日の僚に於いては 12 月 3 日 (48 日後)に 2~3cm ， 1 月 16 日 (92 日 後)にやっ と 15~20

cm或はそれ以上i乙なった。 10月 9日の鋲も略々 ζれと同様な生長であった。

( 27 ) 
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11月 2日建込みの鎮では前記したように附着が極めて少なかったが、 病気の発生等のため十分な生長を見

ないで流失した。

以上のように築体が 15~20cm の摘採出来る大きさになるのに 9 月 1 8 日の筏では約 55 日を要し、 10月

3日の銃では約 60目、 10月 16日の銃では更iζおくれて約 3ヶ月を要している。更に幅の生長は前IC述べ

たように 9月 18日のもので大きく 、 10月 16日のもので最も小さ かった。 なお 9月 18日建込僚のもの

を基にして、模式的にその生長経過を Fig.27Iζ示した。
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乙のような生長の経過はまた僚の

高き即ち猿込潮位1<::よって差が見ら

れる。上記のものは前記の張込潮位

を基準にしたものであるが、低潮位

ではより早く生長し、高潮位では生

長が抑えられる。

以後の生育状態について、9月15

日 ~10 月 5 日の鎮の大きい奨体は

摘採期になって一度摘みとられてし

まったが、以後再ぴ生長を始めて 1

月下旬には何れも 30~40cm 或は

それ以上tとなった。その後の生長は

あまり目立たず、 2月・ 3月には体

の槌色がいくらか見られた。 4月に

なると体の全部或は上部が流れて 4
Fig. 27 アサクサノリの生長様式図

P. tenera， schema of growth. 
月中旬には 10cm 以下のも のだけ

になった。 5月初lζなお体の基部だけ残るものが僅かあったが、まもなくすべて流失した。なお侠は建込時期

から消失まで同じ潮位l乙張込んでおいた。

生殖器官の季節的変化

本植物は前Iζ述べたように秋期即ち 9 月下旬~11 月上旬iζ 、 2 列以上の細胞からなる 150μ~lmm 位の

幼芽の時代IL中性胞子を形成して無性生殖を行う。 O.5~lmm 以上の大きさになると乙の期間中でも 中性胞子

の形成は止り 、 ζ の期聞をすぎる と 150μ~lmm の幼芽でも 中性胞子の形成は見られない。また生育状態の項

で述べたように無性生殖の行われる期間内では初期程小さい中から中性胞子を形成し、 後期程大きくなってか

ら胞子を形成するようである。 しかして無性生殖の時期に上記のような大きさ の幼芽で中性胞子の形成のない

ものもある。

乙の中性胞子の形成期を、 1951~'52 年の侠建試験l乙於いて各筏共に 1 ヶ月後に、幼芽の先端が裁形tζ なっ

ているか苔かによって調べた結果を Table7 1<::示した。ζの材料は Table2 IC於いて建込日別の幼芽の形を

比較したものと同じも ので、各僚の竹 2本から 10cmの範囲 2ケ所づつをと り、各範囲から建込後間 もな く

附着した と思われる 0.5mm以上の幼芽を大きいも のから 30倒づっとって調べたものである。 10月 5臼建

込の鎮までは殆どすべての幼芽が中性胞子を形成し或は形成した跡を示しているが、 10月 16日建込みのもの

ではそれが半数近 くILなり、 11月 2日建込みの鎮では 37個体中 1個しか 中性胞子を形成した跡を示すも

のはなかった。ζれIζよっても上記のよ うな無性生殖の時期を知る ζとが出来る。

無性生殖を中止した幼芽は生長を続けて、今度は有性生殖器官を形成するようになり、 10月下旬頃から 3

~5cm 以上のも ので精子を形成・放出し始め、少しお く れて 11 月上句Kは果胞子を形成 ・放出する よ うにな

る。 中性胞子を形成しなかった幼芽も同様IL生長して有性生殖器官を形成する。

以後は消失期まで有性生殖器官だけを形成して再ぴ中性胞子を形成することはない。
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Table 7. アサクサノリの幼芽の中性胞子形成の季節的変化

P. te四era，seasonal change of the formation of neutral spore of buds. 

spreading lobserved number 1 number of buds 11 spreading lobserved number 1 number. of buds 
with 11 1 1 with 

dat疋 of"hibi" 1 of buds1) 1 truncate apex2J 11 date of "hibi" 1 of buds 1 truncate ap位

1951 
Sept. 15 120 120 Sept. 27 24 24 

16 112 112 28 23 23 
17 120 117 29 27 27 
18 120 120 30 40 40 
19 120 120 Oct. 1 44 42 
20 120 120 2 36 36 
21 120 120 3 44 44 
22 45 45 4 120 119 
23 23 23 5 120 120 
24 8 8 9 22キ 15 
25 13 13 16 31キキ 17 
26 17 16 Nov. 2 37キ*キ 1 

1) Longer buds than about 0.5~lmm were sampled within 120 in number from 40cm 

in length of bamboo of “hibi" (キ from70cm，件 50cm，*料 80cm)one month after the 

spreading (cf. Tab. 2). 

2) Truncate apex of buds is a mark of the formation of neutral spores. 

N. spore 
( Septァ Nov.l。

〆~ 0 

T 

一一う

SEPT.-MAY 

開
閉
戸

Carpospore (Nov.-May) 0 

毛|ぜ己ク←
トーーーーー -CONCHOCELIS-PHASE (NOV.-NOV.) ーー一一-1

Fig. 28 アサクサノリの生活環
P. tenera， life-cycle. 
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生活史

以上のような実験 ・僚察結果から 本積物の生活史を次のように要約する乙とが出来る (Fig.28， 73)。

アマノリ の幼芽として発芽する本植物の胞子は (9月上旬)~9 月中 ・ 下旬 ~ll 月上旬lζ出現し 、 10月中

・下旬頃から長さ 1mm前後の肉眼的大きさの 幼芽を認める こ とが出来る。 11 月中 ・ 下旬以降 15~20cm 或

は それ以上の大きさ iζ達し 、 12 月~ 3 月の間最もよく繁茂する。 4 月 lζは次第lζ衰微し 、 5 月には流失す る。

乙の間 9 月下旬~11 月上旬lζ長 さ 150μ~lmm 位の幼芽に中性胞子力i形成されて盛んな二次的増殖が行

われる。以後或はより以上の大きさになると中性胞子の形成は止る。 10 月下旬以降 3~5cm 以上の大 きさ に

なると今度は有性生殖器官を形成し始め、 11月上句頃から果胞子を放出するようになる 。果胞子は本植物の

生育末期 即ち 流失するまで引続き形成 ・放出さ れる。 再び中性胞子を形成する乙とはない。

放出した果胞子は貝殻等l乙着生してコンコセリス体と なり 、ζれに よって夏期を過す。 9月になって水温

が 24.50C以下になると ζのコンコセリス体から単胞子が放出 され始め、乙れがもとになって再び本植物の繁

茂が見られる ようになる。単胞子の放出は筆者等 (黒木・平野 1956a， b)が述べたように 11月仁句頃まで

続く。

考察

本積物は近縁の他の養殖ア マノリ と比較して、一般に長楕円形乃至格円形の長い形を示す乙と androclioe-

ciousである乙と，雌維同体のものは体の両縁に細長い維斑を有する ζと，秋j闘に幼芽の時代iζ無性生殖を行

い、幼芽の先端は裁形をなす乙と ，その他有性生殖器官の分裂様式等によって特徴づけられる。

本植物の同定lζ当って、同じく縫殖の対象になり 、形態的l乙多くの類似点、をもっているアサクサノリの 原記

載 (Kjellman1897)と比較して見ると、 原記載では雌雄異体とな り、 体形の変化はより大きいよう lζ思わ

れ、体の大きさ ・厚きが小さ い。ζれに対し岡村 (1916)，殖聞 (1932)，Tanaka (1952) の記載では体形の変

化は原記載同様に大きいが、体の大きさ ・厚きその他の形態的特徴は筆者の観察材料と略々一致する。雌.!.i性

については岡村，濯i田， Yendo (1916) は雌縫同体であるとし、 Kunieda (1939)， Tanakaは筆者の材料と同

様K androdioeciousとした。

乙れらを考察して見ると 、 Iくjellmanは縞物体を切断して抄いた 乾海苔製品によって観察している ので、完

全な形を した大 きい体の存在は考えられない。 自然大として Tab.1， Fig. 6 f乙図示している縞物体も 2目 3cm

以下の小さい体である。 また依察体が乙のような小さい体であった り、体の縁辺部の業片で、あったとすれば形

態の観察の項で述べたように体の厚さ或は細胞の大きさは成体より小さくなる。 雌経性については Kjellman

は筆者の材料と同様に雄体を観察したのかも知れないが、 雌l.i同体のものが精子婆を形成した許りの若い時は

内方の果胞子嚢は未だ熟せず往々にして雄体 と見誤易い。 また摘物体の断片では褒果形成の部分だけが存する

乙とも考えられる。何れにしても Yendo，Tanakaが原標本を調べて雌l世間体としているので Kjellmanの観

察l乙何らかの見落しがあったものと考えられる。

次lζ体形について Kj巴llmanは Tab.1， Fig_ 6 I乙細長い形のもの，卵形のもの，円形のものの 3個体を

示している。 ζの中、細長い形のものは筆者の霊長察材料の小さいものとよく一致する。他の卵形 ・円形(特K

後者)が筆者の材料と果して同じものであるか否かは明らかにすることが出来ない。 乾海苔製品によって観察

しているので 2つ以上の種を含んでいる恐れなきにしもあらずである。乙れと関連して体形の変化が甚しいと

記している殖回 Tanakaの記載せるアサ クサノリの中には筆者がこ〉に述べている植物以外のもの即ち後述

するような卵形 ・円形・腎臓形或は漏斗状をなし、 生態的K も差の見られる マルパアサク サノリも 含めている

ようである。

このように体の大きさ ・厚さ ・雌雄性等について本植物がアサ クサノリの原記載と必ずしも区別出来るもの

ではない と想像されるが、体の形 ・乾海苔製品fLよる観察等から推して、原記載に 2種以上を含んでいる恐れ

はないかとの疑問がなお残される。我国の学者の記載についても同様である。 これを明らかにするためにはア

サクサノリの原標本を更に十分調査・検討しなければな らないが、 原標本がスエ ーデンにあるという地理的な
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ζ とのタれと、乾海苔製品であるという ことに更に困難が予想される。 乙れの果されていない今、筆者は次のよ

うな理由で本橋物をアサクサノリ iζ同定す るのが妥当のよう に思われる。 1) 本植物はアサクサノリの原記載及

び Yendo，Tanakaの補足的な原標本の毎察 と特別な形態的差を認めない。 2)我国の学者特K分類学的研究

をした岡村，殖田 Tanakaがアサクサノリ として取扱っているアマノリは本植物 と同じものか或は本植物と

同じものが主になっている。 3)我国に普通に見られ、特t乙古くから養殖されているアマノリは本植物と同じも

のが大部分のようである 2)。

本植物を乙れまでの我国に於ける報告に見られるアサク サノリ と比較して見る と、問村 (1900)が Pl. 9 Iζ 

図示しているものは本植物と一致する。殖田 (1932)はアサクサノリは 円形 ・卵形 ・披針形等種々あり 、体形

の変化はアマノリ属中最も甚しいと記しているが、 Pl. XIV 2， Pl. XV 1， 2， Pl. XVI 1 ，c.図示している植物

体は本植物と一致する。 Pl.XIV 3の円形の植物体は筆者がアノレパアサクサノリ としたもの と同じじもののよ

うに思われる。またイワヒゲ と思われるものに附着している Pl.XVI 2 (或は Pl.XV 3も)について、 ζれ

を生態的l乙見ると松島湾その他東北沿岸lζ於いてはスサビノリがイワヒゲ上l乙着生し、 図示されている ような

形を示している のが普通に見られ、 またその有性生殖揺官の分裂様式もアサクサノ リと同じ様式を示している

ζ とが多いが、アサ クサノ リがイ ワヒゲその他の海線上に着生する ζ とはないよう である。 乙れより見ると乙

のイワヒゲと思われるものに着生している植物体は本植物とは異なるものかも知れない。 Tanaka(1952) もア

サクサノリの体形 ・大きさは非常に変化が多いと述パているが、 Pl. 10の lは本植物と一致するように思わ

れる。 roundtype (マルパ型)として Pl.10の 2K示しているものは 7 )レパアサクサノ リと同じものと思わ

れる。イワヒゲ，イシゲ上K着生している Pl. 11の 2，3については嫡田の場合と同様である。 また木浦の

桜本である Pl. 11の lはスサピノリにも似ている。

次lζKunieda(1939) はアサクサノリをナカeパ型とマノレパ型の 2訴に分けたが、 Kuniec1aが図示している

Pl. XIV 98， 99のナガパ裂は本植物と一致する。 7)レパ型として Pl.XXX 89~91 I乙示しているものはマル

パアサクサノ リと一致するが、 Pl.XXXI 94 IC示しているマルパ型の機体は本植物に似、 また Pl.XXXI 95 

K示している “雌体"はむしろスサビノリに似ている。

須藤 (1950) は東京湾の“アザクサノリ"を 7 型 l乙分けたがその中の型 4 は 、 中性胞子が 0.1~1cm の幼

芽で7T~成されるという点でい くらか差があるようでもあるが、 問問士より機本を見せてもらった所では本植物

と一致するよう IC思われた。なおその報告及びぴ見せてもら った標本によると型 lはマノレパアサクサノ リl乙、

型 2はスサピノリと同じもののように恩われた。型 7i.iコスデノリであると記している。須藤 (1957)のア

サクサノリは本植物と一致する ようである。

新崎 (1952，'57)のアサクサノリの 5つの型については、十分な比較が::1:¥来ないが、第 IV，V型は本植物

と関係のあるものではないかと思われる。第 1，II型については疑問があり 、第 I型は恐 らく マルパアザクサ

ノリ と関係のあるものではないか と思われる。

以上の外分類学的研究ではないが、アサクサノリ として述べられている諸報告で、 上記同様iζ筆者がアサク

サノリ K当てた本植物と異なる種を混同して取扱っている場合が多いようである。 殖田 (1929)がアサクサノ

リかマノレパア マノリか不明の“夏ノリ"の存在を認め、 アサクサノ リの生活史を述べている報告及びその図を

見ると、マルパアマ ノリ でないとすればマ ルパアサクサノリであ ろうと恩われる。 同博士の報告の基になった

と思われる糠本を見せてもらったが、筆者Kはマノレパアサクサ ノリ と思われた。 また殖国 (1937) のア サクサ

ノリ の生活史IC.ついての再報告K於いて、5，6区IIC示している所謂秋芽は筆者のア サクサノリと一致するが、

2) Segi (1959)はウプサラ大学にある P.teneraの原標本一一乾海苔製品 (PlateIX， A) と恐らく これ

をパラパラにしたと恩われる切れた措業標本 (PlateIX， B)ーーを調べ，これの形態的特徴について t氾載した。

これまでに述べ られていなかったこととして次のようなことが Segiの観察によって明らかにされている。栄養細

胞の断面に於ける形に2種即ち高さが幅より大きいもの と小さいものがある，体は雌雄具体か同体である，精子褒

・重量果が栄養細胞と混在している，バラバラにした標本によ ると， ナガパ型とマルパ型の 2型が存する。

然して雌雄異体のものと同体のもの及びナガパ型の植物とマルパ型の植物の詳しい形態的差異については述べ
られていない。
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4図iζ示しているものはマルパアサクサノリ と思われる。和田 (1941)が第 2図fL示している植物体はアサク

サノリ よりはスサピノリ lζ似ている。 またマルパアサクサノ リではないかと思われるも のについての記述 もあ

る。 Tsenganc1 Chang (1 CJ55)が述べているアサク サノリの“c1warftype" もその記載， PI. II fL示してい

る図からマルパアサクサノ リではないかと思われる。また PI.VI 6， 7図lζ示しているコ ンコセ リス体の胞子

の発芽体の形は筆者のアサクサノ リのそれといくらか遭うよ うにも思われる。

次lζ本植物の形態的特徴について、 アマ ノリ分類の特徴として重視されている精子嚢・嚢果の分裂様式が殖

回 (1932)，Tanaka (1952)による と夫々 a/4，b/4， c/4; a/2， b/2， c/2となっているが、 筆者の観察では

精子婆 ・嚢果の cの分裂が夫々 8，4 t.こらんとしているものがあり 、 特lζ雄体iζ於いて 精子獲の cの分裂が

8になっているのは屡々見られた。 乙の有性生殖器官の分裂にも或る変異 があるもの と思われる。 ft雄性細胞

は、筆者の生の材料1<::よる観祭では、断面1<::於いてその内容の両端が僅か突出し、 乙の突出部と体表t乙附着し

た精子とが授精管』とよって連絡しているのが見られる。 古い個体で雌性細胞の両端が外膜と共fL突出し、所翁

pseuc1otrichogyneと云われるものも稀に見 られるが、か〉る外膜の突出部は普通は 見られない。 乙れ1<::対し

て、 Ishikawa (1921)，殖回 (1932)，Kuniec1a (1939)はi雄性細胞は外膜 と共K突出し、ζれが授精毛の働を

なして授精が行われる と述べ、授精管の存在を認めていない。 雌性細胞の内容或は外l撲の突出は別として、筆

者の観察は授精管の形成を記した Bertholc1(1881， '82) (P. leucosticta)， Dangearc1 (1927) (P. umbilicalis)， 

Tseng anc1 Chang (1956) (P. tellerα)の観察と一致する。

幼芽の形について、 岡村 (1900) が第九図版lζ1 列の 1~18 個細胞か ら なる幼芽 ， 4.5列の細胞から なり

先端の裁形となっている幼芽を示し、殖田 (1937) は第 5・6図fL1列の 28個位までの細胞からなる幼芽，

ζれの縦の細胞分裂の行われているも の， 及ぴ先端が裁形となり 中性胞子を放出している幼芽を示している。

また Kuniec1a(1939) も PI.XXV 1~4， 1O~26 K同線なナ ガパ型の幼芽を図示している。 何れも本植物の

幼芽の形と一致するようである。須藤 (1957) も同様である。須膝 (1950)， 新崎 (1952，'57)の幼芽に関す

る報告は既述した通 りであるが、ζれらと本催物との比較は難しい。 1列の細胞からなる幼芽が縦の細胞分裂

を行い初める時の細胞数は環境Kよって可成り変化がある乙とは既K述べfこ通 りである。

無性生殖即ち中性胞子の形成については“アサク サノリ"の名のもとに殖回 (1929，'37， '52)，日下部(1929)， 

内藤 (1931)，Kuniec1a (1939)，和田 (1941)，須藤 (1950)，新崎 (1952，'57)， Tanaka (1952)等の報告

があるが、前記したよう にマルパアサクサノリ或はスサビノ リと恩われるものも含めて論じている ことが多い。

こ れらの中、 殖閏 (1937) が 10 月上旬~11 月下旬の水混 150C 以上の時に 200p.~lmm の幼芽で中性胞子

を放出するとのべ、 5~7 図 lζ示しているものは本植物の無性生殖とよく 一致す る。 1952 年の報告中第 33， 34

図K示しているものも同様である。

日下部 (1929) もマルパアサクサ ノリと思われるものを含めて述べているが、 秋芽の 仁部細胞に中性胞子が

形成された とのべているのは本植物と似ている。しかし殖田 (1929)による とその大きさ 2分余とあり、その

大きさから見て本橋物と同じものか疑しい点もある。

内藤 (1931)は“海苔"として取扱っているが、ζの中にはアサクサノリのタれζマルパアサクサノリ と思わ

れるも のも含まれている。 ζ の仁1 1で 9 月下旬~ 11 月上旬に行った実験で、 幼茅の附着したスライドグラスiζ

胞子が現われアマ ノリの幼芽として発芽した 乙と， 僚に附着した顕微鏡的幼芽の大部分の先端が恰も切れたよ

うになっていたζ と， 告案話J込後 24日に発芽初期の幼芽が急増した乙と等の記述は本縞物の無性生殖と関係の

あるもののようiζ思われる。

Kuniec1a (1939) のナガパ型はその殆どが本植物と同じものと思われるが、 中性胞子はマルパ型で形成され

るのに対し、ナガパ裂ではないと述べている。しかして Textfig.1， PI. XXV Fig. 24， 2自に示しているナ

ガパ型の幼芽の先端は裁形とな り、 中性胞子を形成した本植物の幼芽と一致する。 恐 らく中性胞子形成を見落

したものと思われる。

本植物 と一致する と思われる須藤 (1950) の型 4 は 10 月末~11 月初に O.l~l cm の幼芽で中性胞子を形

成する と述べているが、ζの幼茅の大きさが筆者の観察と異なっている。 アサク サノリとして取扱った 1957
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年の報告で 10 月末まで 0.2~2.3mm の幼芽で中性胞子の形成が行われると述べているのは筆者の鉱察と略々

一致する。新崎 (1957)がアサクサノリの第 IV，V 型で 1mm以下の幼芽で中性胞子を形成すると 述べてい

るのは本植物のそれ とよく一致する。イ也の和田 (1941)，Tanak且 (1952) が述べている無性生殖については本

植物との関係を十分に明らかにすることは出来ない。

アマノリの幼芽として発芽する胞子は (g 月上旬)~9 月中・下旬~ll 月上旬l乙出現することは前に述べfこ

通りであるが、 ζ の間の水温は 24 .5~14.50 C，また幼芽の着生の最も多い侠の主主込期即ち 9 月 中・下旬~ 10 

月ヒ旬の水温は 22.3~18 ・ goC となっている (Fig. 2)。

ζれと 関連して、アマノリの幼芽として発芽する胞子にはコンコセリス体の 単胞子 とアマノリの幼芽のヰ性

胞子があるが、黒木 ・平野 (1956a， b) は 1954~'55 年l乙松島湾iこ於いて木植物のコンコセリス体を海で培

養 し、 (9 月上旬) ~9 月下旬~ll 月上旬~(3 月・ 4 月)に単胞子が放出されること及び ζ の間の水温は (25)

~23~14 ・ 5~ (2 0c)な ることを述べ、 また室内の培養実験lζ於いてコンコセ リ ス体は 24~150C ， 特 l乙 21~180 

C(C於いて単胞子嚢をよく形成し且つ胞子をよく放出する乙とを報告した。アマノ リの幼芽に形成される司 性

胞子は 1951~'52 年の若葉@試験その他によると 9 月下旬~11 月上旬 l乙形成され、特に 10 月上・ 1ヰ 句 lと盛ん

である。この聞の水混は 20 ・ 21~14 ・ 5 0 C と なっている。

乙れらのコンコセ リス体の単胞子及びアマノ リ幼芽のホ性胞子の放出則は筑@試験l乙於ける胞子の出現・着

生期とよく一致する。しかして上記の海に霊下した糸状体が 11月11旬以降水温 14・50C 以下でも少いが単胞

子を放出 した 乙と について、筆者が未だか〉る時期l乙出現した と思われ る天然の アサクサノ リを見ていない

が、か〉るものもあ ろうか と思われる。しかし乙のように遅 くなって放/:Uきれる胞子は少 く、 その発芽体は無

性生殖を行わず、更に生育環境も好j薗とは恩われないので、 11月1"1:匂以降lζ 出現する植物体はあると しても

極めて稀なもの と考えられる。

なお、愛殖に際して多数の幼芽を附着させ良い種漢を得るための侠の w込j泊矧はコンコセ リス体の単胞子の

放出感期或は幼芽の*性胞子形成の盛期と必ず しも 一致しなし、o ill込直後着生した幼芽がある期間中性胞子を

形成して二次的増殖を十分に行わせるよ うな時でなければな らなし、。 これより考える と筏建試験の結果が示す

通りm;の建込適期は胞子 :::I::~見の前期間] ち 9 月 I:I~ ・ F旬~10 月上旬ということになる。

朔望後 3・4日目の建込m;1C幼芽の着生が多いということについては、大糊時l乙於けるコンコセ リス体の単胞

子或は幼芽の中性胞子の放出促進或は拡散も考え られるが、乙の時期の組込侠では Fig・26のように建込後数

日間の昼間の干出時聞が少いために、附着した胞子がよく発芽し、 発芽{本はよく生長 して早 く無性生殖を行う

ようになるためではないかと思われる。

マルパアサクサ/リ

Parthyra huniedμi 1くurogl

(Plate IX-XX) 

Iくurogi，1957， p. 21; Porthyru lencr日 roundtype Kurogi， 19::6， p. 13 

性質

体は卵形・円形・腎臓形乃至漏斗~犬、時l乙楕円形をな し、 円形 心臓形乃至隣形の基部を有す， ゆるく波厳

し乾燥標本にすると数個の援を生ず，Jilj々 基部まで裂く， 上縁辺lこ於いて不規則な凹凸を有しまた巻くことあ

り，茎部は不明瞭， 5~10cm 高く 3) 4~15cm 広し， 高さは幅の 0.5~ 1.5~ (3) 倍あり，体は赤褐色を帯び

育緑色はあま り強くない，縁辺は全縁に して顕微鏡的鋸歯なし， 体は一層の細胞よりなる ，中央部にて 28~35

3) 基部から上縁辺までの高さを示す。
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μ厚し，細胞は表面観lζて不規則な三角・四角或は多角

形をなし、不規則lζ配列す，体の;+.，央部l乙於いて長径

1l .5~23μ，短径 (6) ~日~16μ あり，断面では四角形を

なし、高さはI隔より大きく時に|絡々等し司色素体は中央

l乙1個存し、各方向lζ腕を出し塁状をなす，基部細胞は

大きく、 卵形 ・楕円形をなし、仮根を出す，仮根は無色

lとして隔壁なく 、 3~5μ 太し ;雌雄同体，峰雄部相混じ

て体の縁辺l乙生ず， si部は体の下縁辺l乙白くぼやけて存

し、また上部にて体の内方lζ縦l乙走れる縞状の斑をなし

て存す 3 縞状の雄斑は 1~3mm 広 し， この雄斑は細

く短く飛白状を呈する ζ とあり，雌部 ・雄部i乙夫々顕

微鏡的小区割の雄部・雌部を屡々内在す，精子襲は長径

14~23μ，短径 1l .5~16μ あ り， 日14，b/2~(4) ， c/4 

の分裂様式を示し、普通 32屡々 64(J~精子を形成す，

精子は直径 3~5.5μ，淡緑色の小さい板状の色素体を l

個有す，襲果は長径 14~25 .5~ ，短径 (9)~1 1. 5~18.5μ

あり， a/1~2 ， b/1~(2) ， c/2の分裂様式を示し、普通

""" 万之 倫

A B 

C 

D 

Fig.29 マルパアサクサノリの栄養細胞

p. kuniedαi， vegetative cells， A， C， D 

in the middle part of thallus， B in tl1e 

marginal part， A-C surface veiw， D cross 

section. A，B x290， C x680， D x440 

Materials collected on Dec. 13，1954 at 
2~4 稀に 8 の果胞子を形成す司果胞子は中央lζ塊状乃 Yachihama (A， B) and on Jan. 20， 1958 

至短い腕を持った星状の色素体を l個有す，頼粒状分質 (c)乱nd]:1.n. 16， 1956 (D) at Ishihama. 

l乙富む，直径 (11.5)~14~16~ (18.5)μ あり，精子襲・嚢果形成部の厚さは体の中央部の厚さに略々等しい，

秋と春=夏l乙中性胞子を形成して無性生殖を行う。

観察材料と方法

本植物の形態・生態の儀察は 1951~'56 年l乙松島湾各所の天然 lζ着生しているもの及び篠lζ着生するものに

よって行った。生態の詳細な観察は、 1951年度は断片的で、あったが、後述するように塩釜・石浜・代ケ崎・谷

地浜lこ調査地点を設け、必要に応じて篠建試験を行い、定期的lζ光づ本植物の着生の有無 ・状態を調べ、 必要

量を採集してその生長度，生殖器官形成の有無・種類を調べ、併せてその形態的観察を行った。 生殖器官の種

類の区別にはその形態的態察だけでなく、放出胞子の発芽試験も併せて行い、その発芽形態を験した。

告主察は殆どすべて生の材料によって行った。

形態の観察

体形と栄養器官

本植物の未熟或は成熟し始めたものは卵形・円形時iζ楕円形を示し、円形乃至心臓形の基部を有する。生長

するに従って心臓形乃至隣形の基部を もった円形・漏斗状或はこれ らの不規則な形を示すようになる。 また基

部まで深く裂け、 2.3乃至数個の裂片ーからなるものも現われてくる。 なお生育の早期l乙出現した ものは漏斗状

のものが多く、後期に出現したものでは卵形のものが多く現われる。 また密生するものは疎生する ものより 卵

形のものが多く見られる。

体の基部は少し傾臥し ，特i乙心臓形・踏形の基部をもったものに於いてその縦断面を見ると下面に上面より

多くの仮根が出されている (Fig.30， c， Plate XVI， F) 。また O.I~lcm 位の幼体では屡々上面lζ凹んだ形

をしている。

体の色はアサクサノリに比べて赤褐色味が強い。

体の大きさは普通高き 5~10 Cm ， 幅 4~15 Cm 位あるが、高さ・幅共K 20~30 cm fとなる ζとも珍らしく

ない。なお漏斗状のものでは高きは丁度円形の体の半径lζ当るから高きが小さくとも体は可成り大きいもので

ある。
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D 

B 

Fig. 30 '7ルパ アサクサノリのま 部 細 胞

P. kuniedω， basa! cells. A upper basa! cells， 

B，B'， D micldle ones， C lower ones. A， B， D 

SllJ'face view， BうC!ongitudinal section. A-C， 

B' x290， D x440 

Materials collected on Dec. 13， 1954 at 

Yachihama (A， B)， ]an. 16， 1956 (B'， C) ancl 

]an. 20， 1958 (D) at Ishihama 

A 

B 

パ任回目。 蜘

Fig. 31 マルパアサクサノリの有性生殖探官

P. kuniedω，sexua! reprodllctive organs. A， 
A'， A" cystocarps. B female cells and the 
connectlOn、Nithspermatium， C， C' antherida‘ 

A， A"， C surface vi巴w，A'， B， C' cross section 
A， A' x 290， A" x 680， B， C' x 440， C x 430 

Materials collectecl on ]an. 16， 1956 (A-C， 
C') ancl ] an. 20， 1958 (A") at Ishihama ancl 
]an. 9，1955 at Yachihama (A'). 

Table 8. "ルパ7サグサノリの体の各部に於ける細胞の大きさと体の厚さ

P. IIU削 ed，即， climension of vegetative cells and thickness of thallus in the cli任erentparts. 

part of thall U3 dimension of c('1I (，，) thickness of thalllls 
('1 ) 

micldle part 

日larginalpart 

lower part 

above basa! part 
(withollt rhizoicl) 

upper basa! part 
(with rhizoicl) 

lower basal part 
(with rhizoid)* 

11.5~23 x 8 ~IG 

21 ~ 39 x 14 ~ 25 . 5 

32 ~57.5xI8.5~27.5 

3~ ~69 x I8.5~25.5 

21 ~39 x 14 ~2 1 

35 

28 

45 

65 

The mate，凶 5cm high， round， w川1 umbilicate base， collected on ]an. 16， 

1956 at Ishihama目

* l¥在easllringof cell content 
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体の厚き・細胞の大きさは体の下方で大きく 、体の両縁で小さい (Table8)。精子襲・婆果の部分は体の中

央部 とその厚き・大きさに於いて|陥々同じである。たマ両縁の精子嚢部はいくらか穏い。 また十分に生長し成

熟したものでも生育前期のものは後期のものに比べて体の厚さ 細胞の大きさ共に小である (Table9)。

Table 9 マルパアサクサノ リの生育前期・後期に於ける休の中央部の細胞の大きさ

と休の厚さの比較

P. kuniedai. comparison of dim巴nsionof vegetative cells and thickness of thallus in 

the middle part between two plants in the early and late season of growth. 

…al帥 ofcollection) ¥山山川}
thickness 

of thallus (μ) 

A (Dec. 13. 1954) I 9 ~1 9 . 5 x 6~14 28 

B (Jan. 9. 1955) 1 2.5~20.5 x 8~14 35 

Material A 8cm high. round. with umbilicate base. collected at Yachihama. 

B 7cm high. having the same shape as A anci collected at the same placc. 

生殖穏宮

本植物は有性生殖と無性生殖を行う。有性生殖務官としては精子襲と雌性細胞 (i盆果器)が形成され、 略性

細胞は授精して嚢果 となり果胞子を生ずる。無性生殖総官としてはに1:性胞子襲(単胞子襲)が形成きれ中性胞

子(単胞子)を形成する。 乙の有性・無性生嫡はその時期を異i乙し、有性生殖は冬l乙行われ、無性生殖は秋 と

春~夏lζ行われるのが一般である。しかして秩から冬にかけて無性生殖から有性生殖に移る時及び冬から替に

かけて有性生殖から無性生殖に移る ときに、無性生殖務官と有性生殖告官官が同一個体n:::存す るものが現われ

る。

有性生殖器官

有性生殖器官は1.5~4cm 以上の大きさ (i高き )の体で形成される。 この有性生殖様官は早期l乙出現し た個

体では無性生殖苦言官をJr~成した後n:::形成されるが、後期 l ζ出現した個体では無性生殖穏官を形成する時代なく

直接有性生殖器官を形成する。

乙の初めから有性生殖器官を形成するものに於いては、 先づ休のよ縁辺部が白くぼやけて雄部が現われる。

この雄部が次第に内方lζ、また両縁l乙拡がり 、 それと共に上縁辺部の権部の内方l乙雌部たるべき色の泌い部分

が縦にい くつか突出して くる。次いで体のよ縁辺の給部の精子重量は精子を放出 し、 内方の出北部が縁辺n:::現われ

るようになる。か くて体の上部l乙於いては雌部の聞に綾部が介入し、或は 雌・綾部相並んで縦縞が形成され、

下縁辺は雄部で縁取られてい る。

次lζ無性生殖器官を形成した個体が有性生殖器官を形成する時は、先づ休の下縁辺l乙白くぼやけた雄部を示

し、 体の有性化が進むにつれて上部lζ於いても縦l乙介入する維斑が現われる。

縦績をなすI荘斑は体の基部の方lζ向き 、上縁辺では縁辺IC直角に、両縁では斜めに走り 、 縁辺l乙平行す るこ

とはない。出企部 ・雄部には多かれ少かれ顕微鎖的或は肉眼的小区画の雁部 ー雌部を夫々介在する。維斑が短く

ちぎれ飛白状を呈することも JN々 ある。 一般に十分に成熟したものでは峰斑は長く介入し、 幅が広い、また雌

部・維部i乙夫々小区画の権部・ l雄部を介在するこ とも少い。

精子重量は a/4. b/2~ (4). c/4の分裂犠式を示し、32時に 64I乙分裂する。 表面観では 81ζ分れているも

の多く 、 またその分裂状態は不規則 i乙配列してい ることが多い。襲果は a/l~2. b/l~ (2) ， c/2の分裂様式

を示し、 2，......，4，稀に 81乙分裂する。表面観では未分裂或は 2I乙分れ、 41乙分れていることは稀である。

l峰性細胞はアサクサノ リと同様に婆果部の内方lζ見られる。表面観では栄養細胞と殆で区別出来ず、分裂な

くまた内容も濃くない。断面では内容の両端が僅かに突出し紡錘形をなしている。 乙の突出部と体表Iζ附着し

た精子との間iこ連絡糸が見られる。内容の突出部が体表まで突出するものは普通は見られない。 なお表面観で

( 36 ) 
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()て7C三

。
Fig. 32 中性胞子を形成するマルパアサクサ

ノリの幼芽

P. ku削 edai，plantlets proclucing neutral 

spores. x 20. 
Materials collected on Sept. 15， 1955 at 

Yachihama (upper plantlets) ancl Oct. 6， 

1953 at [shihama (lower ones) 

B 

種田ωoCDmo田駅
A B 

Fig.33 '"ルパアサクサノリの無性体の中性

胞子襲と栄養細胞

P. kunied，山， neutra1 sporgangia (A， A') 

and vegetative cells (B，B') of the asexua1 

plant. A， B surface view， A'，B' cross sec 

tiOI1. x 290. 

Materials collected 011 May 27，1953 (A)， 

May 24， 1955 (A'， B') ancl Aug 26 (B) at 

Yogasaki 

は未分裂であるが、 世話面lζ於いて既lこ2分した波し、色の嚢果でII!主性細胞に見られるような内容の突出部を一

端に或は両端に残すものがある。

禄色して黄味を帯びた体で1止褒果形成部lζ於いて、 果胞子褒の問1乙表面観で栄養細胞と同様な民容を示し、

断面で内容の両端に突出部を もった雌性細胞の混在するものがある。時には惑'果が少し 出毒性細胞の多いもの

もあ る。か〉るものでその胞子の放出状況を見ると、 l略性細胞と思われるものからも胞子が放出されてい る。

そして筆者の一実験ではか〉る部分か ら放出された胞子の大部分が糸状発芽を行ったが、 E在性細胞からの胞子

が糸状発芽をしたか否かは確められなかった。

更に体の色がすっかり 認せてく ると 、襲果形成部でiP，い色の褒果 と民容の貧弱な細胞とが夜在するのが見ら

れる。乙の細胞は断面l乙於いて雌性細胞に見られるような突出部なく栄養細胞と同じ形を示している。 か〉る

部分をと って胞子の放出を調べて見ると、 内容の貧弱な紐胞からも胞子の放出されるのが見られるが、糸状発

芽す るものと 共lζ未発芽の ものが多数存する。

無性生殖器官

無性生殖器官は有性生殖器官と その形成時期を異にし、秋と春~夏lζ形成される乙とは先lζ述べた。 ζの中

性胞子を形成する体は有性体と同紙IC~ I: 形 ・ 円形 ・ 腎臓形或は漏 斗状をなす。{木古腎臓形をなし、上縁辺が

不規則l乙[::1凸し或は巻くのは有性体よりこの無性体Ie多し、。大きさ は 1cm 位から 5~6cm 位が普通である

が、 1mm 位の小さいもの或は 1C~20cm 位の大きいものもある。 1~10mm 位のものでは屡々模形或は扇状

を示す。中性胞子形成体の大きさ及び形成し始め る大きさは時期によって異なり、一般に晩秋・初春i乙大き

く、また初秋-夏iζ小さい中から形成される(後述参照)。

この無性体の中央部l乙於けるる!字 さ は 21~26fL ， 細胞の大きさ は 長径 (8) ~1O~16~ (23)μ， 短径 (6)~8

"，，11.5μ あり、体の厚さ・紐胞の大きさ 共lこ十分成熟せる有性体より小さく 、 若い体のそれと同じである。体

の各部に於ける厚き・細胞の大きさの差はあまり顕著ではないが有性体と同様である。 また基部lと於ける傾臥

も有性体と同様である。

中性胞子嚢は体の上縁辺の細胞がそのま〉何らの分裂 ・変形 もすることなく 、 内容を充実して形成され、 中

( 37 ) 
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に l個の中性胞子(単胞子)を形成する。中性胞子襲の大きさ・形は内方の栄養細胞と同じく、断面にて一層

をなし、厚きも栄養細胞部と同様である。

無性生殖の最も盛んに行われ る 10 月下旬頃及び 5 月~7 月頃には体の縁辺 l乙内方の未熟な部分とはっきり

区別の出来る成熟帯を示す 乙と が多し、。 乙 の成熟帯は大きい個体で明瞭で 2~3mm 或はそれ以上の隔を有す

る。成熟帯を有する個体を採集し、 暫 くしてから海水に浸すと ζの部分の胞子襲は殆ど同時に破れて胞子を放

出するのが見られる。そして未熟な部分が体の縁辺K出て来る。

晩秋 (11 月上・中旬)或は春光 (3 月 ~4 月)の古い個体では中性胞子嚢が 2~4 或は それ以上集団をなし

て配列し、恰も 中性胞子嚢は栄養細胞が分裂すること によって形成されるかの如く 見え る乙とがある。

有性生殖器官と無性生殖器官の混在

秋から冬にかけて (11月)及び冬から春にかけて(3 月 中旬~4 月上旬) 、 生殖器官が有性化或は中性化す

る時iζ、有性生殖器官と無性生殖器官/Ji同一個体lζ有するのが見られる。時I乙冬期聞に於いてもか〉るものが

ある。このような個体lζ炊のようなものがあ る。

1) "1二l性胞子嚢形成の体l乙分裂の不十分な精子繋が痕跡的l乙介在する もの -12(ι) 雄斑は認められない。

@ 

B 

D 

C 

Fig. 34 ""ルパアサグサノリの mα 休に於ける中性胞子畿
と精子裂の混在

P. k叫 削edω ，mixing of neutral sporangia with antheri-
dia in na plant. A，C part of neutral sporangia only， B，D， 
D'， part of antheridia mixed with neutral sporangia， C，D，D' 
showing grouping neutral sporangia. x 290 

Materials collected on Mar. 5， 1954 at Ishihama (A，B) 
and Mar. 19， 1954 at Shiogama (C，D，D') 

( 38 ) 

生殖器官が有性化し始め る時と仁|コ性化

の終りに見られる。

2) 中性胞子繋だけ を形成している

部分とに1-1性胞子襲・精子童話の似在して

いる部分とを有する もの -1211. 精子

畿の多少によって体の縁辺にかすかに

白くぼやけた部分を肉限で認める ζ と

が出来るものと然らぎるものがある。

3) 中性胞子事正:と薮果とが混在する

部分と精子製・中性胞子護軍E果の混在

する部分の存する もの -na.c(=can).

中性胞子褒と婆果が同じ{立にある場合

B 

信@岳事態
Fig.35 ""ルパアサクザノリの 叩aC休の

重量果部に於ける 精子霊長ー中性胞子裂の混在

P. ku叩iedai，antherie.ia and neutral 
凶porangia(light coloure::l in B，B') rnix-
ing in cystocarpic part. x 290. 

Materials collected on ]an. 9， 1955 
(A) and Dec. 13， 1954 (B，B') at Yachi-
harna. 



養殖アマノリの種類とその生活史

nac，前者が多く 後者が少い場合 -na(c)及び前者が少く 後者が多い場合 -ca(刀) とがある。 縁辺の権部

は肉眼で認められるが、その輪廓は不明瞭である。また雄斑が縦に入り乙むことも少い。

中性胞子襲とiiif果とが混在している場合K中性胞子裂が表面観及び断面で分裂していないのは勿論である

が、表面観で襲果と比べて明るい色を呈している。また (2)，(3) の na，nacの場合には中性胞子嚢が小さ

く、 2~4 集団をなしていることが多い (Fig 34， 35) 0 (1)， (2) の円(a)，naの場合には時iζ表面観或は

断面i乙於いて精子嚢と中性胞子重量が折半している乙とがある。

なお生殖器官の有性化lζ際しては上記の l1acの状態から精子襲と重量果だけをもった有性体 ca になり、

施斑もはっきりしてくるが、有性化した初めは雄斑は一般に細く短く 飛白状を呈することが多い。また縫部i乙

嚢果を、由主部lζ精子襲を不規NIj!ζ混在す る (Fig・35，Pl. XVIII， E， F) 0 lH車部に嚢果だけを、雄部l乙精子嚢

だけを形成するようになるのは有性化が十分にす〉んでからである。

A 

B 。ハ
U

川。
Fig. 36 "7ルパアサクサノリの幼芽

P. kunied即， buds 011 bamboo stake in the 

sea. A x 290， B x 70. Materials collect巴d011 Aug 

13， 1953 at Shiogama. 
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幼芽

本組物の幼芽lよ他のア マノリがな くなった

後も長く存するので、 天然i乙於いても他種 と

混同することなく 、容易に観察する乙とが出

来る。

幼芽は初め l列l乙並んだ細胞か らなる。こ

の細胞が (3)~4~6~ (10) {固になると縦の細

胞分裂が行われて 2列になる。縦の細胞分裂

は基部紙胞では行われない。 1~2 列細胞から

なる幼芽は根崎状 ・長卵形乃至楕円形をなし、

その長11隠は(1.5)~2~3~ (3.5) ある。 l列

細胞の幼芽の高さは 細胞の多いものが大であ

るが、幅の泊加は顕著でない。

更に横・縦の細胞分裂が続いて 生長し、基

部細胞の外f[.下部細胞からも仮根が出される

ようになるが、 高さ とl悔の生長は殆ど同じで、

幼芽は卵形或は檎円形を示すようになり 、 l

mm位の大きさでは多くは卵形或は円形とな

る。基部の形も初め模形のものが次第Iζ円く

なってくる。

肉眼的大きさになって以後は、 基部の形は

円形 ・心臓形或は隣形となるが、 体形は生殖

務官(有性的或は無性的) が形成されるまで

は上記の卵形 ・円形時l乙楕円形の形が略々維

持される。胞子或は精子が放出されるように

なると、 高さよ り幅の生長が大きくなり 、 既

述したように腎臓形或は漏斗状のものが現わ

れてくる。
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Table 10. マルパアサクサノリ の1列及び2列車田胞の幼芽の大きさ

P. kunied即 ， dimension of uniseriate and diseriate buds. 

diseriat巴 bud
(height x breadth inμ) 

uniseriate bud 
(height x breadth inμ) number of cell 

23 ~38.5 x 11 . 5~17.5 
23 ~45.5x 9 ~19 
27.5~49 xI2.5~19 

14 ~3 1. 5 x 9 ~12 
21 ~35 x 9 ~14 
18.5~42 x7.5~15 
23 ~49 x 8 ~16 
23 ~45 . 5 x 9 ~ 17 .5 
42 ~56 x 14 ~19 
52.5~63 x16 ~19 

59.5xI7.5 

噌
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Materials having been obtail1ed from the sea as well as from the cultures of 
neutral spores and mo口osporesof Conchocelis-thallus. 

胞子の培養

中性胞子の培養

無性体よ り放出し た中 性胞子は初め不定形でアメーパ運動をなす。 後 1[. 円くなって 11.5"，，15~(17.5)μ の

直径を示す。 内容は充実し中央に 1個の塊状乃至星状の色素体を有す。 基質』ζ附着す ると先づ伸長して直立

し、続いて横の細胞分裂を行い 1列の細胞からなる発芽体とな る。 乙の分裂が 2.3回行われると今度は縦の

白
日
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u
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Fig.38 "7ルパアサクサノリの中性

胞子発芽体の基部

P. kunied仰 ，base of the germling 

of neutral spore (after two weeks in 

the culture of May 24， 1955). x 290. 

0
0
0
 

戸

i
し

A

Fig. 39 "7ルパアサクサノリの未熟

な中性胞子の異状発芽

P. kU1包iedai，abnormal germlings 

of immature neutral spores (cultu司

red from May 24， 1955). A after 

three days， B one week. x 290. 

Fig. 37 "7ルパアサクサノリ の中性胞子とその発芽体

P. kunied仰， neuhal spores and their germlings (cultured 
from May 24，1955). A sproes， B-J germlings B afterone 
day， C two days， D three days， E fOl1r days F five days， G 
one week， H eight days， 1 ten days， J two weeks. x 290 

( 40 ) 
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細胞分裂も行われて天然lζ見られる本植物の幼芽と 全く 同様な発芽体となる。

乙の発芽 ・生長の経過lζついて、 1955年 5月 24日に代ケ崎で採集した無性体を用いて中性胞子を培養した

結果をのべる。培養lζ際しては 11 及び 251 容のガラス容器を用いた。培養水は アサクサノリと同じで、 3~5

日毎lζ換水し、扱t半を行った。基質にはスライドグラス・カキ殻 ・アミラン糸 ・コ イノレヤーン糸を使った。

1日後 大部分未発芽，一部 1~2 個細胞の発芽体となる。

2 日後 殆どすべて発芽，大部分が 2 個細胞となり 、 一部は 3~4 個細胞体とな る 。

3日後 3~4 個の細胞体，一部は 5~6 個細胞体になる 3 個 ・ 5 個細胞体で各 1 個体、 縦の細胞分裂を

行っているものを認む。

4日後 大部分が 4~6 個細胞体になり 、 3~6 個細胞体で縦の細胞分裂を行っているもの多数存す。

5 日後 4~6 個細胞体で基部細胞を除くすべての細胞で縦の分裂を行い細胞が 2 列 IC並べる もの多数あり，

5~6 個細胞体稀lζ7~8 個細胞体で未だ縦の細胞分裂を行っていないものもある。

6日後 第 2の縦の細胞分裂を行うものも現われる，横の分裂はす〉んでいない。

7日後 第 2の縦の分裂は更にす bみ、4列の細胞からなるものも生ず，横の細胞分裂も再び行われるよう

になる，発芽体の大きさ は高さ 63，.，.，幅 28，.まである。

10日後 縦・横の細胞分裂す〉み、 4~5 列細胞からなるもの多く 、 6~7 列細胞のものも存す，大きさは

高さ 91μ，幅 42μまでである。

14日後 8~10 列細胞体になる，大きさは高さ 105~1l5μ ，幅 56~70μ K生長す，基部以外の下部の細胞

からも(仮根を出すようになる。

18日後 発芽体の大きさは高さ 105~175μ，幅 94μ までになるが、 生長は順調で、なく、体形の不規則にな

るものが多くなる。

以上のように基質に附着した胞子は先づそのま h伸長して直立し、横の細胞分裂を行い、 乙の上方の細胞が

更に 2.3回同様な分裂を行って細胞が 1列に並んだ発芽体となる。 乙の聞の分裂の速度は 1日IC 1~2 細

胞の増加を示した。 次いで、 ζ の発芽体の細胞が 4~6(3~8) 伺になると縦の細胞分裂が行われ、 細胞が 2 列

K並ぶようになる。 ζの縦の分裂も横の分裂と同様に基部の細胞では行われない。 基部細胞を除いた他の 1或

は 2以上の細胞で光づ縦分裂が行われ、漸時

各細胞に及ぶ。どの細胞から先に分裂するか

は決っていない。 l回目の縦の分裂が行われ

ている間は横の分裂はあまり行われない。 以

後縦 ・械の細胞分裂が更にす〉んで生長し、

基部以外の細胞からも仮根を出すようにな

る。生長す るにつれて細胞分裂は体の上部で

盛になる傾向を示してくる。発芽体のJT:::は l

~2 列細胞からなる時は視榛状或は楕円形を

なし、その長/幅は (1.6)~2~3~ (3.4) で、

8~10 列細胞の時は卵形・楕円形でその 長/

幅は 1 .4~2 であった。

発芽体の細胞は l列細胞からなる時は基部

細胞を除いて一般に高さより l溜の大き い矩形

をなすが、縦の細胞分裂が行われると共に狭

くなってくる。 4列細胞時頃までは比較的lζ

大きく 、その配列 も規則的であるが、 以後次

第に細胞は小さく 、配列 も不規則になる。 な

お 6列細胞体に於ける細胞の大きさは長径 8

、
E 

U 
C 

A ¥ / B 

Fig. 40 "<ルパアサクサノリの中性胞子の発芽体と中性

胞子の再形成

P. k叫削eda.i，germlings of neutral spores in the 

calm culture of May 24， 1955， sllOwing their elongated 

shape and r巴procJucingof n巴utralspores. A-C after 

three weeks， D;E one month. A-D x 70. E x 290. 

( 41 ) 
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~14μ，短径 4.5~9μ であった。

仮根は最初K発芽体の基昔日細胞から出され、長く糸状に伸ぴたり或は平たい盤状をなす。 スライド を基質と

した時は特に長く伸長すること多く発芽体の 2倍以上になる 乙と も珍らしくない。 僅かに分校する乙 ともあ

る。小盤状をなすと きは先端がいくつかに小さく分れ、 ζれが寒天質様分質で包まれているのが見られる。仮

根は無色で隔壁な く 2.5~5μ 太い。 発芽体が 8~10 列細胞位になると 、 基部の上の細胞からも内生的K仮根

が出される。

なお上述の培養K於いて 11容揺に換水も行わず静寵しておいたも のがあった。 ζれを 21日後に調べfこ所、

上記の発芽体よりも大きく 、 高き 300~480μ ， 幅 120~175μ になってい る のを認めた。 その形は一般に長め

でその長/幅は (1.5)~1.8~2.8~ (3.3) あり、 や〉禄色し、 細胞の内容は貧弱であった。 ζれを換水・挽持し

て培養した所、 色 もよ くな り、 30 日後には 400~900μ の 高さ に生長した。 そして乙の発芽体の中に先端部

lζ中性胞子を形成し放出しているものも見られた。

以上の実験の外に同日に上縁辺の細胞が未熟で胞子を放出した直後と思われる無性体を用いて胞子の放出を

Fig.41 <"ルパアサクサノリのコンコセ リス体

P. k削 uedai，Co叩choιelis-thallus. A-C vegetative portion， 

D-I monosporangial branch. F，H showing a pore of monso-

pore liberation. x 290. 

Materials obtained from the carpospore culture of Jan. 7， 

1954 (A-E) and the culture of Feb. 15， 1955 (F-I). A-C May 

17 and 28， 1954， D-I Sept. 7， 1955. 

( 42 ) 

試みた。内容の未だ充実していない未

熟な細胞 (胞子婆)から少数の胞子が

放出されたが、ζれらの胞子は異常な

発芽をする もの多く 、厚い膜を被って

不規則な形をなし、分裂もす hまず、

また体の両端から仮綬を出すもの も見

られた (Fig39)。

果胞子の培養とコンコセリス体

果胞子はアサクサノリその他のアマ

ノリと同様に発芽管を出して発芽し糸

状体tζなる。貝殻を基質とするときは

その内層に侵入して所調コンコセ リス

体になる。乙の発芽体の貝殻への侵入

・生長の方法 はアサクサノリと同じ

で、放射状K生長した斑を形成する。

校は対生或は輪生して複羽状の分校

を示す。校を出す部分は一般に膨大す

る 。 細い所で 2~5μ 太く 、 膨大部で

6~10μ ある。単胞子嚢枝は分校せず

或は分校し、 20或はそれ以上の単胞

子獲が 1 列fc並~。 太さ は (9) ~10

~13~(14)μ あり 、 胞子嚢の長さは太

さと目指々 等しく 、中央K 1個の塊状或

は星状の色素体を有する。放出した単

胞子は (8)~9~1l .5，，"， (14)μ の直径

を有する。ζれ等の形態的特徴はアサ

クサノ リと殆ど区別出来ない。 たマコ

ンコセリス体の斑はアサクサノリ より

小さく いくらか赤味を待びているよ う

である。
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コンコセリス体の生長・成熟の経過の概|略を 1954年 1月 7EI果胞子付して行った培養実験によって述べ

ると次の通りである。

コンコセ リス体は 3 月初Jめに艮限的4 斑として認められた。 5 月 11 旬には斑の直径 3~5mm となり 、胞子

襲枝が形成され始め、下旬には 10イ聞紙胞(胞子宮盛)からなる胞子薮校が多数形成された。 そして 6月上旬に

多数の胞子が放出されるのが認められた。 以後 7月 ・8月は体の生長 ・胞子嚢の形成は認められたが、胞子

の放出はなく、 9月下旬f(.再び放山し始めた。

ζの胞子襲の形成-胞子の放出の経過について、 本種と一諸に同様な方法でアサクサノリ (1月 6日果胞子

付)， スサピノ リ (3月 10日果胞子付)， マルパアマノリ (1月 81ミ!果胞子付)及びウップルイノ リ (1月 8

日果胞子付)のコンコセリス体の培養を行ったのであるが、 乙れ等の胞子襲形成の時期はすべて本題よりおく

れ、筆者が 1953年に報告したも のと略々同じく 、マルパア マノリ ，ウップノレイノリでは 6月咋旬から、アサ

クサノ リ，スサピノ リでは 7月上旬から胞子裂が形成され、 胞子の放庄はすべて 9月になるまで認められな

かった。このように本植物のコンコセリス体は胞子襲形成・胞子放出の時期f(.於いて他と異なる点、がある。

マルパアサクサノリのコンコセリス休の単胞子と来状体の中性胞子の 1列細

胞時に於ける発芽体の大きさの比較

P. k叫叫iedai，dimension of uniseriate germlings of monospores of Conchocelis-thallus 
and of neutral spores of leafy thallus 

Table 11. 

gerl111ing of neutral spore 
(height x breadth in μ) 

-
A
O
a
n
O
A噌
に
d

17.5~3 1. 5xl0 ~12 
24.5~35 xl0.5~14 

30 ~42 x lO .5~15 
30 ~49 x 12 ~16 
35 ~45.5xI4~17.5 

g巴γl111ingof monospore 
(height x breadth illμ) 

14 ~16 x9 ~10.5 
18.5~23 x9 ~10.5 
18 .5~24.5 x 7 .5~10 .5 
23 へ 25. 5 x b ~ 11. 5 

23 x 9 

nUl11ber of cell 

。問。
D 

Fig. 42 "?ルバアサクサノリのコンコセリ
ス体の単胞子とその発芽体

P. Inmied仰， monospores of Conchocelis-
thallus ancl their gerrnlings (cultured frol11 
Oct. 2-11， 1954). A monospores， B Oct. 4， 
C Oct. 11， D Oct. 18， E Oct. 31， F Oct. 32. 

放出したJr胞子は佐の胞子と恒桜K絞めアメーノ状をなし、伝円くなる。基震にIlt:着してヰ組胞子と同じく

天然K見られる斗経較￠幼芽と尻じ JI~をしたアマノ リ ￠幼芽と して究芽する。発芽 ・生E: O.:'紅返は司 位胞子の

場合と同様であるが、1JC*tI胞からなる幼芽の大きさはド|性胞子のそれより小さいようである (Table11)。ζ

れは尊胞子が片性胞子より小きいためと思われる。

1 954 年 1 月 7 日果胞子付し て 1~ たコンコセリユ体

の単胞子の発芽体を Fig.42!乙示した。乙の培養は仁卜性

胞子の場合と同様な方法で行ったが、単胞子付は 10月

2 日 ~11 日と続けて行った。 ζ の閥 、 胞子の放出は 7

日頃から多くなった。胞子の発芽は初~あまりよくなか

ったが， 11日頃より順調になった。生長は件 性胞子の

場合より緩慢であった。

生態の観察

~~~ 

。骨骨B 

@
⑧
 

命
的

A
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本植物は海苔筏，竹・木等の杭或は岩・石Iζ着生す

る。時p:フノ リ・ヒ メテングサ上に着生しているものも

見られる。海苔筏lζ着生する時は他のアマノリと混生す

るのが普通であるが、殆ど本経だけが着生することもあ

る。冬から動夏lζかげでよく繁茂する生育期間の長いも

のである。

乙の生育及び生殖器官形成の状態を主として塩釜湾・

石浜-代ケ崎・谷土佐原iζ於いて箆祭した。各地点K於け

る調査の概要は7'J..の通りである。
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糧釜湾

1952 年 9 月~'56 年 8 月 iζ調査した。調査地点は湾内の一匹島地先が主であるが、湾全体について調査

し、ノリ~・ 5定の支柱竹・カキ筏の杭等lζ着生したものを調査した。

乙の間 1952年 9月~翌年 8月は北海道の有珠湾から移植した鎮のもの及びζの中性胞子に由来したと思

われるものについて観察した。

1953年 9月~翌年 8月は 9月 25日κ一匹島地先に建込んだ渓l乙附着したもの，谷地浜(後述)から移

殖したもの及びこれらの鋲に 3月 27日重ね侠して得たもの等について観察した。

1954年 9月~翌年 8月は連続的な詳しい調査は行わず，これまでの調査結果との比較を断片的K行い、春

から夏にかけての消長i乙特に注意を払った。

1955年 9月~翌年 8月はコンコセリス体の単胞子を実験室で海苔鋲に附着させて、これを 9月 6日11::

都島地先!L、 9月 20日Iζ一匹島地先に移植して得たもの及びζれらに 10月 13日， 31日， 11月 25日に

重ね侠して得たも のについて追試的な依祭を行った。

塩釜湾l乙は 1951年には本植物は殆ど見られず、アサクサノリの項で述べた一匹島地先の渓建試験に於いて

見られたようにアサクサノリだけが着生した。 ζれが 1952年 9月に有珠湾から多数の本植物の着生したノリ

筏が移殖されて多く見られるようになった。塩釜湾でDli.察した篠iζは本植物と共lζ アサクサノリも着生した。

然し有珠湾から移殖したもの及び重ね侠によって得たものは殆ど本植物だけが附着し、また春から夏にかけて

は本植物だけが害した。

石浜

1952年 11月から '54年 7月まで調査を行った。舟付場の桟橋のコンクリート柱iζ着生したものを主とし

て鉱察し、附近の岩・杭に着生したものを参考にした。 ζの石浜及び近くの桂島附近iζは 1951年にも本植物

の着生しているのが見られた。

コンクリート柱iζ着生したアマノリは本植物が大部分で、乙れに附着層を少し異にしてクロノリ(?)が少し

混り 、稀I乙アサクサノ リ，イ チマツノ リが見られた。

代ケ崎

1952年 11月から '54年 9月まで捌査を行った。以後も断片的ではあるが、春から秋にかけての消長lζ関

して '55年 9月まで自主察した。 堤防の石及びフノリ上l乙着生したもの及び堤防工事のためにかけてあった橋

の鉄柱i乙着生したものによって鉱察した。

1951年にも 本植物の着生は見られたが、ζ).!L冬期着生するア 7 ノリは種類が多く 、ウップルイノリ， 7;レ

パアマノリ，スサピノリ及び着生場所を異にしたが僅かのアサクサノリも本植物と共tζ存した。 春になると本

植物とスサピノリだけになり、スサピノリは主に他の海務上lζ着生した。 夏期Iとは本植物だりが残った。

谷地浜

1953年 9月から '55年 11月lとかけて、銃・支柱竹及ぴ岩lζ着生したものをfJfJべた。乙 ).1ζは 1952年に

有珠湾からもってきた本植物の着生した僚が業者によって移泊され、 1953年， '54年， '55年夏t乙本積物を

越夏させようと多数の5誌の支松竹が残された。

乙の間 1953年には 9月 6日"，， 9日に暖込んだ鋲，乙れに 10月 10日及び 27自に重ねた鋲に着生した

ものを篠察した。 9月 6日"，， 9日の銃Iζは多数の本楠物が着生し、少数のウップJレイノリが混生した。 10月

10日，27日の重ね筏には本植物だけが着生した。

1954年11::は 8月 31日 9月 9EI， 24日lと暖込んだ侠のものを観察した。何れの侠にも本植物とウップ

ルイノリが着生し、稀l乙マルパアマノリの混生が見られたが、 早く 狼込んだ鋲程ウ y プJレイノリが多く 、後の

ものに本植物が多くなった。しかし後には本槌物の幼芽がどの銃!Lも 多数着生した。

1955年lとは 8月末日 ， 9 月上旬，中旬， 10 月上旬!L~長込んだ銃の ものを悠察した。 8 月末日， 9月上

( 44 ) 



設殖アマノリの種類とその生活史

Table 12. "'7ルパアサクサノリの生長と生磁器官を形成し始める大きさ

P. kun'ied即 ， growth and initial size to form l:eproductive organs 

Ishihama (011 piJ巴) Yachihama 

date 

。fobserv. 

1953 
Oct. 6 

20 

height 

一一
¥

initial 
height to 
fonn 

1'eprod. 
org 

お22I I I 
ct. 5 ド~3ml111 I 

日c;:l常
1(?ゴ21)1Mmmll宮

l I 2~3 11含

~6 11 

Nov. 5 m

5

一

C

E

一:
 

~

~

一

E
J

'
a

-

n
u

一

m

一

c

一

戸、u

-

t
l

，h
u

一

~

~

一

5

3

一

ハU

一

au

一!
 

2~3 

Dec. 12 

1954 
Jan. 19 

Mar. 5 

ー

i

l

戸

δ。L

4~6 

4~6 

01' mo1'e 

1: 1 ニ 13~4cmlm児ro.siZejNov. 2 

| 1，~~2 11 D民

12.5~3 11詑11:

l 11 Feb. 1: 

ぷ寸コーr.19 

1May1: 

511 June 1: 

11 

2: 11片151;:;| |10!

ll叶o5~lcml " 1 

| :l : i | (;) 1 

jl;l;| 

2.5~3 _15 
--u
O
LH門

凶

ω
H
-
dN
ロ
H
U凹

3 

3~4 

3 

15~2 
-匂
O
H門

凶

ω
H
【
司
ロ

uhum吋1~2 

1~2 

~3 

旬<n定I乙はウップルイノリが多く 、乙れK:<f植物とアサ クサノ リが混生し、 9月刊二句じ[.&nζはウ y プJレイノリ

とアサクサノリが多く 、ζれK木植物が混って着生した。 10月上旬¢銃には ウyプJレイノ リは少く 、アサ クサ

ノリと本植物が混って着生した。アサクサノリは 1953年 '54年ILは着生しなかったのであるが、 '54年に

アサクサノ リ¢筏が乙〉に多数移殖 ・養殖され、ζれがために '55&:f-Kはアサクサノ リが着生したも のと恩わ

れる。なおこの持者、場は 1952年¢冬、有珠湾からσ僚を移殖したと きから使用されるようになった。

以上の各地lζ於ける誠査絞果を以下tζのべる。

秋 ・冬期の出現と生長

( 45 ) 
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冬から春にかけて繁茂した本植物は更iζ夏・秋と引続いて存する ζとがあるが、之が存しないと きは 9月下

旬~10 月上旬!c 1~2 mm或は 5，.....，10mm位の大きさとして初めて出現する。以後引続いて勿芽は出現し、

11月上 ・中旬までは多数の顕微鏡的或は肉眼的初芽を見る ζとが出来る。 12月以降 2月乃至 3月までは肉

眼的忽l芽は存するが、発芽初期の顕微鋭的初芽は一般Iζは殆ど見られない。

9 月下旬~10 月上旬に上記のような肉眼的大きさとして出現したものは 12 月上・中旬には十分な大きさに

生長する。

石浜 (1953)及び谷地浜 (1953)に於ける その生長経過を Table12 Iζ示す。 ζの表では体高を示し、体幅・

体形の変化は示していないが、 おそくなる程l隔の生長のす〉んだ漏斗状のものが出てく る。 石浜と谷地浜を比

べて見ると、石浜では体高が 4~6cm 位lζ しかならなかったのに、谷地浜では 10cm 以上になっている。し

かし体形は石浜でもす〉んた'JT~をとっている。また石浜では 1953 年は上記の通りであるが、 1952年には 12

月下旬に 5~lOcm 位まで大きくなっている。 乙のような大きさの差は場所・年による水質の変化，附着水位

の差異及び基質の差異等と関係があるようである。 なお湾内の静かな所と湾口・湾外の比較的浪のある所と比

較すると、前者でより大きく生長する。

12月までの生長過程l乙於いて 10月下旬頃は体高の生長があまり目立たない。 ζれは中性胞子の盛んな形成

・放出のためと思われる。以後有性生殖著書官形成期lζ移るとその生長が目立ってくる。

10 月上旬ILg棄を張込み、 1 0 月下旬lζ1~2mm の肉眼的初芽となって現われる も のは 1 月上 ・ 中旬K十分

な大きさ・形を示すようκなる (Table12， Fig. 43，谷地浜 10月 10日銭参照)。この時期i乙出現したもの

は中性胞子の形成期なく、早期出現のもののように途中で生長の停滞するのは見られない。

以上の 9 月上旬~ 10月上旬に胞子が附着し、 9 月下旬~10 月下旬iζ肉眼的大きさ iζなって現われる もの

の初期の生長過程を、 1953~'55 年に谷地浜iζ張込んだ銭、 1955年Iζ塩釜湾の都島 ・一匹島で養殖したもの

によって見ると、 順調な生長を示すものは僚の張込後(胞子の附着後)大体 20 日で 1~2mm ， 30日で 0.5

~lcm， 40~45 日後には 3~5cm 位の高きになる。

ζれより後K出現するものの生長はずっと緩t立になる。谷土佐釈の 10月 27日の鋲 (Table12， Fig・43)で

はE棄を高水位l乙張って生長を抑制したためもあるが、 1 月中旬(約 2 ヶ月半後)にやっと 0.5~lcm ， 3月初

(約 4ヶ月後)Iζ3~4cm の大きさになったにすぎなかった。 1955 年 10 月 31 日の一匹島地先の重ね鎮で

はζれよりや〉早く 1月下旬(約 3ヶ月後)!c 3~4cm ， 3 月中旬t乙 6~7cm になっている。また同地の 11

月 25 日 の重ね鎮ではその着生は僅かであったが、 1 月下旬(約 2 ヶ月後)に 0.2~ l cm IL生長したにすぎな

かった。何れも上記の早期出現のものκ比べ，ずっと緩慢な生長皮を示している。なお谷地浜の鎮の支位竹，

石浜のコンクリート柱l乙於いて 1~5mm 或はそれより大 き い勾芽が上水位Iζ12 月"，， 2 ・ 3 月に附着している

のが見られたが、乙の聞に於げるこれ らの幼芽の生長も短めて緩慢であった。

早期の 9月下旬"，，10月上旬、中期の 10月下旬頃iこ肉眼的大きさとして出現するものも 1月 ・2月以降の

生長は緩慢で、体形も次第に不規則ILとより、 2月 ・3月以降は古い大きなものは少しづっ流失して行 く。

また 2月・ 3月にはすべてのもので体色の槌せるのが見られる。乙の槌色は栄養塩の比較的Iζ多い塩釜湾 ・

代ケ崎ではあまり甚しくないが、石浜・谷地浜では顕著で、甚しい時Kは透き通った淡黄緑色を呈する。古い

個体よりも若い個体で早く禄色する傾向がある。

なお夏から秋へと引続き植物体が残るときは、その植物体は 9月下旬頃から生長が目立ってくる。 10月下

旬頃には初秋出現したも のに比べて不規則仕形を示し、色も濃いが、大きさ(高さ)は略々同じ位である。以

後は次第に区別しにくくなる。

春・夏期の出現と繁茂

上記した初老kから晩秋乃至初冬IL出現した植物体の中、その初期・中期に出現して冬期聞によく繁茂したも

のは 4月になると極めて少く 、後期に出現して十分生長しなかったものが生長し繁茂する。 ζれも 5月にな

ると大分少くなり、 6月には殆どなくなる。一方 3月乃至 4月以降新しく顕微鋭的初芽が認められ始め、乙

れらが生長し て 5 月 ・ 6 月には 3~5cm 位の大きさとしてよく繁茂する。 7 月になると ζ れも次第に衰微し

( 46 ) 
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マルパアサクサノリの消長と生殖器官の季節的変佑

P. kunied.仰， period of growth and seasonal change of reproductive organs 

担 asexualplant with neutral sporangia only，叫ac(=ιan) : plant with neutral sporangia， antheridia and cystocarps， 

冗(a): plant with neutral sporangia and few antheridia， ca(η) : plant with antheridia， cystocarps and few neutral sporangia， 

叫a(=aη): plant with neutral sporangia and antheridia， ca : sexual plant with antheridia and cystocarps 

百a(ι):plant with neutral sporaniga， antheridia and few cystocarps， 

Fig. 43 

} showing a rare occurence. )， ( bracket ( 
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始め、その大きさ ・量は 5月 ・6月程の繁茂を示さない。顕微鏡的或は肉眼的幼茅は引続き存するが、その量

は減ってくる。

冬期から 4月・ 5月まで引続いて繁茂するものは一般に高水位lζ多いが、5月 ・6月以降l乙繁茂するものは

低水位にも広く分布する。しかして低水位に於いてはよく生畏 ・繁茂するが、流失は早い。

ζのような春から夏にかけての出現 ・繁茂の状態は、幼芽・生殖器官の種類の観察或は篠 ・竹等の新しい基

質を与える ζ とによって、また楠物体の大きさ・形 ・色及び着生層の変化p::よっても知ることが出来る。

各地点の調査結果を次にのべる。

先づ谷地浜に於いて 1954年IC、冬から春 ・夏とノ リ僚の支柱竹及び岩石IC着生した本植物の繁茂の状態に

ついてのぺる (Fig.43， 44，)。支住竹には冬期間、 潮位 60~110cm {:立の所に着生していた。そして前記した

ように上水位には小さい植物体が多かった。これが 4月 19日には初秋或は中期l乙出現した古い大きい形の崩

れたも のは殆どなくなり 、晩秋K出現して未だ十分生長していなかったものが生長・繁茂していた。 ζれと共

，r_冬期には殆ど認められなかった顕微鏡的羽芽も認められ始めた。 5月 18日lとは 4月によく繁茂したもの

もなお少し残っていたが、 2 月 ・ 3 月に 1~10mm {:立であった幼芽が生長してよく繁茂し、下水位の古い縞物

体及び他藻の流失したあと(潮位 40~80cm 位) ，乙新しく 1~10mm 位の幼芽が沢山着生しているのが見られ

た。 6月 16日には ζの初芽が同所に生長・繁茂し、 その上部の潮位 70"，SOcmを中心lζした所にまた多くの

幼芽が見られた。晩秋乃至初冬，r_出現し 4月・ 5月lζ繁茂した植物体は 全く認められなかった。 7月 15日

には潮位 70~SOcm {:立の所の幼茅があまり大きくはならなかったが、 繁茂した。また潮位 30~llOcm 位の広

い範囲Iζ勿芽がまばらに認められた。

。nb:'>Inbo0 on roc民
tide 
level Xil......tll V 、1 、11 U V VI VII 

80ト |

Pコstonethrown 

'"λpril-.¥!:Ij 

Fig.44 マルパアサクサノリの着生帯の季節

的変イじ

P. kuniedai， seasonal change of vertical 

distribution at Yachihama in 1954 

一一 heavysettlement， ---light sett1e-

ment， ~- heavy settlement of buds 

同地の岩のものについて見ると 、 冬期l乙潮位 60~1 00

cm位の所に着生していたものが、 5月 8日には極め

て少くなり 、 潮位 30~50cm 位の冬に着生していなか

った低水位の岩・石IC多数着生した。 6月 3 日も略々

同様な繁茂を示したが、 4 月 ~5 月に同所で舟附場工

事のために投入された潮位。~20cm {:立の所の石K 2~ 

3mm {:立の幼茅が着生した。 7月 15日には ζれが 2"，

3cm位の大きさで繁茂した。 6月 3日tζ 繁茂したも

のは殆ど流失していた。なお 7月 15自に繁茂してい

たものも 8月 12日にはすべて流失していた。

代ケ崎の堤防l乙於ける同年 4月以降の消長は谷地浜

の岩・石と殆ど同じであった。即ち 5月初には秋期出

現した古いものは殆どなくなり 、 春先出現のものが 5

月・ 6月とよく繁茂し、 8月中旬ICはすっかりなくな

った。なお冬期の附着層は湖位 60"，lQOcm位であった

が、 5 月以降は O~SOcm 位の所lと広く分布した。

石浜のコンク リート柱では谷地浜より新芽の出現・昼長はや b劣り 、消失も早かったが、 その変化は略々同

じで、 初秋出現のものは 4月以降少く、 5月初めには殆どなくなり、 4月・ 5月は晩秋乃至初冬出現のもの

がよく繁茂した。一方 4月初めから幼芽が新しく出現し、ζれが 6月初めには 1cm位になった。しかし以

後は十分な大きさに達する乙となく 7 月 lとはすべてなくなった。着生層は冬期は 60~SQcm {:立の所で、 4月

以降は上 ・下共にその範囲を拡げ 40"，1QQcmとなった。

塩釜湾t乙於けるノリ筏・支柱竹 ・杭の 4月以降の繁茂・幼芽の出現はあまり顕著でなく 、 6月・ 7月まで

はその着生は見られたが、 8月中旬には稀lζ存しただけであった。

次i乙前年の 1953年の春 ・夏の状態について、谷地浜は調査しなかったが、 代ケ崎では 1954年と殆ど同じ

であった。石浜のコンク リート柱では 1954年の着生より少し劣ったが，殆ど同じ変化を示した。 ζれに対し
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塩釜湾では 1954年lζ比べて顕著な繁茂を示し、衰微する時期もおくれた。

1955年の春 v 夏には、 谷地浜では冬期は}可年程ではなかったが、 ノリ僚にまた支柱竹1ζ多数の着生が見ら

れた。 しかして春 v 夏の繁茂 ・幼茅の出現は前年のよう lζは顕著で、な く、支柱竹でまばらに秋芽 ・春芽の交替

が僅かに認められたにすぎず、乙れち 7 月 l乙は極力て少なかった。なお岩・石には 5 月~7 月にもその着生

は殆ど認められなかった。 代ケ崎でも 5月・ 6月の着生は極めて少く、 7月には見付出す ζ とが出来なかっ

た。淘釜湾でも同様に 1954年より更に少し衰微も早かった。

本植物の春から夏にかけての消長は前記したil!lりであるが、 その繁茂の多寡は以上のように場所或は基質に

よって差が見られ、また 1953，'54年によく繁茂し、 '55年l乙貧弱であったように年による差も見られる。

消失と越夏

春から夏にかけて繁茂する値物体は 7月iとは大体衰微し始め、 8月にはなくなるが、僅か乍らも 8月・ 9

月と引続いて残り、次の出現期まで存することがある。

調査年度別i乙各地点の消失或は越夏の状態を次にのべる。

1953 年は石浜では 7 月 13 日 i乙 1~3mm のも のが極少数手しただけであるが、 8月 13日n::はコンクリ

ート柱には 全く見る乙とが出来ず、近くの杭で少数存しただげであった。 9月 9自には何処にも見当 らなか

った。代ケ崎では 7月 11日にもなお多く繁茂していたが、 28日n::は大分少くなり、 8月 12日n::は岩に着

生していたものはすべて流失した。しかし橋の欽校には 4~5cm 位のものと共n::顕微鏡的或は肉眼的幼芽がな

お可成り着生していた。 9月 8日lζは乙れも少くなっていたが、 1~2mm 以下の幼芽は多数存し、下水位で

は 1~2cm のものも少数見られた。 9 月 22 日以後は消失の様子はなく、反って生長し ま た数を増して行っ

た。塩釜湾lとても同様に 8 月 12 日には 4~5cm の大 き いものは少なかったが、 1cm 以下のものは多数存し、

8 月 26 日 9 月 7 日 lとも 1~1.5cm のものが少なからず存した。以後は 9 月下旬 ， 10月上旬と 次々n::数

を増しまた生長して行った。谷地浜では 1953年の春から夏にかけての調査は行っていないが、 9月下旬の調

査及び業者の話によると夏から引続いて残っていたようである。

1954年には石浜では前年よりや〉早く 、 7月 2日にはコンクリート柱のものはすべてなくなり、乙れに着

生するヒメテングサ上lζ1~2mm のものが少し存し、 7 月 19 日にはやっと 1 個体を見付けたマげで、以後

は全く見付けだす乙とが出来なかった。代ケl崎では 7月 20日にも少なからず繁茂していたが、 8月 12自

には岩iζ着生したものはすべて流失し、橋の横木lζ8月 29日まで 1mm位のものを僅かに認める ζとが出来

ただけであった。 谷地浜でも同様に 7月 15日までは岩に可成り着生していたが、8月 12自にはすっかりな

くなり、支柱竹に僅かの 1~3cm のものと顕微鏡的或は肉限的幼芽が帯した。日月 29 自には古い 2~3cmの

ものが稀に、また幼芽も僅か許り存したにすぎなかった。 9月 13日には沢山の竹からやっと 2個体だけ古い

ものを見付けだしたマけであった。 10 月 13 日には 1~2cm のおいものが儲か許り存した。以後は次第IC大

きくまた数を増した。 i筒釜湾では前年のよう iとは多く なかったが、 5月・ 6月lζ繁茂していたものは 8月中旬

には稀にしか存せず、 9月lζは全く見当らなかった。

1955年には石浜では調査せず、谷地浜以外は断片的な調査であったが、何れの地 点も春~夏の繁茂は貧弱

で、 8 月中句~9 月上旬iζは本植物の存在を認める ζ とが出来なかった。なお 1956 年は!宿釜湾の一匹島地先

・都島地先の調査では 8月下旬iζは消失していた。

以上のように消失・越夏は年lζよってその様子を異にし、 1953年は石浜を除いては夏まで可成り残り、乙れ

が秋まで存して次の出現まで続いた。 1951年は審~夏の繁茂は少くなかったが、 夏から秩』ζ越夏したものは

筏めて稀であった。 1955年は春・ 夏期の繁茂も少く 、 また早く消失して、越夏したものは見出すζとが出来

なかった。か〉る消失・越夏の状態は谷地浜で 1 9s3~'55 年K ill:込んだ僚に附着したアマノリが既述したよう

に 1953年には本植物が多く 、1%1年は ζれに炊ぎ、 1955年には最も少くなっている ζとによっても裏付け

られる。 t:m釜湾lと於いても同様であった。

なお 1953~'55 年の水温・比重の年変化を Fig. 45 ，e示した。

消失・越夏はまた場所・ 基質・着生水f立によっても異なる。一般に光線をよく受ける所では着生も 多いが、
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Fig. 45 1953~'55 年に於ける水温 ・比重の年変化

Annual changes of water temperature and speci五cgravity in every ten days during 

1953 to '55 at Katsurajima in lVIatsushima Bay 

早く流失し、乾燥し易い基質よ り乾燥しにくい基質で遅くまで残り 、 また低水位よりや〉高水位で永く 存する

ようである。

生殖器官の季節的変化

本植物Kは無性的に形成される 中性胞子と有性的K形成される果胞子が存する ζ とについては既に述べた。

乙の生殖器官の季節的変化を 1952~ ' 55 年l乙前記した松島湾の各地点で調査した結果を Fig. 43氏、 ζれらを

総括したものを Fig.73 K示した。

出現初期の 9月下旬乃至 10月上旬から 11月上旬にかけては何れの地点、I?:.於いても中性胞子褒だけを形成

する無性体 4 ーが容する。 11月上旬 (時K 10月上旬)には中性胞子惑の間に精子嚢を介在す るも の n(α)ー

も現われる。 11月中・下旬Kは n体は殆どなくなり 、中性胞子襲と精子獲を有す るもの -na(=仰)，中性胞

子嚢・精子嚢と共Iζ婆果を有するもの nac(=can)， 時lζ精子理Eと襲果だけを形成する有性体一caーが存在す

る。 12月になると大部分が ca体になるが、can体 1111体， 11や1;も存する ζ とがある。乙れが 2月下旬乃

至 3月上旬まで続く。 3月中 ・下旬になるとca体は少く、再び can体及び m 体が多くなり、時に n体も

現われてくる。更に 4月上旬になると 11体が大部分となり、時iζ 叩体も 見られる。以後は極めて稀K 5月
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頃まで精子褒を痕跡的l乙介在する乙とも あるが、消失矧まで 11 体だけとなる。

上記の変化を換言すると一般には出現初期から 11月上旬頃までは無性生殖が行われ、 11月上旬~下旬l乙

無性生殖から有性生殖医移行し、 12 月 ~3 月上旬IC は有性主殖が行われる。そして 3 月中 ・ 下旬l乙有性生殖

から無性生殖に再ぴ移行し、4月以降消失するまで再び無性生殖が行われる。

秋から冬にかけての生殖器官の有性化及び冬から春にかけての無性化は場所或は年によっていくらかの時期

的なずれ及び差異がある。 1952 年~'53 年の石浜及び 1953~'55 左手の谷地浜lζ於いては大体上記したような

変化を示しているが、 1952 年~'54 与の塩釜及び代ケ崎では 12 月 ~1 月・ 2 月 l乙完全Iè精子褒と嚢果だけ

の有性体 (ca体)はかしろ稀で、いく らかの中性泡子惑を介在し、「ι(11)，ωJl 体或は al1体も認められた。

更に代ケ崎では 12月上旬lζn体も存した。また石浜lζ於いて 1953N'54年の変化をi1iJ年と比較して見ると 、

12月ICca体の外l乙n体、 n日体も多く見られ、 1月l乙は call体， μn体も有性体の外に多く見ら れた。更

に 3月初めには前年より早く日体はなくなり 、call体、山体となり 、11体も多く現われた。なお 12月・

1月lζ中性!泡子を放出した個体は後期IC出現した比較的若いものでゴ二7l<f立に着生していた。

なお 1955~'56 年の実験で都島 l乙移消 ・ ?を殖した も ので;;t石浜 (1 952~ ' 53 年)及び谷地浜 (1952~'55 年)

lと、一匹島に移殖 ・ 養殖し たものでは I箭釜 (1952~'54 年) 及び代ケ附 (1952~'54 <t下) に似た変化示をした。

次lζ{間体別l乙無性生殖 有性生殖を行う状態を、谷地浜IC 1953年 9月 9日， 10月 10日， 27日、塩釜

I乙1953年 9月 25日， 1954 -1:1= 3月 27日、一匹島地光i乙1955年 9月 20日， 10月 31 日 11月 25

日及び都島lζ 1955年 9月 6日， 10月 13日lζ張込んだ筏J)ものその(也天然に着生しているものによって観

察すると、各{間体が出現して消失するまでに、主l乙出現時期の差によって、無性生殖ー有性生殖ー(無性生殖)

の過程を経る個体，有性生殖だけの個体， 有性生殖 無性生組の個体及び無性生殖だけの個体の存す乙とを知

る乙とが出来る。各個体について説明を加えると次の通りである。

l. 無性生殖ー有性生殖ー (無性生殖)

初期 \9 月下旬~1() 月上 ・ 中旬)に肉眼的大きさとして出現した個体は秋期lこ無性生殖拐官を作り 、 冬期

Ieなると有性生殖器官を作るようになる。

ζの初期lζ出現したものは 3月・ 4月までには大部分流失するようであるが、 4月まで残ったものは再

ぴ無性生殖器官を作り、無性生殖 有性生殖一無性生殖の過程をたどる。

2. 有性生殖及び有性生殖ー無性生殖

中期 (10 月下旬~11 月と ・ 中旬)に同様の大きさで出現した個体は秋期lζ無性生殖を行う時代な く 、 冬

期Ie有性生殖器宮を形成する。

ζの時期IC出現したものの一部は 3月・ 4月まで流失するよ うであるが、残ったものは 4月に再び無性

生殖器官を作り、有性生殖一無性生殖の過程を経る。

3. 無性生殖

乙れに 2通りあ る。

イ)後期 (11月下旬以降)に同様な大きさとして出現した個体は冬期習に十分生長せず、また如何なる生

殖器官も形成することなく 、春になって初めて 卜分生長し、1m性生嫡器官を(乍る。

ロ)春期 (4月以降)に出現した個体は消失するまで無性生殖認官だけを形成する。

なお秋j拐に出現する ものでは、 その生長の遅~Hζ よって I"j-Ij切出現のものが 1) 或は 3) の過程をとり 、 また

後期出現のものが 2) の過程をとることが出米る。

無性或は有性生殖gN宮を形成し始める体の大きさは時期によりまた生育場所lζ よって差が見られる。石浜

(1953~ '54 年) 、 谷地浜 (1953~'54 年) 1ζ於ける謁査結果を Table12 Ie体の生長経過 と共K示した。

無性生殖器官は 0.1~4cm の大き さから形成され始めるが、 出現初期の 9 月下旬~10 月上旬Ièは 1~2mm

の小さいうちから形成され、時期が後れるに従って次第に大きくなってから形成され始める。春lとなって 3月

~4 月 は 2~3:m 或 'ま 3~4:m になって形成されるが、 7 月 ~ 8 月になると O. l~lcm 位の大きさから形成

される。また石浜と谷地浜を表によって比較して見ると、各時期共に石浜の方がより小さいうちから中性砲子
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を形成している。その他の鯨察lζ於いても以上の石浜 ・谷地浜lζ準じた様子を示すが、 代ケ崎では 1953年 5

月 27日IL2mmの大きさから、石浜では 1953年 6月 15日lζ3mmの大 きさ から中性胞子を形成してい

る例もある。

有性生殖穏官は1.5~4cm {立から形成さ れ、無性生殖器官程変化がないが、 低水温で海水の栄養分の不足す

る 1 月 ~3 月に遅れ、ま た疎生してい るも のより密生してい る ものでお くれるようである。

生活史

以上の諸調査 ・実験から本縞物の生活史を次のように要約する (Fig.46， 73)。

本植物は 9 月下旬乃至 10 月上旬から肉眼的大きさとして出現する。 12 月 には高き 5~15cm 或はそれ以

上となり、十分な大 きさに達する。 ζの問 11月七句頃までは中性胞子を形成して二次的繁殖を繰返し、多数

の幼芽を生ずる。 12月になると有性生嫡穏宮を形成して果胞子を生ずる。 これが 2月下旬乃至 3月上旬ま

で続く 。 乙の有性生殖器官形成}羽iζ中性胞子を形成する ζ とも ある。 11月中 ・下旬には中性胞子形成から果

胞子形成lζ移る生殖官官官の有性化の過程と して、 中性胞子惑と精子譲宅 I~~性胞子褒 ・ 精子襲及び褒果を同-{間

体Ic有するものが現われる。

秋の初めに出現し、 冬期Iとよ く繁茂したものは 2月 ・3月頃から少しづっ流失す るが、後期Ic出現したもの

は4月 ・5月まで繁茂している。 6月には乙れ等は殆どなく なる。この 4月 ・5月まで繁茂するも のは 4月に

なると再び中性胞子を形成するようになり 、ζれに由来する幼芽が多数出現し、 5 月上 ・ 1'1コ句には 3~5cm 或

はそれ以上の大きさ lζ生長し、 5月 ・6月によく繁茂する。中性胞子は引続き形成されて幼芽を生ずるが、 7

月lとなると その繁茂は次第lζ衰微し、 8月上旬には殆ど消失する 。時i乙8月 ・9月と次の出現期まで少数残

存する ζ とがある。なお 3月中・下旬には生勉穏官の無性化の過程として 11月中 ・下旬同様に有性生殖器官

と無性生殖署長官を同一個体に有する ものが生ずる。生殖器官形成の変化を個体別に見ると、出現から消失ま

でに、その出現時期或は生長の遅速によって、 秩の初めに出現して無性生頒ー有性生殖ー (無性生殖)の過程

( 52 ) 



務殖アマノリの種類とその生活史

を経るもの、中期に出現して有性宝殖ばけのもの或は有性宝酒 無性't殖ηもの及び後期或は春 v 夏期IL出現

して無性生殖だけを行うものがある。

冬期国lζ形戎 された果l胞子は貝波i乙着主すると 、コ ンコセ リス体となって夏を越し、 9月になると単胞子を

放出する。単胞子は発芽してアマノリの幼子となり 、次期出現のア 7 ノリのもと i乙なる。 なお春 v 夏期の禁状

体b;8月・ 9月，，:::も消失せず必夏する場合は、 ζれに形成さ れる 中性胞子もコンコセリス体の単胞子と共11:

次期出現のア 7 ノリの源になる。

考察

本植物は卵形がら 漏斗状の一般に円い形 赤褐色を帯二nこ色、 l唯殿同体である乙と， m斑b;体の内方i乙走り

縞状を呈すること， 精子褒 a/4，b/2~(4) ， c/4 及び褒果 a/1~2 ， b/1~ (2)， c/2の分裂段式， 発芽体の最

初の縦の細胞分裂o;早く行われ、卵形をなす幼芽の形、 生態的lζは中性i泡子形J戎による無性生殖が秋と春 v 夏

IL行われ、生育期間の長い乙と等によって特徴づけ られてい る。

本植物は殖田 (1(32)， Kunieda (193り)， Tanaka (1%2) 等によってアサクサノリの中に含められていたよ

うであるが、上記の如 き特徴によ ってアサクサノ リその他の近縁還と区別出来る。

既述したように、Kl1niecla(1939)が 2型に分けたアサクサノリのナ力、パ型とマルパ型の中、後者は必ずし

も一種だけでな く他種をも合んでいるように思われるが、その大部分は本趨と同じもののようである。 本極の

命名IL際して、 Kl1nieclaの名を採った所以である。即ら Kunieclaがマルパ型として Pl. XXXI 94， 95 1乙示

しているものは恐らく他のものと思われるが、P!. XXX 89~91 ， 93は本極と同じものと思われる。殖田がア

サクサノ リの名のもと ILPl. XIV 3 1ζ示している縞物体 Tanakaが同様に 7ノレパ型 (rOl1ncltype) として

Pl. 10-2 11:示している植物体は本種に一致するようである 。

その他分類学的研究ではないが、殖田 (1937)がアサクサノリのい夏ノリ H として述べ、4図11:示している

もの，閉じく殖田 (1929)が述べている“夏ノ リ日もマルパアマノリでないとすれば本種と同じものと思われ

る。 Tsengand Chang (1955)がアサクサノリの“dwadtype"としてのべ、 Pl.1I K示しているものもそ

の形態・生態から推して同様に本種と関係のあるものではないかと思われる。須藤 (1950)の“アサクサノリ"

型 Iもその報告及び同母士から見せてもらった標本によると本種と一致し、 新|崎 (1952，'57)の I型も詳し

い記載がないが、本種と同じものではないかと思われる。なお須藤 (1957) は筆者と同じく本種の存在を認め

ている。その他内藤 (1931)の報告にも本種に属すると思われるものについての報告がある。

木下・渋谷 (1941，'42)はスサピノリの生活史について述べているが、木下 ・渋谷がのべているスサピノ リ

はその記載 ・図に示されている形態・生態より推して、 スサビノリでなく本極と同じものであると恩われる。

筆者は 1951~'53 年IL木下・渋谷が研究した有株湾から塩釜に移殖された所調“スサピノリ"を観察し、 ζ れ

がスサビノリでなく、本種と同じものであることを知り 、また 1953年 7月 :n 日，'55年 12月 14日， '56 

年 3月 4日， 6月 11日i乙有珠湾で採決観察を行い木部の存在することを知った。また木関が木下・渋谷の

研究対象になってい るこ とその他本部の生態等邸々 参考になる乙とを木下 : \9 ~1二 、 渋谷氏から詳し く教えてもら

うことが出来た。

なおI-Tamel(1924) が記紙してい る P. IμCI川/ぱco山s山/れI川 αJ王r. 1刊川lIediげle引r川.，γ口川"はz目叩は縞i機漢様の精子襲斑を もつている

ζ と及ぴ図示されている体形等は本笥 とよく似ている。示さ れてい る図を見ると殆ど同じものではなし、かと思

われる位であるが、詳しい記載がないので十分比較辻D1Eないのは残念であ る。

次l乙本極の幼芽が初めて縦の細胞分裂を行うと きの細胞数は J<ulliecla(1939)が “アサク サノリ"の 7 ルパ

型に於いて、 須際 (1950) が“アサクサノリ " ~~ IIL於いて、 ま た新附 (19S2 ， '57) が 1型K於いて述べてい

る数と略々一致する。

無性生殖11:ついては、須膝 (1957) は東京i仰と於いても春 -秋IL行われるとのべている。殖田 (1929，'37) 

は“アザクサノリ"の亙ノリ IL於いて、 Kl1nieda (lLJ3LJ) は “ア サクサノリ"のマノレパ型に於いて 10月下旬

"，，11月上旬i乙、須藤 (1950) は“アサクサノリ日型 I1 1:於いて 11 月 ~12 月初旬 l己 、 新出荷 (1952，'57) は
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“アサクアノリ"1型iζ於いて中性泡子(単泡子)形成をのぺている。何れも本種の無性生殖をのぺたものと

思われる。 fこマ須藤 (1950) の十1 性 l包子形 ï'ZJ)時期主少しおくれている。 Ts~ng anc¥ C!1ang (1954， '55a， b， 

c)の“アサクサノ リ日のc¥warft;pe IC 於ける 6 月 ~11 月の h性泡子形戎， 木下・ 渋谷 (1941 ， '42) の

“スサピノリ"Iζ於ける夏~秋の中性抱子形成も本匿のそれとよく一致する。 内藤 (1931)の報告にも本種と

思われるものの無性生殖 (6 月 ~7 月)がのべられている。

生態の観察lζ於いて、 12 月 ~2 月・ 3 月に顕微境的幼芽の殆ど見られないことについて、乙の間 lとも中性胞

子を出すものが存する ことがあるが、 ζれは着生する適当な基質の序しないこと或は少い ζ と及び発芽 ・生長

l乙不適当な環境のためではないかと恩われる。

春 v 夏期の出現 ・繁茂及び消失と越夏について、場所lとより或は年により差η見られる ζ とをのべた。春~

夏期1コ出現・繁茂の多寡は種々の環境条件によって左右されると思うが、冬期間の繁茂の量及ぴ 4月以降の基

質の有無 ・状態とも密接な関係を有するようであ る。海釜l乙於いて 1953年の春 v 夏の繁茂は冬期I乙於ける大

量の本種の養殖と密接な関係があると思われる。 3月・ 4月以降lζ筑・竹・石等の新しい基質を与えたり、ま

た既序の基質が冬期司の附着均を春1切に矯J'lf乙洗い落すような条件即ち春危の天候がよく 、 干潮時l乙岩等の基

質をよく乾燥させるときに、よく着生するようである。春 V 夏期の繁茂の少なかった 1955年は 4月 .5月は

雨天多く 、例年より海水の比重 も低 くなっている (Fig.45)。またこれと関係して代ケ崎の堤防は略々東西に

走っているが、その北側の岩面には殆ど着生が見られず、南側で多く着生している。 冬~春 v 夏の附着層の変

化も ζの基質の状態を一つの条件として入れなければならないであろう。

次lζ消失の遅速，越夏の多少は春 v 夏期の繁茂の状態も 関係があろうが、 夏期の気象 ・海況も大きく関係し

ているように思われた。 1953年から '55年までの水温・比重をFig.45によって見ると、1953年は消失期であ

る 8月 ・9月は平年以下の低温であった。 1954年は 7月までは低漉であったが、 8月p:は平年並の高温に

なっている。 1955年は 7月・ 8月共iζ平年以上の定温である。 1953年の 8月の低温は本極の存続を助け、

1954年の 8月， 1955年の 7月・ 8月の高源はその存続を妨げたよう lζ思われる。

生殖穏官の季節的変化は種々の条件があって、ζれに支配されているものと思われる。 その中で、水温につい

て見ると (Fig.2， 45) 、 無性生殖を行う 9 月下旬~11 月上旬及び 4 月 ~7 月は夫々 21~140C 位 ， 9~250C 

位となっている。更に冬期の 12 月 ~2 月 (8~30C 位)!L無性生殖を行うものもあるとすると 、 その範囲は

3~250C 位 と極めて広くなる。 ζ れに対し有性生殖を行う時期は 8~30C となっている。なお無性生殖を行う

適温について殖田 (1929) は“アサクサノ 1)"の夏ノリの名のもとに 14 .5~20.50C (特IL17.40C)，木下・

渋谷 (1941，'42) は“スサピノリ"の名のもとに 4.5~2110C (特!L15~20oC)，海の調査では 17~200C と

のぺている。 ζの水温と生殖掠官D変化についてはなお十分な検討が必要であるように思われる。

海水中の栄護分の多寡 も生殖器官の季節的変化と関係があるのではないかと思われる節がある。葉体の色の

濃淡と海水中の窒素・ 燐酸等の栄養分の多寡と は正の関係を有するとされているが、 有性生殖器官のよく形成

された石浜 (1952~'53) ， 谷地浜 (1953~ ' 55) では 2 月・ 3 月に体の槌色が見 ら れたの IC対し 、 有性生殖穏宮

の形成の不十分な淘釜 (1952~ ' 54) 及び代ケ IlrIð (2 953~ ' 54) では徳色は顕著でなかった。 また石浜 (1953"，

'54 年)では前年度に比べて l 月 ~3 月 l乙徳色な く ， 有性体と共lζ知性宇!日も 多く 現われている。

本種の生活環iζ於いて、春~夏期の出現 繁茂のi原は越冬して きた禁状体の仁11性胞子によるものが殆どであ

る ζ とは重ね筏試験等によって知 る ζ と が l:t: ~そるが、 室内実験で本邸の コ ン コセリ ス体が 6 月にも 単胞子を放

出した ζ とか ら見る と、 ζのl:l1ll包子 も春 ・Il.期の繁茂にいくらかの役割を果しているのか も知れない。

コンコ セリス体の単放子の放l:t:期について、 6月にも放出が見ら れたのは別と して、 秋期の放出は室内培養

実験に於いて 9月 ・10月tζは認められているが、 その初l胡・ 感j胡・終l切の詳しい調査はまだ行っていない。

筆者等 (黒木・秋山未発表) の温度実験によると 、水温 25~200C で最 も 良く胞子襲を形成し、 150C は胞子

襲形成の下限に近い乙と等アザクサノリの場合とよく 似ているので、恐らく 9月から 11月上旬頃までが胞子

放出の盛期と想像 される。
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スサピ/リ

Porρhyra yezoensis Uecla 

(Plate XXI-XXXIV) 

Uecla， 1932， p.23， Pl. 1 9， 14， Pl. JV 11-17， Pl. XVI 3， 4， Takamatsll， 1936， p.19， TanaJ叩，

1952， p.39， 1'1. V 1， 2， 1'1. VII 3， Sllto， 1957， p.30 

P. yezoellsis Uεc1a p1"ox. 1くllrogi，1957， p.24 

性質

体は卵形 ・精円形乃至長楕円形、屡々円形をなし，模;[;; 円形乃至心臓7降、 時iと隣形の;&部を有す‘縁辺波

織す.時lこ深 く或は浅くさける こと あり‘ (3)~5~20~ (50) cm高く、 (1.5)~2~8~ (20) cm広し， 高きは幅

の (0.6)~h5~ (10)倍あり、体の下部u青緑色を帯び上部は赤褐色を帯ぶ， 縁辺(;t'F.:縁にして顕微鏡的鋸歯

なし‘ 一層の細胞よりな る， 体の中央部 lこ て 35~50μ!予し、細胞は不規目リな 三角・四角 多角形をなし. 不

規則lこ配列す、体の中央部l乙て長径 (11.5)~15~25~ (28)μ， 短径 (9)~1 1.5~16~ (21)μ あり‘ 断面i乙て四

角形をなし、 高き が幅より大でゐ る， 1こ|コ央n::.塁状lζl胞を出し た 11闘の色素体を有す，仮恨を出す基部細胞は大

きく 、卵;1;;;乃至楕円形をなす，仮根は内生し、多数iたって盤状の附着部を]1;;;成す; n堆I在同体.雄部l主体のに1=1・

下部の縁辺及び上部lこ現われ、 ヒ部にては縁辺lζ斜iζ或は縦lこ走る縞状の斑をなして内方に介入す， 縞状のm:

斑の長さ O.5~ 2cm，幅 1~ 3mm あり 、 細 く 、短 く飛白状をなす 乙と あり、 』堆部は体のヒ縁辺或は雄部の内方

iζ存す司精子襲は長径 16~28μ，短径 14~23μ ， 断面 l乙於ける ζ の部分の厚 き は (4())~50~60μ あり， a/4， 

b/2 ~4 ， c/ (4) ~8 の分裂様式を示し、最高 128 の精子を形成す，嚢果は長径 16~25~ (28)μ，短筏 14~18

~(23)μ ， 断面 l乙於ける 厚 き は (35)~40~50μ あり， a/2， b/1，，"，2， c/2~ (4) の分裂様式を示し、 8時にそ

れ以上の果胞子を形成す，精子は直径 3~5μ，殆 どffi\色で淡青緑色の板状の色素体を有す，果胞子は直径 11~

161-'，小額粒状の物質n::.富み、 中央 l乙腕の短い星状或は塊状の色素体を有す。 秋~ 1J]春 i乙 若いFE体 1 <: 中性胞子

を形成し無性生殖を行う。

観察材料と方法

本積物の形態・生態のÎIiÍ察-調査は 1951~ '5同年l乙松島湾の各所lこ生育するものについて行った。

1951~ '52 年に は 砂尻-代ケ崎・駒島 ・ 石浜水道 ・鰐ケ i)*!水道及び室浜地;もで天然 lζ生育するものの断片的

な採集在霊祭を行った。

1952~'53 年には主に代ケ崎の堤防及び宮戸島の畳石鼻・二本松嘆に於いて天然 lζ生育するものの定期的な

採決 ・億察を行い、その出現・生育 ・消失の状態及び生殖穏官形成の状態を調べた。

1953~ ' 54 年l乙は天然 lと生育するものだけの調査ではその生育或は生嫡器官形成の状態を十分に掴む こと が

出来ないので畳石浦にノ リ侠を建込み、 乙れに着生したものを、 白石奥の天然l乙着生す るもの と共lこ調査した

(PI.XXI)。

1954~ ' 55 年l乙は畳石鼻 . Ji'j':石油Hζ於いて同様な調査を補足的 iζ行い 、 またい〈らか生態的lζ異なった僚子

を示すと思われた石浜崎(北側)の調査を行った。

1955~ '5日年lとはコンコセリス体をFtいて室内で胞子付したものを河湾の性質を有する羽釜湾l乙て養殖して

調査した。

5定建養殖試験の方法については後述する。

形態の観察は殆どすべて生の材料によって行った。なお生殖器官の種類調査についてはその形態的観察と共

に胞子の発芽試験も併せて行った。

( 55 ) 



A 

巴;白自白白

012議
。場佃[0叩

F. 

黒木宗 倫

B 

一
鎚
鶴
一

一舗
穂

町鈴
綿

6 

E 

Fig. 47 スサピノリの栄養細胞と有性生殖器官

P. yezoensis， vegetative cells and sexual 

reproductive organs. A， A' cystocarps， B， B' 

antheridia， C， D female cells， E， E' vegetative 

cells in the middle part of thallus， A， B， E surface 

view， A'， B'， C-D， E' cross section. A-C， A'， B'， 

E，E'x290， Dx440. 

The material collected on Apr. 23， 1955 at 

Yogasaki (A， A'， B'， C， E， E') and on Mar. 11， 

1953 (B) and Apr. 18， 1956 (D) atTatamiishi-ura 

形態の観察

体形と栄養器官

本植物の成体は卵形 ・楕円形乃至長楕円形

で、屡々円形をなし、 かなりの形の変化 を示

す。未熟体は楕円形乃至長楕円形で、その長

きは幅の (1.5)~2~6~ (16)倍長く 、両端κ

或は何れか一方に狭い形をなしている。体の

上部p::.生殖器官を形成し、 生殖細胞を放出す

るようになると、 長さに比べて幅の生長がす

〉み、老成したものでは卵形或は円形を示す

よう lζなり 、 また不規則な7f:::を呈するように

なる。 基部の形も初め模形乃至円形を示して

いたも のが、老成するにつれて心臓形時Kは

隣形をなすよう i乙なる。波の荒い所では体が

浅く或は深く 裂けていることがある。 体は波

鍛するが、アサクサノリよ りは著しくなし、。

下縁辺lζ小波織を示す ζ とが多し、。 まfこ若い

体では縁辺が巻くのが屡々見られる。縁辺は

全縁であるが、 体の下部にて屡々軽い顕微鏡

的凹凸を示す。

体の大きさは普通 5~20cm で ある。 静か

な場所で養殖した 場合或は天然に生育するも

ので も低水位の も のではより大き く 30~50cm

の大きさ を示す もの もある。かかるものは一

般に長い形をしている。

栄養細胞は体の部{立によってその大きさを異にする。体のや〉上部の中央部では前記した通 りであるが、下

部ではより大き く、縁辺の方IC小さし、。体の厚さについても同様である。各部分に於ける比較を Table13 fL示

した。細胞の大きさ及び体の厚さはま た体の老若によって異なる。 Table13 Iζよっても見られるように、共に

若いも ので小さく 、老成せるもので大きい。即ち老若によって細胞の大 きさ は体の中央部 に於いて表面観で

長径1l .5~30 ， 短径 7~21μ の変化を有し、 体の厚きも 26~52μ 位の変化を有する。細胞の形は表面観iζ於い

ては老若殆ど差がないが、 断面について見ると、若い体の滞い ものでは高さと幅の略々等しい ものが多く現わ

れ、老成せる体の厚いものでは大部分が高さが幅より大きい。

生殖器宮

本植物は有性生殖と共i乙無性生殖をも行う。有性生殖器官としては精子嚢 .j雄性細胞(造果慰)が形成 され、

雌性細胞は受精して嚢果となり果胞子を形成する。無性生殖著書官としては中性胞子嚢(単胞子襲)が 形成 され
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Table 13. スサピノリの体の各部に於ける細胞の大きさ及び精子皇室 ・致果の大きさ と体の厚さ

P. yezoensis， dimension of vcgetative cel1s， anthericlia and cystocarps and thickness 

of thallus in the c1iffcrent parts. 

part of thalI us dimens山 1 (μ) l山 n出
of thalIus (11.) 

Material A 
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d
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r
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h

m

 

B

1

 

t

l

 

e
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in marginal part 

in lowest part 

basal cel1s with rhizoic1s 

an theric1ia 

in upper part 

cystocarps 

in upper part 

16 ~27. 5x (7)~ 11. 5~ 1 8.5 

11. 5~21 x (7)~ 9 ~14 ~(16) 

27.5~57 . 5 x 1 8 .5~27.5 

21 ~44 x 14 ~18 .5* 

49 ~52.5 

35 

52.5~63 

70 ヘJ175

21 ~27.5xI4 ~23 52.5~63 

16 ~25 xI2 .5~18. 5 49 ~52.5 

Material B 

vegetative cells 

in midc1le part 

in marginal part 

in 10、V巴stpart 

basal celIs with rhizoids 

neu tral sporangia 

in u pper part 

11.5~21 ~(23) x 9 ~14~(16) 

8 ~16 x 7 ~1 1.5 

21 ~57.5~(69)xI8.5~30 

23 ~46 x 16 ~23市

26 

20 

50 

75~120 

12.5~18.5~(25 ) x (8)~11.S.~14~( 16 ) 20 

Material A 11.5c1l1 high and 7 cm broacl， ova!， with cordate base， sexual， 

coll巴ct巴clon Apr. 26，1955 at Tatamiishi-l1ana. 

Material B 6.5cm high ancl 4.2cm broad， ova!， with corclate base， asexual， 

colIected on Nov. 10，1954 at Tatamiishi-ura. 

キ indicatingmeasure of cell contents bccaus巴 uf0 uscuri ty of cell border. 

片性胞子(単胞子)を生ずる。 移述するように無性生殖U秩~冬、有性生殖はよさ円春・夏 と その時期 を異に

し、また無性生殖・有性生殖共K行われる時j切には若い時iζj匹、性生苑:(をむ い、 老成する lζつれて有性生殖を行

うようになるが、 か〉る~~\性生組から有性生勉lζ移る時 l乙 i ;t.有性生払都宮と 到!l性生処器官が同一似体i乙存する

のが見られる。

有性生殖器官

精子襲形成の雄部及ひ畿果形成の雌部の現われる方 を 、 りJ めから有性生地都宮 t~' げを形成するもので見る

と 、 体の上縁辺lζ先イ輪廓のぼやけた殆どffiJ，色の~"(f.部が現われる。 ζ の括部が玖館lζ拡がり 、 精子襲の分裂 も

す〉み、体の上縁から精子を放出するよ うになると 、その内 方 iC政 く色τいた草壁果形成の出品部が現われてく

る。炊いで雄部は次第に体の両縁lζ拡がり、 また内方の雌音[11乙介入し、 上縁iE.の級制1は精子の放出と共l乙流失

して、 内方のl雄部が上縁辺部l乙現われ果胞子を放出するようになる。かくて成体でω雄官lは体の中・下縁辺部に

周われ、 ま た上部の峨部の院に縁辺l己主'1 して ~':K或は XiUtI ζ定る斑として介入してい る 。 乙の介入してい る縞状

の綬斑は何れも休の基部lζ 向 色 、 体の絢::f いも ので ，~阿縁に 111宙人平行となり 、 川広 いものでは斜となってい

る。また体の下縁辺の維部にルJlIjI斑が介在することが多いが、 介在の見られざる ものもある。後者は後期に出

現する低潮位の植物体l乙 多い。なお雄部 ・ 雌部共K夫々顕微鋭的IH海部 . ~昔日を底々介在する。
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Fig.48 スサピノリの生育初期に於ける有性生

殖器官と凹凸のある体の下縁辺部

P. yezo開 sis， sexual reprodllctive organs 

in the early season of growth (A-C， A'， 

B')乱nduneven lowest margin of thalllls (D) 

A，A' cystocarps， B， B' antheridia， C female 

cells. A， B， D， sllrface view， A'， B二Ccorss 

section. x 290. 

The materiall0 cm high， elliptical， collected 

on Dec. 27， 1954 at Tatamiishi-ura 

Fig. 49 表面観で十字状に分裂していな
いスサピノリの婆果

P. yezo仰 sis， not crllciately divided 

cystocarps. x 290， 

The material collected on Apr. 26， 

1955 at Nihonmatsu-hana 

無性生殖器官

体の上部κ現われる縞状の維斑の大きさは普通長さ

0.5"，2 cm、幅 1~3mm あるが、更に大 きく 時t乙長さ

4~5cm ， I隔 7~8mm K遥するものもある。 ζの縫斑は

その上端を縁辺IC出すζ ともあり、 また内方I乙介在す

るζ ともある。なお ζの雄斑が細く短く多数介在して

飛白状を呈するζ ともある。一般に生育の初期及び成

熟し始めの時l乙緩斑は細くまた上記の如く飛白状を呈

する ζ とが多い。また天然のものより養殖のものに於

いてそうである。

精子襲-襲果の 表面観i乙於ける大きさは体の中央部

の栄養細胞と略々同じである。乙れらの部分の体の厚

きは襲果部では中央の栄養休部と略々同じであるが、

体の上部の精子礎部ではより厚い。但し体の下縁辺及

び若い体で精子畿の分裂特lζ 体の表面に平行な分裂の

未だ十分進んでいない部分では体の中央の栄養体部と

略々同じか或はより越し、。

精子畿の分裂は aj4，bj2~4， cj(4)~8 で最高 128

の精子を形成する。 cj8の分裂は 4月以降老成したも

ので現われ、それ以前では少く 、cj4の分裂が多い。

襲。果の分裂は ajl~2 ， bj(1)~2 ， cj2~(4) の様式

を示し、 8或はそれ以上の果胞子を形成する。 cj4の分

裂を示す襲果は少い。 乙れも完全に cj4の分裂を示さ

ず cj4たらんとする分裂である。か〉る分裂も 4月以

降よく成熟した個体で見られ、 以前の ものでは殆ど見

られない。なお襲果は cj2の分裂があれば、 a， bの

分裂はなく或は少くとも、果胞子を放出し、果胞子は

糸状発芽をなす。

以上の精子襲 ・婆果の分裂の多妻、は老若 ・生育時期

と共tζ生育場所によっても差がある。Ii!llち海水の栄養

の鐙ffitごと思われる所の体色のよいものでよく分裂し

ている。

雌性細胞は雄部或は護果部の内方i乙存する。表面観

tζて栄養細胞と殆ど区別出来ず、内容も殆ど変りない。

断面tζてその内容が両端IC僅かな突出をなし、紡錘形

をなしている。体表まで突出するのは 普通は見られな

い。 ζの突出部と体表lと附着した精子が受精管を以て

連結しているのが見られる。

中性胞子嚢t:'げを形成する無性体l乙於いては、 体の上縁辺の自E胞がそのま b何らの分裂 ・変形もする乙とな

く、内容を充実して胞子襲となり、中lζ1f闘の中性胞子を形成する。胞子裂は不規則な三角 ・四角或は多角形

をなし、長径 (10)~13~18~ (25)μ，短径 (8)~9~14~ (16)μ ある。 昨;央lζ腕の短い星状或は塊状の色素体
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QG辺巴♀哩Q
B B' 

F G 

Fig. 50 スサピノリの1!~性体の栄養細胞と中川胞子被

P. yezoensis， vegetative cells and neutral sporangia of asexual plant. A， A' neutral 

sporangia， B， B' vegetative cells in the upp巴rmiddle part of thallus， C the same in the 

marginal part. D-G basal cells， being near the base in alphabetical order. A-G surface 

view， A'， B' cross sectiol1. X 290 

The material 6.5 cm high， elliptica1， collected on Nov. 10， 1954 at Tatamiishi-ura 

を l個存す る。 断面lζ於いて一層であ るが、その形は四角形をなし、 高き がl隠と等ししゅ〉或は大き し、。 一般に

高さと幅の差が顕著でなし、。乙の部分の l本の仰 さは 20~32μ ある。

この然性体の形は有性体と同じであるが、 一般に長めの ものが多く、 色は赤っぽい。大きさはあまり大きく

なく 、 長さ l~llcm，幅 0.6~llcm あ り 、 長 さは 11屈の (0.5) ~h5~ (16)倍ある。中性事聖子嚢が形成され始

める体の大きさは 1~7cm であるが、本植物の出現初期及び疎生するもので小さい中から形成される。体の中

央部の栄養細胞の形 大きさは上記の中性胞子襲と|略々 同じであ る。 乙の部分の体の厚さは中性胞子嚢部と同

じか或はや〉大きし、。有性体lこ比べて細胞の形は同じであ るが、その大きさ及び体の厚さ共l乙小さし、。 なお 7

Jレパアサクサノリ同様に栄養細胞部との閑lζ境のある成熟帯を示している乙とがあ る。

有性生殖器官と無性生殖器官の混在

前記したよう に本植物には無性生殖器官だけを有する個体 Jl 体ー と有性生殖器官だけの個体 -ca体ーの外

に、両種の生殖器官をもった個体が存す る。 か〉る植物体l乙中性胞子嚢と精子褒を有する個体-1Za体と中性胞

子婆・精子婆及び嚢果を有する個体的1("(=日111)体がある。

m 体では所々に痕跡的l乙分裂の不十分な精子襲を 1'1ゴ性胞子嚢の聞に介在し、 肉眼では無性体と 同様lζ雄部

を認める乙との出来ないもの -n(<I)体ーと或る部分では精子襲と，1コ性胞子嚢が不規則lζ混在し、 他の部分で

は咋性胞子嚢だけが形成されているもの 狭義の m 体ーとがある (Fig.52， 53. Pl. XXXIII， PL XXXIV， 
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Fig. 51 スサピノリの無性体の基部の縦断面

P. yezoensis， longituc1inal section of basl part of asexual plant， being near the 

base in alphabetical oder B-D. (continud from Fig. 50). A x 70， B-D x 290 

Fig.52 スサピノリの 刊(α)体に於

ける中性胞子褒と未熟な精子裂の混在

P. yezo問 sis， mixing of immature 

antheridia with neutral sporangia 

1n叫 (a)plant， anthericlial stripes 

invisible to the naked eye. x 290. 

The material collectecl on ]an.9， 

1953 at Yogasaki 

A 

@機種島⑧8⑧鋼8 ⑧@ææ~8錨tiJ(!J~

Fig. 53 スサ ピノリの叩 体に於ける中性胞子褒形成部と精子

~.中性胞子褒の混在部

P. yezoensis， reproヨuctive portion of na plant. A， A' 

part of neutral sporangia only， B， B' part of dim maJe 

stripe， antheridia mixe::l with neutraJ sporangia. A， B sur-
face view， A'，B' cross section. X 290 

The materiaJ 9 cm high， elongateヨelliptical，showing dim 

male stripes， collected on ]an. 28， 1955 at Tatamiishi-ura 

A)。 後者の中性胞子婆と精子嚢D混在する部分は両者の多寡lζよって かすかに或は比較的はっき りと有性体

の雄斑と同様な斑を肉眼で認める 乙とが出来る。 乙の両生殖器宮の混在する部分は有性体の縫部l乙当り、中性

胞子嚢だけの在日分はl維部lと当る。
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nac体では雄部lζ 当る部分が na体

よりも肉眼ではっきり認められるが、

雄部lζ 当る部分には精子嚢・ 中性胞子

婆・嚢果が不規則tζ混在し、』堆部K当

る部分lζは中性胞子嚢と嚢果が混在し

ている (Fig. 54， 55， Pl. XXXIV B， 

C)。しかして個体によって中性胞子

襲が嚢果より多い場合仰い)， 同じ

位の場合一狭義の nac及び果胞子嚢の

多い場合一ι“いけがある。 有性生殖器

宮が多い もの程維部には中性胞子嚢・

嚢果の似在することは少い。nac体で

は雌部iζ 当る部分の縁辺よりや〉内方

或は縁辺近くで雌性細胞を泌在してい

るのが見られる (Fig. 55 c， c')。な

お古い個体で雄斑の認めら れない 山

(c) 体の存することがある。

m 体 ).び nac体t乙見られるiiI:斑は

有性体のそれと 同じであ るが、一般に

細く、数が多い。

na体 nμc体の精子嚢 ・嚢果は表

面観 (a，bの分裂) Iζても断面 (cの

分裂.¥ Iとて も不十分な分裂を示してい

る。即ち精子嚢は a/4，b/4の分裂を

示すことは少〈 、 c/8の分裂を示すも

のは見られない。また m 体では nac

体より 一般に分裂が少し、。嚢果は a/2，

b/2の分裂を示すζ とは稀で、c/4の

分裂を示す ものは見当らなし、。 c/2の

分裂は行っている。

Jl{l 体，nac体の中性胞子重量は勿論断

面で一層である。表面鼠で‘見fこ場合、

襲果よ り明るい色を示し その内容は一

般に角仮っている。中性胞子襲は精子

襲 と左右にまた上下K折半しているこ

とがある。 llac体で嚢果が多い場合iζ

は仁|コ性胞子繋が小さく 、 2~4 或はそ

れ以上fEって lつの母紅胞に由来せる

如くなっている場合が多い (Fig.55， 

PIXXXIV B， C)。以上の如く中性胞

子婆と褒果は形態的に も区別出来るが、

夫々の稼子を示した部分をとって胞子

を放出させて発芽試験を行って見ると 、

養殖アマノ リの種類とその生活史

A C 

c' 

正岐闘 。:轡[10000

器8S鍋@@a
B 

B' 

Fig. 54 スサピノリの ηac体に於ける中性胞子重要・重要果の混
在針，精子褒 ・中性胞子重要・嚢果の混在部及びその栄養細胞

P. yezoensis， repro1uctive portion of nao pJant. A， A' 
neutral sporangiaJ part mixed with cystocarps (dark 
coloured)， B， B' antheridial part mixecJ with neutral spo-
rangia and cystocarps， C， C' vegetative cells in the micJclle 
part of thallus， A-C surface view， A'-C' cross section. x 290. 

The material 10 Cl孔 high，ellipticaJ， collected on Dec. 27， 
1954 at Tatamiishi-ura. 

A B 

、、骨ゆ

c' 

Fig. 55 スサピノリの η似体に於ける有性無性生殖器官
の混在，特}こ中性胞子重要の集りと雌性細胞の混在を示す

P. yezoensis， repoductive portion of nαc plant， espe-
cially showing the grouping of neutral sporaniga ancJ 
the mixing of female cells. A cystocarpic part mixecl with 
neutral sporangia (Jight colourecJ)， B anthericl凶 partmixecl 
with cystocarps and neutraJ sporaniga， C，C' cystocarpic part 
111ixecJ with female cells (with poor contents) and neutral 
sporangia， A-C surface view， C' cross section. x 290 

The materials A，B collectecl 011 Apr. 27， 1953 at Yogasaki， 
C，C' on ]an. 28 and Mar. 11， 1955 at Tatamiishi一hana
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中性胞子襲或は襲果の混り工合l乙応じた直接発芽体 (アマノ リの発芽体)及び糸状発芽体を得る ζ とが出来る。

雌性細胞の混在は表面観で栄養細胞に似た内容及び断面で両端lζ突出部を持った紡錘状の形iζよって区別出

来る。

無性体(/1体)， na体 nac体及び有性体 (ω 体)の関係について、無性生殖が行われる時期 (10月，..__，3

月) ，とは生殖器官形成の初めは先づ無性生殖器官を作り、生長するにつれてt欠第l乙生箔器官の有性化が行わ

れ、 11(μ)体 lIa 体，l1a(C) 体 l11lC体， ω(/1)体となり 、終には有性生殖器官のみのは体となる。初め

の n 体或は na体が省略されて 11a体或は山lC体から有性化することもある。しかして有性生殖のみが行わ

れる時期 (4月以降)は初めから有性生殖器官だけが形成される。

なお有性体では維部 l乙不規則な~果の介在 ・ 混在はないが、 nac 体から有性体への有性化の過程として時に

か〉るものが見られる ζ とがある (PI.XXXIV D， E)。また 4月以降の有性体で維部l乙中性胞子襲或は嚢果

の介在・ 混在なく雌部l乙中性胞子襲と同じ様子を示した退化細胞が僅かに介在していることがある。 ζ の内容

も放出されて胞子となり、直接発芽を してアマノリの幼芽となる。

幼芽

本市直物の幼芽は他の近縁種の殆ど出現することのない冬期間K出現し、 他種と混同することなく霞察する ζ

とが出来る。

発芽初期の幼芽は 1列の細胞からなり直立して梶棒状をなす。 ζの発芽体の細胞が (3)~ 6 ~8~ (13) j闘に

なると 、縦の細胞分裂を行い、 2ylj細胞からなる幼芽となり 、更に横 ・縦の分裂を行って葉状をなす。

l列細胞の幼芽の太さは、細胞数の少ないもので細く、多いもので太いが、その差は顕著でなし、。細胞は四

~ /.R¥ r.::;::.... 角形をなすが、一般に細胞数の少ない

阿 倍 18¥ もので高さが幅より大きい。

V;1J 悶 /A¥ ¥員¥ 1列細胞の幼芽が縦の細胞分裂を行
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う時の細胞数は生育環境によって差が

見られるようである。 二本松鼻で 19

53年 2月 3日、 高水位のオゴノリ

」二に着生せるものでは 5，..__，7，畳石浦

で 1953年 11月 16日l乙重ね筏して

得た幼芽を 11月 25回復察した所で、

は (5)~7~8~ (13)，ま fこ後述する中

性胞子の培養では (3) ~4~6~ (8)， 

コンコセ リス体の単胞子の培養では 3

~7 ， (4)~6~8~(9) 或は (4)~6~

9~(1l)であった。 6~8 侃l細胞位で

縦の紙j泡分裂を行うのが普通のようで

あるが、一般に生育関境が恕くなり、

生長が停滞すると少ない細胞数のま〉

縦の細胞分裂を行うようである。

4列細胞位以上の幼芽は桁円形乃至

長楕円形をなし、 その長さは幅の 2~

4倍或はそれ以上ある。体の上部で幅

の広い場合が多い。かかる形は幼芽が

肉眼的になって、之l乙生殖摺官が形成

されるまで略々維持きれる。



胞子の培養

中性胞子の培養

中性胞子は胞子襲に於いて記した と

同様な内容を有する。放出時及び直後

はアメ ーパ状をなすが、後円く なる。

その直径は 12~16~ (17 . 5) μ ある。

基質K附着し伸長して直立し、天然に

見られるアマノリ の幼芽と同様な発芽

体になる。

1953年 3月 8日l乙畳石鼻で採集

した n(α)体を用いて、アサクサノリ，

7;レパアサクサノリと同様な方法で、

中性胞子を培養して得た結果を Fig・

58 fζ示した。

その経過を見ると 、 4 日後 l乙は 3~

4個細胞からなる根棒状の直立体とな

り、 6 日 後には 7~8 個細胞からなる

ものも存したが、械の細胞分裂は殆ど

す h まず、 4~ 6 個稀i乙 3 個細胞の発

芽体で縦の細胞分裂を示すものが現わ

れた。以後の生長は極めて緩慢でま た

寄生菌による枯死体 も多数現われた。

果胞子の培養とコンコセ リ;A体

本植物の果胞子の培養については既

に (1953a， b) アサクサノリ(マルパ

型)3) の名のもとに報告した。即ち果

胞子は糸状発芽を行い、 貝殻を基質と

するときはコンコセ リユ体となり 、去

に胞子婆を形成し始め、秋~冬fL単』包

子を放出する。コンコセリス体の形態

的特徴はアサクサノリ と殆ど変らない。

養殖アマノリの磁類とその生活史

Fig. 57 スサピノ リの幼芽

P. yezoensis， ulIcls fouml in the sea. X 290 

U pper buds co!lectccl 011 C，'μ ilα門 α011Feb. 3， 1953 at 

NibolllTlatslI-hana. Lower uULls coJ !ectecl on D巴c.28， 1953 

from "hibi" sprcad on Dec. 12 at Tatamiishi・ura. MateriaJs 

kept in about 10 percじntfor・1ηalinsolutioll were observed. 

コンコセリ ス体の単胞子放出Kついて、筆者 (1953IJ) はアサクサノリよりも おそく 12月まで可成りの胞

子を放出すること をのべ、また黒木・平野 (1956a) はスサピノ リ (?)4) の名のもと lとその放出盛期は 9月下

旬~12 月 中旬で、 その間の水混は 23~lOOC 位であった ζ と及び放出 l乙 ì!!i'期性のある ζ と等についてのべた。

更に筆者等(黒木・秋山，未発表)の温度実験によれば本植物のコンコ セリス体は水温 100CfL於いてもよく

胞子襲を形成し且つ胞子を放出する ζ とを確めた。

放出した単胞子は中性胞子同様n:::.初めアメ ーパ状をなし、後丸くなるが、 その大きさは (9)~10.5~12.5~

(14)μ ある。 中性胞子より小さい。

発芽してヰ性胞子と同桜なアマノ リ¢幼芽になる。 1%4&平軟に培蓑せる発当体を Fig.59fと示した。 l列

細胞時￠幼芽はり~15μ の太さ を示した。細胞数の多いも のが太いが、 生長が抑え られると、 3 個細胞のも

3)， 4)共に本報告でスサピノリとしているものと同じである。

3)については 1956a p.40参照。
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Fig.58 スサピノリの中性胞子

とその発芽休

P. yez即 時sis，neu tral spores 

and their germlings(1 to 27 c1ays 
old) in the c111ture of Mar. 8， 

1954. x290. 
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Fig. 59 スサピノリのコンコセリス休の単胞子とその

発芽休

P. yezoe四sis，monospores of Co担chocelis-thalll1s

anc1 their germlings (1 to 35 days olcl) in the culture 

of Oct. 31 anc1 Nov. 6， 1954.x290 

のでも 14μ の太さを示す ζとがあり、 そ￠差I;;t 小 さい。縦a: 絞胞分裂は培養 t乙よって異なるが、 3~13 個細

胞の発芽体で初めて現われた。

なお 1955年には乙の単胞子を海で培養して成体を得た(生態の忽祭の項参照)。

生態の観察

本植物は湾口 ・ 湾タれと於いて天然 l乙多数着生し、 また海苔fJ~(ζ着生する。湾内では殆ど着生しない。なお最

近までは湾外で海苔養殖を行う ζ とは殆どなかったので海苔mK本植物の着生する乙とも極めて稀であった。

本植物の生態的像祭は既述したよ うに、天然lζ着生する ものを、主として代ケ崎 白石鼻 二本松鼻 ・石浜崎

(北側) (ζ於いて定期的lζ月 l乙 1~2 回行い、 ま た そ￠詳細を知 る た めに口石慌に於いて鋲起訴験を行い、 更に

コンコセリス体の単胞子を室内で海苔t誌に附着させ、 ζれを塩釜i禽iζ移殖して養殖した。

初めに本植物の天然IL於げる生育状態Rぴm@養殖訟験の方法 ・着生の概要についてのべる。

天然に於ける生育状態

本植物は天然tζ於いては湖庖帯のや 〉上部から!lU鮒[務の上部にかけて存し、 岩・ フヂツボ・イガイ ・イ ワ

ヒゲ ・マツノ リ・ カイノ リ・ ヒラムカデ ・ユナ・ヒ ヂキ ・ウミ トラノオ ・ジョロモク ・ハリ ガヰ ・テングサ ・

アラメ等の藻類i乙着生する。岩 ・フデツボには高潮位iζ於いて着生している。松島湾tζ於いては岩iζ附着す る

ζ とは少く 、他の滋類上で最も良く繁茂する。

本積物の着生は 1 2 月以前は少く 、 最も 多 く着生・繁茂するのは 3 月~5 月 である。 6 月下旬Kなると少

くなり 、 7月になると 殆ど流失し、 8月iとは見 られなし、。 12月明までは高潮位l乙着生しているが、 1月・ 2

月になると炊第l乙低潮位l乙着生する ようになり 、若い長州円形・ 楕円形の ものが多数出現し、 3月以降は低潮

線前後でよく繁茂し 、 高潮位の も のは袈微す る。 ζ の着生間￠変化を~石弊について見 る と 、 初めは直潮位の
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養殖アマノ リの種類とその生活史

イガイ ・オゴノ リ・オキ ツノ リに附着し、rxいで1=1二l問{立のマツノ リ、 低~:自位のヒラムカデ ・ヒ ヂキ等l乙着生す

るよう になる。代ケ崎では高潮位応岩から中間位のフクロフノリ 、 低潮位のヒラムカデ ・ユナ等と着生層或は

基質を変化する 。なお 1月・ 2月l乙他藻上l乙着生しているも のを見ると 、 多数の小さい業体の中氏 2.3の大

きい業体が着生している。

12月以前¢着生は極めて少ないが、 11月中旬fC4.5cm或はそれ以上の卵形或は円形のものが少数現われ

てくる。より以前については位石輿fC於いて 10月上旬iζオゴノリ・ 7 ツノリ上K於いて 100μ 前後の本植物

の幼芽と思われる ものを認めたのが最 も早い。 乙れらより見ると 、その数は少ないが， 本植物の肉眼的大きさ

として天然fC出現し始めるのは少くとも 10月下旬乃至 11月上旬頃から と思われる。 なお顕微鏡的或は肉眼

的幼芽は 12月から 3月乃至 4月の聞は多数認めら れる。

12 月以前の着生の多少， ~湖位から 低潮位への着生の移行の時期JJ.ぴ 3 月以降の繁茂の多寡は場所によっ

てまた年によ って多少桑な る。代ケ崎の堤防ではE石鼻fC比べて 12月以前にも比較的多く 着生し、低潮位へ

の移行もいくらか早し、。 乙れ応対して石浜崎の北{t!1j[，:!]の磯では 2月下11旬頃までは肉眼的大きさのも のは稀で、

3月上旬頃からやっと肉眼的大 きさになったも のをマツ ノリ 上に多数認めるよう になり、 4月になってよく繁茂

するようになる 。また 2月・ 3月i乙槌色がひどく現われるような場所 ・年Kは繁茂はあまり良く なし、。

なお謁査を行った 畳石鼻・石浜崎は稀t乙高潮位の岩lζ ?;レパアマノリと思われるものの着生が見られたが、

殆ど本植物のみが着生・繁茂した。 代ケ崎は マノレパアサクサノ リの項でのべたよう lζ 多くの種類が着生してい

たが、ヒラムカデ ・ユナ 等に着生するのは本f荷物だけであった。

筏建試験

lJi!:石浦 (1953~'54)

鎮の建込みは Table14のように 1953年 9月から翌年 3月まで、毎月 2回乃至 1回行った。 使用した渓

は長さ 2間，幅 4尺の榔子細J(コイ Jレヤーン、製の綱領Eであ る。網の長込層は一つは潮位 100~110cm 位、

他の一つは之より約 30~40Cl11下の 60~70cm とし た。 10 月 31 日以降の建込みでは 9 月~ 10月の鋲lζ

附着した本積物が中性胞子を放出し始めたので、普通の建込みの外はこれ等の筏の上l乙重ねて 2棄を張 り胞子を

附着させて後tζ移殖した。 潮位 100~110cm IC張った鋲は、春ノもになって昼間の干出が多く なったので、2月

8日に約 10Cl11下げ、 3月 10日に更fC 2()~30cm 程下げた。 3 月 25 日の篠は畳石鼻の本種の着生してい

Table 14 畳石浦 ( 1 953~'54)に於ける海苔侠建込試験

Spreading of "hibi" at Tata.miishi-ura. 

1 ." ，Iduration of the 11 1 ..， ， 1 
numberl _ __ _ _ .，，_ ~ 1 tide level I Uc~:.~~-:::_ :，:.~~"~ Ilnumberl __..__.".._ I tide level I duration of the 

o f l s p r e a d 1 11 g 1 0 f t h e 1 6 4 1;:γ 2F 41 J e o f 1 5 P I 削 1 暗 l o f t h e l c o v e r l n g o f ‘H勺百川川'1市川川hi凶刷11刈ib町コ孔庁iγ，
，百h耐'川'1 date 1 spreadil暗 1 '''V. o~巴 11 "hibi" 1 clate 1 spreading 1 011 other one 

195J cm cm 
No.1 Sept. 11 100~ 110 6-1p，2p Nov. 16 1 00~110 until Dec. 3 

l' 60~ 70 
7 

Dec. 3 100~ 110 Dec. 22 』惨

7-1p，2p " 

2 24 100~110 
7 ' 

" 60~ 70 
7'-lp，2p " 

2' " 60~ 70 8-3p 22 100~ 110 " Ja.n. 6 

3 Oct. 8 iO(J~110 8 '-3p " 60~ 70 " " 

3 ' 60，~ 70 9 1954 
iOO~110 Ja.I1. 16 " 9-4p Jan. 11 " 

4 22 1 00~ 11 0 
9' 

60~ 70 9'-4p " " " 

4 ' 60~ 70 
10 

Feb. 8 100~110 Feb. 20 " 10-1 p，2p " 
1 00~ 110 until Nov. 16 11 Mar. 25 20~ 40 covered on rock wh巴re

PorPhyra grows 

Ip， 2p ，・0・ showingthe covering of "hibi" on the "hibi" of No. 1， No. 2・
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Table 15. 畳石浦 ( 1953~'54) に於ける各建込伎のスサピノリの生長

Growth of P. yezo問 sison "hibi" spread on different date at Tatamiishi-ura ( 1 953~'54 ) 

No. 

No. 

2' 

No. 3 IOct. d I 

守l…Ið，~101 'γ 3回

3' 1 10.3~0.41 5~6 1"  ，， 1 1 5~20 
ヤト

ζフ、
4 I Oct. 22 I I ~i~ro . 1 ~~ 乞コ、 No. 立licro.10.3 1.5~1. 91 3~5 

I ~(lU ) 1 ~(24)1 '){I} 

" 

No. 5ゅ|ω 31I I m?cro. ¥ ~~ i58 i72 183 
100 I 112 130 :$ 

micro.1 0.2 4~6 1 5~7 

o. 6刻Nov.161 1 9 128 I42156 | 立11cmOl~0150.5~0.64~5 

;-~~ I Dec. 31 7-2lp p Dec.3 micro. 1 micro. micro. 0.1 1 r1i~ro. 1 ~i~ro . 1 r!i~ro. ¥ ~~ 0.15 1 0 .5~1 1 1~2.5 1 3~5 1 6~8 1 5~10 1 1O~12 !67 179 197 1109 1m 1131 lm 

No. 8-3p [恥忽 l 6 120 131 148 160 |78 I90 1110 1 micro.m1cm.micro.micro. 01~01201~025 0.1へ0.213~4 1O~15 

N09|附 l9-，p I Jan. 11 
114 131 143 161 l73 193 l105 lm m1cm. micro- micro-007~0.0801~0.305~1 4~6 10~l(b24~ ) 

g-it 1 Feb. 8[ 
112 I30 l42 i62 10-21p p Feb. 8 micro. ¥ micro. ¥0. 05o. 1 ¥ 0.3 3~5 1 10~15 

~(22) 

11 I Mar お 117 129 l56 No. micro. I 0.3~ I 6~10 
0.55 

Gothic numerals indicating the number of days passed after the spreading. 



養液アマノリの種類とその生活史

る岩の上tζ被せて胞子付した。

9月から 3月までの聞に建込んだ高糊位のt誌にはすべて多数の本植物の幼芽が着生した。特に重ね漢を行っ

た 10月 31日 (No.5-1p) ， 11月 16日 (No.6-1p， 2p)， 12月 3日 (No.7-1p， 2p ; No.7に1p，2p)， 

12月 22臼 (No. 8-3p; No. 8' -3p)， 1月 11日 (No.9-4p， No. 9' -4p) ， 2月 8日 (No. 10-lp， 2p) 

の僚では多量に附着密生した。岩張りした No.11でも多数の附着を見た。低潮位のものでは何れも珪藻等の

附着が多くて、アマノ リの附着は少く 、 特lζ12月 3日 (No.7')， 12月 22日 (No.8')， 1月 11日

(No. 9') では極めて少なかった。

本植物以外の~I乙附着したアマノリの種類について 、 9 月 11 日 (No. 1， 1')， 24日 (No. 2， 2')， 10 

月 8日 (No. 3， 3')， 22日 (No. 4， 4つではアサクサノリの民生が見られた。 この間建込日の遅いもの

程アザクサノ リの民生は少く 、 10月 31日 (No.5-1p)では稀l乙発見できたマけである。以後の筏には本植

物だけが着生した。

幼芽附着後の生育について見ると 、

No. 1， 2， 3， 4では順調に成長したが、 No. 4で縮れノ リが多く見られた。 3月 10日K銃を下げて後

Iζ、 22日iζ業体l乙娃藻の附着が少し認めら れ、 4月 11日には佳藻が一面tζ附着して所謂ドタ箆れとなり 、

4月 23日l乙はなおいくらか残存せるものがあったが、 5月 20日にはすべて流失していた。

No. 1'，2'，3'， 4'では着生したものは十分に成長したが、 12月 8日頃から葉体IL珪藻の着生が見られ、

老葉から次々に流失し、5月 20日には No.1， 2， 3， 4同様にすべて流失していた。

No. 5-1p， No. 6-1p， 2pは重ね鎮の期間が長すぎて幼芽の着生が多過ぎ、移殖後は筏lζ珪藻が多量附着し

て枯死幼芽が多く 、成長したも のは鎮の少数部分lζ於いてのみであった。共に縮れノリが多く 見られた。 3月

10日i乙5棄を下げて後は No. 1， 2， 3， 4と同様にドタ腐れとなり 、 5月 20日にはすべて流失していた。

No. 7， 7-1p， 2p， No. 8-3p， No. 9， 9-4p では何れも侠にヒピミドロが着生して 1 月~2 月には 0.5~

1cmの長きとなって幼芽を覆った。 3月 10日にはヒビミ ドロは乾燥のため枯死したが、幼芽の枯死もま た

見られた。 3 月 1 0 日 IC~棄を下げて後は業体i乙珪藻の附着も見られ、 充分な大きさに生長し た ものは少数であ

った。 7月 5日にはすべて流失していた。

No. 7'， 7'-1p， 2p， No. 8'-3p， No. 9'-4pは建込或は移殖後間もなく佳藻の附着極めて多く 、幼芽は之

1C'l買われてすべて枯死し、成長したものは見られなかった。

No. 10， No. 10-1p， 2pでは珪藻 ・ヒビミドロの着生はなかったが、 2月 20日 3月 10日Kは伎の乾

燥が大きいせいか、枯死幼芽が可成り見られた。 3月 10日漢を下げて後の経過は No. 7~C)と略々同様で

ある。

No. 11は幼芽の附着後順調な生長を示したが、 6 月 4 日 ~7 月 5 日の聞に僚が浪にさらわれ、 6月 4

日までの経過しか見る ことが出来なかった。

以上の各筏i乙着生した本植物の生長経過の大略を Table15 I乙示した。

塩釜湾 (1955~.56) 

30cm 立方の小型水械を児いて、本積物のコンコセリス体の単胞子を 1955 年 9 月 18 日~ 1CJ日にコイ Jレ

ヤーン製の縮筏 t長さ 2間，幅 4尺) I乙附着させ、ζれを 9月 20日10箇釜湾に移殖した。移殖時l乙単胞子の

発芽体は 1~2 個細胞の幼芽と なり、 その着生数は銃糸 12~13cm 聞に1O~20 個{立であった。僚の波込潮位

は普通の高さである。 乙の僚に更に 10月 31目、 11月 25日及び '56年 2月 24自に重ねS棄をして親鎮

のノリの中性胞子を附着させζれを養殖した。

単胞子の発芽体は肉眼で認められる位の大ききまでは順調に生長したが、 中性胞子が形成されるよう κなっ

てからは伸長は殆どす〉まず、また池の附着・病害の発生等のため 12月には大部分が流失した。 しかして以

後は中性胞子による二次的な幼芽が多数着生して繁茂した。 なおこの僚にはアサクサノリも 混生した。 10月

31日の霊ね僚には多数の本植物が着生し、順調な生長を示した。 11月 25日の重ね鎮では多数の幼芽が着生

したが、 移殖後ヒピミドロ ・桂藻等の着生が多く 、ζれK覆われて、 十分な大主さに生長したものは少なかっ
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黒木 宗 角

Table 16. 織釜湾 (1955~'56) に於けるスサピノリの生長

Growth of P. yezoensis at Shiogama (1 955~'56) 

A Spreading on Sept. 20， 1955 B Spreading on Oct. 31， 1955 

height date height 

Sept. 20 (2 days old) 1~ 2 celled Nov. 17( 18days old) I 100~200μ 
26 ( 8 " 100~220μ ( 4~6 rowed of cells) Dec. 23 (53 " ，，) I 4~5 cm 

Oct. 3 (15 " 190~400 " Jan. 28( 89 " ，，) I 15~16" 

" 1.4~4.4mm Mar. 13(133 " ，，) I 1O~20" 

18 (30 " 4~8 " 
25 (37 " 6~18 " (round 0了 reniform)

Nov. 5 (48 " 6~13 " 

17 (60 " 9~17 " 

A Culture of monospores of Conchocelis-thalli settlecl on "hibi" on S巴pt. 18~19 at 

laboratory. 

B Culture of neutral spores of young leafy thalli (A) settled on "hibi川 bycovering 
on the "hibi" A. 

た。 2月 25日の重ね鎮では着生幼芽は少なかったが、生長して成体となった。

乙れ ら の植物は 1 月 ~4 月 lζ最もよく繁茂し、以後次第lζ衰微し、 6月末まで僅か乍ら存したが、 7月下

旬1[.はすべて流失していた。

単胞子の発芽体及び 10月 31 日に重ね篠して得たものの生長経過を Table161ζ示した。

以上の天然に着生するもの，宮英建試験及びコンコセリス体の単胞子の発芽体の養殖試験から次のような本植

物の出現 ・生長 ・消失の状態を知るζ とが出来る 。

出現 ・生長・消失

本植物は 10月上旬乃至下旬から肉眼的幼芽として現われ、 11月中 ・下旬から 5月の聞によく繁茂する。

6月になると衰微し、 7月になると殆どな くなり、 8月lζは見られない。

葉体として発芽する胞子は 9月から 3月にかけて存し、顕微鏡的或は肉眼的幼芽は 3月乃至 4月まで引

続いて現われる。

着生した胞子は早いものでは 3~4 週間で肉眼的大きさに達し、 2ヶ月{立すると十分な大きさの成体とな

る。乙の生長はその生育環境とも 関係があるが、秋κ出現したもので早 く、 冬期のも ので緩慢となり、春にな

って再び早く なる。乙れを畳石浦の篠建試験によって見ると 、Table15の如く 、 9 月 11 日 ~11 月 16 日の建

込みの僚では 1ヶ月前後で肉眼的大きさ に達し、 9月 11 日建の もの (No.1)が 11月下旬、 9月 24日

のもの (No.2)が 12月中旬、 10月 8日のも の (No.3)が 1月上旬、 10月 22日のもの (No.4) が

2月上旬、 10月 31日のもの (No.5-1p)， 11月 16日 (No. 6-1:.>， 2 p) が 2 月下旬~ 3 月上旬には充

分な大 きさに達していた。肉眼的大きさになって以後の生長は No. 1， 2は略々同じであるが、他のものは建

込の遅いも の程生長が緩慢となってい る。 1 2 月 3 日 ~1 月 11 日 (No. 7-9) の建込みの ものでは肉眼的大

きさになるまでに 2ヶ月前後を要し、以後の生長 も緩慢で 5月下旬に最大の大きさに遥した。 2月 8 日の

主主込 (No.10) ではや〉 生長が早く なり、 3月 25日 (No.11) では 9月・ 10月建の ものと 同様な順調な

生長を示している。また低潮位i乙張った筑の方が高潮位のものより生長は早く なっている。

塩釜湾l乙於ける単胞子の養殖では 23日後i乙は肉眼的大 きさとして認めら れたが、 以後は極めて旺盛な中性

胞子形成のためか伸長は殆ど認めら れず、体は円形乃至腎臓形をなし て体長より幅の生長の方が大 きかった。

10月 31日の重ね網によ るものは壁石浦 10月 22日乃至 31日のものと 略々同様な生長をなした。

以上の如き生長の経過は場所或は海苔鎮の管理の如何によ って も差が出て くるが、大体の傾向は これによ っ
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Table 17. 畳石浦 ( 19S3~'54) の各建込僚のスサピノ リの生殖器官の季節的変化

P. yezoe叫sis，seasonal change of reproductive organs in the plants on "hibi" (net) spread on di妊erent cla tes 

at Tatamiishi-ura ( 1953~ 'S4 ) 
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てうかがい知ることが出来る。

天然lζ着生するもので 3 月 ~5 月がどE二 ノコ盛期であるのに対し、侠iζ着生するものでは 11 月 中 ・下句から

4月頃までが繁茂の盛期であった。 これは天然iζ於いては出現初期に適当な基質lζ恵まれないために繁茂がお

くれ、僚に於いては一般的κ云って高潮位に張込まれており、 また波浪の少ない静かな場所にあ るために手ま

めな僚の管理をしなければ、季節と共に変化する気象海況にI1国応し難いために消失が比較的早くなるもののよ

うである。

生殖器官の季節的変化

上記の生育状態の調査と共に生殖器官Kついても調査し、 代ケ崎 (1952~'53) ，畳石鼻 (1953~'54) ，石浜

崎北側 (1954~ ' 55) の天然lζ着生するもの及び畳石浦 (1953"，，'54) の建込僚に着生したものの調査結果を

Table 17， Fig. 60 K示した。

之等の調査Kよると無性生殖器官だけを作る個体 (η 体)は 10 月 ~2 月"-' (3月)、有性生殖器官だけを形

成する個体 (ca 体)は 12 月(稀K11 月)以降消失期 (7 月)まで存する。乙の間 10 月 ~3 月には中性胞

子襲と精子嚢を同じ体i乙有する個体 (na体)、 (10 月 )~ll 月 ~3 月 ~(4 月)には中性胞子襲・精子嚢・嚢果

を同じ体K有する個体 (nac体)が存する。 10月，，-， 11月は ca体なく、 4月以降は ca体だけとなる。之

を形成される胞子について見ると、 中性胞子は 10月，，-， 3月(稀iζ4月)に、果胞子は 11月から消失期まで

存する。そして 10月は中性胞子だけを、 4月以降は果胞子だけを放出し、乙の中聞は中性胞子 -果胞子共に

放出している。

乙のような生殖器官の季節的変化はその着生状態と共K場所或は年Kよっていくらかのずれがあり、 また同

じ場所でも建込日・ 建込潮位を異にした篠による差異も見られる。
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養殖アマノリの種類とその生活史

代ケ崎l乙於いては比較的早くから着生が認められたが、 l月・ 2月l乙多数出現し、 5月までよく繁茂した。

ノリ摘みもあった甘いか 6月iこは極めて少くなった。 n体は 3月まで在し、 ca体は稀ではあるが 11月 18

日にも存した。また 4月κ比較的多くの nac体が存し、以後も稀ICllaC体が認められた。即ち生殖器官の

有性化が比較的早くから見られ、また比較的おそくまで無性生殖が見られた。

畳石鼻lζ於いては 12月の着生は未だ少し 1月・ 2月から多数出現し、 5月までよく繁茂した。 6月は

や〉衰微し、 7 月下旬には稀lζ その存在を知るだけであった。生殖器官は 1 2 月・ 1 月は n 体 • 1l(l 体だけ

で ca体は 2月から認められるようになった。 3月lとなると J/ 体は見 られな くなり 、 4月以降は印体の

みとなった。即ち有性体の出現がおそく、無性生殖は代ケ崎より早く見られなくなった。

石浜崎北側i乙於ける 2月までの着生は極めて少く、 3月l乙漸く肉眼的幼芽の着生が多数認めら れ、 4月~

5月によく繁茂した。生殖器官については 3月まで山体だけが存し、 4月以降は ca体だけであった。即

ちζ 〉では 3月以前の着生極めて少く 、乙の閣の無性生殖は顕著でなかった。

なお乙の地点の着生の状態は中性胞子による二次的繁殖よりはなしろ岡地iζ多数生育していたコンコセリス

体と大きい関係があるのではないかと思われた針。

畳石?南の篠 l乙於ける着生状態は前記した通りであるが、 n 体は 10 月~1 月比存し 、 ca 体は 12 月以降lζ

存した。 2月になると n体はなく 、 3月l乙は 11日体もなくなり大部分が ca体で 4月以降は Cll 体だけと

なった。即ち無性体 ・有性体が早くから見られ、更11:無性体は早くから見られなくなった。

これを更に建込日別K見ると 、 9 月 11 日 ~10 月 31 日の No. 1 ~ No. 5-1p及び No. 1'~4' では n

体・ na体・ nac体・ ca体すべてが現われたが、 11月 16日の No.6← 1p， 2pでは 11体なく、 12月 3

日以降の No. 7~ 11 では ca 体だけしか現われなかった。なお n 体は No. 1~2 ， 1 '~2' では 11 月下旬

lとはなくなり、 No. 3， 3'では 12月下旬以後、 No. 4， 4'， No. 5-1pでは 1月下旬以降な くなっている。

之に対し ca体は No.1~3 ， 1'~3' では 12 月下旬から 、 No. 4， 4'， No. 5-1pでは 2月上旬から、 No. 

6では 2月下旬から現われている。早 く建込んだ鎮で早く無性体が見られなくなり、 また早 く有性体が出現

している。 ζ の 12 体形成時期に 12体の早くなる絞を見ると 、未熟体はなお存し、生殖器官を形成し始める も

のは刀体を経ずに ηα 体となっている。これは鋲上の植物体の着生状況即ち組成と関係があるように思われ

る。

更に着生水位等の差によって、形成される生殖器官がより有性的な場合と無性的な場合とがある。壁石浦t乙

建込んだ漢の No. 1~3 1日、ぴ No.1'~3 ' 11:於いて は 12 月中旬~1 月上旬にかけて上水位の No. 1~3 よ

もり下水伎の No. 1 '~3' でより無性生殖が盛んであった。なお畏石輿l乙於いて 2 月は上水位でより有性的

なのが多く、下水位で無性的なものが多かった。 ζれは業体の老若と大きい関係をもっているが、 着生水位も

いく らか関係があるよう に思われる。その他畳石鼻 (1952~'53) の調査で 4 月 2 日は殆どすべてが ω 体に

なっていたが、岩蔭になっている 7 ツノリ上のも のに於いては l1ac体が多く、 ca体は少なかった。

以上のように場所によって或は漢によって生殖器官の季節的変化lζ多少の差が見られるが、 隣接する畳石鼻

と畳石浦の荻或は建込日を異にした各僚を比較して見ると興味深い。

次Iζ生殖器官の変化を個体別tζ見ると、各時期tζ筏鐘した実験結果から、初期出現のものは若い時に無性生

殖を行い、次第K生殖器官が有性化し、老成すると有性生殖のみを行うようになり 、 後期出現の ものは無性生

殖を行う ζ となく、初めから有性生殖器宮だけを形成する乙とが分る。即ち 10月r----2月iζ生殖器官を形成し

始めるものは n 体→ m 体→町IC 体→ ca体(時IL1'1"体→ nac体→ ω 体或は llllt 体→ ca体lの過程

を、 3月κ形成し始めるものは na体→ nac体→ ω 体或いは nac体→ ω 体の過程を経、 4月(時i乙2月)

から生殖器官を形成し始めるものは ω 体の時代だけとなる。

無性体が有性化するときの J1.llC体について、その生殖器官は 1月頃までは体の下部i乙於いて、より無性的で

あるが、 2月以降になると、こんどは体の下部に於いて、より有性的な傾向が見られる。但し古い個体では 1

5) 黒木・ 平野 1956a， p.33参照。

( 71 ) 



黒木 宗 倫

月以前に於いても体の上部でより無性的なものもある。

生殖器官を形成し始める体の大きさは既述したように 1~7cm 位であるが、 淘釜湾 (1955~'56) でコンコ

セリス体の単胞子を培養したときは 3~4mm の大き きで中性胞子を形成し始めた。胞子附着後中性胞子形成

までの日数は畳石浦 (1953"，，'54)の実験で見ると、Table17から分るようK.27~58 日を要している。早期附

着のもの程形成までの日数が短し、。 上記の塩釜湾の実験では 23日で中性胞子を形成する ようになった。 乙の

無性生殖は塩釜湾の如く栄養の豊富な所で早く行われ始め、また盛んなようである。

生活史

以上の実験 ・観察から本植物の生活史を次のように要約することが出来る (Fig・61，73)。

。
Monospore 

(Sept. ~ Dec.) 

¥ CONCHOCELIS-PHASE 
(NOV.-DEC. in next year) 

Fig. 61 スサピノリの生活環

P. yezoensis， life-cycle. 

む
C'arpo.spor色

(Nov. ~ JuJ'y) 

/ 

本植物は 10月上旬乃至下旬頃から肉眼的幼芽と して出現し、 初期出現のものは 11月下旬乃至 12月上旬

には充分な大きさの成体となり 、 12月"， 5月の聞に最もよ く繁茂する。 6月になる とや〉衰微し、7月には

殆ど消失する。但し天然に於いては 3月"，， 5月lζ 最も 多く 繁茂する。

ζ の間 10 月 ~3 月1Lは中佐胞子を形成して盛んな二次的繁殖を行い、 多数の幼芽を生ずる。一方 11 月以

降消失するまで果胞子をも形成・放出する。 4月以降は果胞子だけを形成する。

生殖器官を形成する体lζ無性生殖器官の中性胞子襲だけを有する個体 (n体)，中性胞子嚢と精子婆を有する

個体 (na体)， 中性胞子嚢 ・精子襲及び褒果を有する個体 ¥JlaC体)及ぴ精子嚢 ・襲果の有性生殖器官だけを

有する個体 (ca 体)が存する。 11 体は 10 月~2 月，山体は 10 月~3 月 ， nac 体は 11 月~3 月 1(，存し 、

ca体は 12月以降消失期まで存する。即ち 3月以前には n体， 間体 nac体或は ca体が存するが、 4 

月以降lζ は ca 体だけとなる。 乙れを個体別に見ると無性生殖を行 う 10 月~3 月 i乙は生殖器官の形成初期即

ち若い時iと無性生殖器官を作り 、老成するにつれて有性生殖器官を作るようになる。 4月以降、は初めから有性

生殖器官だけを形成する。

放出した果胞子は海底の貝殻IL附着してコンコセリス体となって越夏し、 9月""，12月に単胞子を放出して

次期出現の業体のも とと なる。
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考察

本植物は卵形 ・楕円形乃至長楕円形で屡々円形をなす ζ と， rt権維同体で総~fが縞状をなす ζ と，精子婆<1/4 ，

b/2~4 ， c/ (4) ~8，嚢果 a/l九 2 ， b/ (1) ~2 ， c /2~ (4) の分裂様式，幼芽は 6~8 位の細胞になった時l乙初め

て縦の細胞分裂を行う 乙と，楕円形乃至長楕円形の幼芽、生態的lζは中性胞子形成κよる無性生殖が秋から春

先lζかけて長期Il:亘り 、またコ ノコセリス体の単胞子放出期も 長く 、生育期も長い 乙と等の特徴をも ってい

る。

卵形乃至円)f~をなすものでは縞状の経斑を示す点において 7ノレパアサクサノリに似るが、 形態的には上記の

精子褒 ・嚢果の分裂・体の色・ 厚き等によって区日!J出来る。

本植物はその体形・雌雄同体で縞状の精子嚢斑を示す乙と 、 体の，写さ・ 細胞の形・大きさ等ス サピノリの原

記載(殖回， 1932) とよ く一致する。 また精子饗・嚢果の分裂様式もよ く似ている。しかし 乙の 有性生殖器官

の分裂様式を原記載と比較して見る と、原記載では精子婆の分裂が a/4，b/2， c/8，嚢果の分裂が a/2，b/2， 

c/4となっていて、本植物では精子褒の bの分裂がより 多く 、婆果の cの分裂が十分でない。

乙の差異について Tanal王a(1952) は殖回の原記載 と同様な分裂様式を記しているが、 図 (Fig. 19， G) に

よると精子嚢の bの分裂が 4のものもあ る。ζれに対して福原 (1958) は北海道の余市 ・高島・ 忍路・奥尻

・松前 ・函館 ・有珠 ・室蘭等のス サビノリを観察し、 乙れらの精子襲の分裂は a/4，b/4， c/8， 婆果の分裂は

a/2， b/2， c/4 であるとのべた。 ま た須藤 (1957) は東京湾の ス サピノリの精子襲・褒果の分裂は夫々 a/2~

4， b/4， c/8; a/l~2 ， b/2， c/4と記している。

筆者は別報 (1959b) のようにスサビノリの原産地 と思われる室闘に於いて 1955年 12月から 7月の問、

4固に亘って同地で採集観察を行い、同地lζは有性生殖器官の分裂様式は別にして外形その他の形態的特徴

が原記載とよく一致するものが多数繁茂していた 乙と，精子嚢・嚢果の分裂様式は夫々 a/4， b/2~ム c/ (4) 

~8; a/2， b/l~2 ， c/ (2) ~4 を示し 、 夫々の cの分裂が 8，4となり十分成熟している個体で精子襲の b/4

の分裂の少ないものが比較的多く 、 また ζの b/4の分裂が稀にしか見 られないものもある 乙と， 更に精子褒

の c の分裂が 8~16 Kなれるもの、嚢果の aの分裂が 2以上lζなれるものの存する乙と等を毎察し、 スサ

ピノリの精子襲・褒果の分裂様式はその老若或は生育環境によってある変異が存し、 スサビノリの原記載は前

記の如己精子襲の b/4の分裂が稀iζしか見られない標本によったものではなかろうか と述べた。

一方乙の室闘の材料を松島湾の本植物 と比較してみる と(Table18)、タ千形その他の特徴はよ く一致するが、

スサビノリの原記載との比較と 同様に嚢果の c/4の分裂が、松島湾のもので十分でない。また生態的にも両者

はよ く似ているが、室蘭ではイガイ 上の着生が多く 、松島湾では他藻上の着生が多し、。 なお室蘭に於ける採集

・ro:察は 4回だけで十分な 乙とは云えないが、 無性生殖若宮官を形成する体が松島湾lζ於ける 程多く ないよう iζ

思われた。 しかして ζれ らの差異は生育地の差lζよるもので両者を区別する程のものではないと筆者には思わ

れる。

以上のような検討のも とに松島湾の本縞物をスサビノリ と同定する。

なお殖回は朝鮮の 日本海沿岸及び北海道北部から fcoreana Uedaを記載し、体lζ裂片を有するこ と多 く、

体がや h薄く 、断面K於ける細胞の形がや 〉円形(高きが幅より 余り 大き くない)をなし、褒果の第 3(c) の

分裂の方向が傾斜する等の特徴をのべている。図 (Pl.V， 1-5) Kよる と精子嚢の cの分裂は殆ど 4の如く 、

嚢果の cの分裂も大部分が 2で、 4の分裂を行わん としているものが少しあ るだけである。 Tanaka もま

た北海道歌棄の水深 3~7 尋の所か ら f lunoshita; Yam. et Tanakaを記載し、体が長く 、や〉薄 く、 嚢果

は 8つ、稀に 16fζ分裂し、 精子嚢の分裂はスサピノリに似ていることを述べている。 なお図 (Fig. 2()) K 

よると精子嚢・嚢果の分裂は夫々 a/4，b/2~ん c/8; a;2， b/ (1) ~ 2， c/2~ (4) となり 、 婆果の分裂が 不十

分である。

f. C01"eanaについては Tanakaは品種 としての価値を否定している。 f. kinoshit仰については福原 (19

58) はその原産地の標本を調べ、 精子襲・襲果の分裂は夫々 a/~ ， b/ ~ ， c/8; a/2， b，2， c/4なる乙とをのべ、

また品種 としての区別l乙疑問をのべている。筆者 もまた福原氏の御好意により 、 同地の材料 (1958年 3月 21
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Table 18. スサピノリ の原記載及び室蘭・松島湾のスサピノリ及びウタスツノリの特徴の比較

Characters 01 P. yezoensis in its original desc1'iption， at Mu1'o1'an and Matsushima 

Bay and of P. yez即 時sisf. kinoshitai at Utasl巾 u・

10叩 a叫1d 白 α叩吋吋1T叩可ザt刈
l (Ue伐E九 l悶93勾 i

s別!ze 、， 1 1叩0~2勾O x 3~13cm I (length x b1'eadth) I 'v' -~V ̂  V' -'uvu. I 

叩

thickness 
of thallus |…μ| 
ぷ111 11川 )μl

oft:凶 dia I a/4， b/2， c/8 

thickness 
of anth. part 

Muro1'an 

5~25 x 1~18 

1~5 

40~52 

1O~26 x 8~16 

Matsushima Utasutsu 

5~20x1.5~8 17 x 5.5 

1~5 3 

35~50 40 

15~25 x 11.5~16 18~26 x 12~20 

a/4， b/2~4 ， c/8 

44 

ぷ出~rps I a/2， b/2， c/4 ト/2，b/l~ 2 州~41 a/2， b/h 2 山)トパ b/1~2 山 )

thickness 
of cyst. part I 

season I 

of growth 

rock 01' othe1' 
Sl耐 凶a ¥ ~V~~ ~îg~~ 

1'ep1'od. o1'gans 
乱ndth巴11'

seasonal change 

| 60μ|ω 

I ~N 口仰v. ~ μμ川ly I 似 ~ 附 i 
| 叫 1111川……u凶附叩1凶m叩s臼 悶5臼副el l … m s d l 

aco1'n barnacle， a∞rn ba1'nacle， 
or other algae 01' other algae 

叫 Feb.~Mar. I 1包 Oct.~Feb.

?叫 Dec. 四a Oct.~Mar. 
Feb.~Mar. 

nac Dec. 叩 c Nov.~Mar. 
Feb.~Mar. I 

ca (Dec.)ωDec.~July 
Feb.~Ma1'. 

ととι」正之
Fo1' the desc1'iption of叫担ι 叫ac，ca see Fig. 43 (P. k叫仰edai)

44 

rock 

日採)を観察する ζ とが出来たが、その材料は松島崎の直前自間帯lζ現われるものと 全く区別する乙とが出来

ず、精子嚢・婆果の分裂は筆者の表現によれば夫々 a/4，b/2~4 ， c/S; a/2， b/l~2 ， c/2~ (4) で、嚢果 a/4

の分裂は稀にしか見 られないもの、所々見 られるものがあった。なお長さ 17cm，幡 5.5cmで楕円形の植物体

についての観察結果を Table18 K附記した。

上記のように両品種共に嚢果の cの分裂の不十分な点等松島湾の材料によく似ているが、 現在の所では筆者

にもなお両品種の区別については疑問がもたれる。

玖:Ie:.本植物は殖田 Tanakaが既l乙のべているように P.leucosticta Thuretとよく似ている。 Janczewski

(1872)， Berthold (1881， '82)， Rosenvinge (1909)， Hamel (1924)， Kylin (1944) 等Kよると P. lezu;ostic! a 

は卵形・ 楕円形乃至長楕円形をなし、峰雄同体で体の上部lζ縞状の縫斑を示す。精子襲 ・襲果の分裂は夫々

a/4， b/2~4 ， c/4; a/2， b/2， c/2のようである。しかして殖回， Tanakaは生殖器官の分裂様式が異なる点

によ って両者を区別しているが、前述したよう に乙の分裂様式i乙可成りの変異があるとすれば、 この点だけに

よる区別にはなお間闘が残されているよ うである。筆者は P. leucosticta Iζ普通の有性体の外lζ 中性胞子形
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成のM性体，精子襲と中性胞子襲を有す る{間体，精子襲 ・嚢果 及びItl性胞子襲を有する個体が存するという、

筆者のスサピノ リの鎮祭 とよく 一致する Berthold， Dangeard (1931) の記械をこ〉に附記してお きたし、O

Rosenv inge (1909)が P. le1lcωIlclaの精子護部氏婆果が散在していることがあると述べてい るの もこれに

関係があるよう に思われる。 なお Dangeard (1927)の Pl. XIl Fig. 2~8 I乙示されている FIICIIS上の P 

lellcoslil a の 9~10 個細胞で縦の細胞分裂を行っている幼芽は本植物のそれ と よ く似ている。

殖田 (1932)が Pl. XVI-2 Iζ示しているイワヒゲ上のアサク サノリ及び Tanal切 (1952) が Pl. 11-2 I乙

示している イワヒゲ上のアサク サノリとスサビノリとの関係についてはアサクサノリの項に於いて既に述べた。

木下 ・渋谷 (1941，'42)が述べているスサビノ リは本種とは異 り7 ルパアサクサ ノリである 乙とについて も既

に述べた。須藤 (1950) の“ア サ ク サ ノ リ けの型 2 はその体形 11 月~12 月ヒ旬lこ 1~数 Cm の植物体で

仁|コ性胞子を出す ζ と ， 幼芽が初めて縦の細胞分裂を行うと き の細胞数 (n) が 6~ 10 である乙 と 等は本植物の

それとよく似ている。また同時士よ り機本を見せてもらった所で1ま筆者には本植物と 同じも ののように思われ

た。なお須藤 (1957)はスサピ ノリの幼芽は 0.2mm佼から中性胞子を出すとのべている。 和田 (1941) は 2

3の種類をア サクサノリとして取扱っているようであるが、第 2図tζ示してい るものはスサビノリ によく似て

し、る。

最後に本植物はアルパアサクサノ リよりは短いが、 1 0 月~7 月 とその生育j羽が非常iζ長し 、。 ζ れlζついて

そのコンコセリス体の単胞子の放出j明は筆者等(黒木 田平野、 195fì 日)が既lζ述べたように 9 月~ 12月とア

サク サ ノ リ の 9 月~ 11 月初め よ り長く 、 また中性胞子の形成}羽も 1 () 月~ 3 月 と他のア 7 ノリ lζ比べて非常

l乙長期iζ亘っている。 これらのコンコセリス体の単胞子の放出期及びl二|コ性胞子の放IJj期が長期lζ亘っているこ

とが、その生育期を長く している ものと考えられる。

コスヂノリ

POI がIyroUlIg1lS:0 Cker.l. et l.'ecla 

(PIιte XXXV-XXXIX) 

Uecla， 1932， p.28， Pl. 1， 4， 10， Pl. VI， 8~16 ， Pl. ¥-1II， 2， 3; Tanεka， 1952， p.47， PI. 12， 2 

Porρhyra sp. Okam， 1916， p.7 

性質

体は線状 長椅円形或は楕円形をなす，一般に体の下部l乙或は」二 ・ 下部~Uこ紛く 、 模形乃至円形の基部を有

す，縁辺波織す， (4)" ，7" ，25日 (45)cm長く 、 (0.5)'" 1"，5"，  (8) cm丘、し，長 さは閣の (2)~3~30~ (60)倍あ

り;体は中 ・下部にては青緑色を虫し、」二部は雌体tζ於いては赤褐色を、峰体lと於いては賞褐色乃至淡黄色を

呈す，体は一層の細胞よりな り、 体の11-1央部κて 28，--..38μl字し，縁辺iこ顕微鋭的鋸歯なし，細胞は不規則

な四角乃至多角形をなし、 不規flIJI(_配列す， 体の中央部ILて長径 (9)~14~25~ (30)μ， 短径 (8) ~12~18，--..

(24)μあり ‘断面にて四角形をなし、 その高さは幅より大きし、か略々等しい， I-j-l央l乙1個の星状の色素体を

有す，仮根を出す基部細胞は卵)r~)う至梢円]診をなす ;体は雌縫具体な 1) ・ 共l乙体の上縁辺部より雌 . â.iの生殖

務官を形成す， 饗果は a/2，b/1~2 ， c /2 の分裂をなし、 最高 8 の果胞子を形成す ‘ 長径 12~25μ，短径 12

~20μ ， こ の部分の厚さは 28~44μ あり 、 果胞子は微額粒状物質を尚し 、 rl~央l乙塊状 星状の色素体を 1個

有す， 直径 (9)"，1O .5~12. 5~ (15)μ あり，精子襲は a/4，b/2~4 ， c/8の分裂をなし、 最高 128の精子を

形成す， 長径 16，--.. 25μ，短径 12~20μ ， ζ の部分のl手 さは 28"，53μ あり 、 精子は淡緑色の板状の色素体を有

し直径 3~5μ あり， 幼芽の時代l乙無性生殖を行い中性胞子を形成す。

観察材料と方法

本植物の形態 ・生態の窓察は 1953年から '56年にかけて、気イIlJ沼湾の天然にまた海苔筏K着生するものlζ

( 75 ) 



A 

B 

m
U
一

爪出一世
田

黒木宗倫

回目。。

費量 川0
5 t丸町(04
婦問勢議議弐o附;IC(
鵠ig舗を属議 A れバ

JY 叩iD暴露

Fω[OJ 
Fi~ 62 コスヂノリ の栄養細胞と有性生殖器官

P. angusta， vegetative cells and sexual repro-
ductive organs. A， A'， A" vegetative cells in 
the middle part of thallus， B， B' cystocarps， C 
carpospore， D， D' antheridia， E spermatia， F female 
cells， A，A'， B，D surface view， A"， B'， D'， F cross 
section. A"， C，E x 680， the others x 290. 

The materials collected on Feb. 24， 1955 and Jan 
13， 1959 at Kesennuma Bay 

Fi~. 63 コスヂノリの基部細胞

P. aηg叫sta， basal cells with rihizoids 

in the upper (A) middle (B) and lower 

(C) portions. x 290. 

よって行った。 ζ の間 1954~ '55 年には 10 月 15 日 ， 11 月 27 日， 2月 24日 5月 10日と定期的な観

察を行い、 また同湾崎野地，uで 9月 18日lζ種付したも のを 10月 20日に松島湾lζ移殖し、 之を消失した

6月まで毎月 1回の歓察を行った。

形態の飯察は殆どすべて生の材料によって行った。

形態の観察

体形と栄養器官

体は一般に狭長な形を示す。生育初期l乙一般i乙細く、 次第に幅を増して、 生育後期R.は長楕円形 ・楕円形を

示すも のが多く現われる。 稀lζ卵形を示すもの も現われ、心臓形の基部を有する もの も生ずる。 1唯体は体の下

方iζ細 く、経体は体の上 ・下方共l乙細 くなる傾向がある。 縁辺の波織は或は顕著p::，或は不顕著であ るが、生育

初期及び外洋iζ面した所のもので顕著のようである。 また体は波浪のある所では屡々深く裂けることがある。

体の厚き ・細胞の大きさ(表面観)は老若によって異なり、 生育初期l乙小さく 、後期K大きし、。 気仙沼湾111崎

野地先の材料で見ると、 1954年 11月 27日i乙体の中央部l乙於ける 厚き ・細胞の大きさが夫々約 23μ，9~ 

21 X8~1 4μ あった も のが、 '55 年 2 月 24 日 iζは夫々 32~35fL， 1 4"，25X9~18μ となっていた。 また体

の厚さは生育環境によっても異なり 、内湾の静かな所のもの或は槌色せるも のでは一般に薄い。
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体の厚さ ・細胞の大きさ を体の各部について見ると 、

縁辺部で小さ く、基部近くで大 きい。十分成熟せる体の

上部の嚢果・精子褒は中央部の栄養細胞に比べ、その表

面観の大きさは殆ど変りないが小さ いものが少し 之等

の部分の厚 さは中央の栄養休部より大きい。 また精子嚢

部は褒果部よ り厚 くなる。 成熟 ・分裂の不十分なも の或

は部分では栄養体部と殆ど変 らなし、。体の各部の栄養細

胞 ・生殖器官の大きさ Rぴ 之等の部分の 厚 さの比較を

Table 19 rc示す。表示せ る材料は気仙沼湾岩月で 19

59年 1月 13日採集せるものであ る。

なお断面rc於ける栄養細胞の形は生育初期の若いも の

では高きが幅と略々等しいも のが多いが、後期の古いも

のでは高きが幅より大きいも のが多い。仮根をもった基

部細胞は上部の栄養細胞よ り大 きく 、楕円形乃至卵形を

なす。 個体によって長い ものが多い場合 と短い ものが多

J へ)
Fig. 64 コスヂノリの基部の諸形

P. angusta， shapes of the base x 30. 

場合がある。またし、仮根をも った部分について見ると 上部で一般に長いものが多い。

生殖器宮

本植物iこは無性生殖器官とし て中性胞子嚢(単胞子褒)、有性生殖器官として出毒性細胞(造果器)・精子嚢が

形成さ れ雌性細胞は変成して襲果 となる。

有性生殖器官

体はl峻維異体である。 4・5cm或はそれ以上で、生殖器官が形成される。初め上縁辺部から形成され、 次第i乙

下縁辺部まで拡がる。 l峰体では体の上部 ・縁辺部は赤褐色を呈し、 機体の上部縁辺部は淡黄褐色を呈する。

事E果・精子嚢共iζ生育初期』ζはその分裂少し之等の部分の厚 きも薄い。環境悪 く禄色した材料で も同様で

ある。前記の気仙沼湾崎野地先の材料で比較して見ると、 1954 年 11 月 27 日に嚢果の分裂 a/l~2 ， b/l~ 

(2)， c/2，厚きが 28~35μ あり、精子襲が a/4 ， b/2~4 ， c/4~ 稀 r c 8，厚さ 28 ~35μ あったものが (Fig.

female 

male 

Table 19. コスヂノリの体の各部に於ける細胞の大きさ ，精子嚢・裳果の大きさと体の厚 さ

P. angusta， dimension of vegetative cells and reprocluctive organs ancl thickness 

of thalJ us in the clifferen t parts. 

vegeta tive celIs (μ) 

I I ぃー 1 ~ ~ _~ I cystocarps (μ) I a川 hericlia(μ) 
miclclle oart I mar2"inal oart 1， ":山山 Y山もY I uW'o'uu， l'u，. I (with rhizoicl) 

I lö~24 x 14~20 I 
dim. of I '" "^ ，~ .n I ，n .n ~ ，n I M "n nn  M I ';::，.--' ~n"L-， 7:-
surf. v町 1 15~ 30 x 1 3~18 1 12~18 x 7~12 1 25~50 x 20~35 1 (iztj;人目) 1 

thickness "^ nc "n • nn  ，， 1 38 26 50~180 44 of thall us I vu  _V vu' -.u v ~~ 

clim. of I nn "^ • n nn I ~U . v. I 20~30x 12~20 I 
SUrI， Vle、"I 1 

thickness 38 of thallus I 1 50~100 1 

(続i;!:;;
Materials collected on Jan. 13， 1959 at Kesennuma. 
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Fig 65 コスヂノリの生育初期に於ける栄養

細胞と有性生磁器官
P. angustαvegetative cells and s巴uxal

reproductive organs in the early season 
of growth， A， A' veg巴tative cells in the 
midclle part of thallus， B， B' cystocarps， 
C，C' antheridia， A-C surface view， A'ーC'
cross section. x 290 

The material collected on Nov. 27. 1954 
at Sakino in Kesennuma Bay 

日白0808~日
A 

Fig. 66 コスヂノリの褒果部に於ける退化細胞

P. angustαabortive cells in cystocarpic 
part. A surface view， A' cross section. x 290 

The material co!lectecl on Feb. 7， 1955 at 

Matsushima Bay 

65)， '55年 2月 24日には褒果が a/2，b/l~2 ， c/2~稀 l乙 4 ， J立 さ 35~42f'， 精子重要が a/4，b/2~4 ， c/8， 

厚さ 42~45μ と褒果・精子襲共l乙分裂が多 くなり且つ厚もさ厚くなっていた。

l峰性細胞は嚢果形成部の内方l乙存し、 表面観で栄養細胞との区別は困難であ るが、 断面に於いてその内容は

両端lζ僅か突出して紡錘形をなす。

生育後期になると雌体の褒果部lこ表面fil1i1乙て も断面に でも分裂していない細胞が混在してし、 るのが見られる。

ζ の細胞は比較的内容に富み、断面にてl雄性細胞のような内容の突出部を有しない。一種の退化細胞と思わ

れる。 ζ の部分をとって胞子を放出させて見ると、 嚢果からと共lζ乙の退化細胞からも胞子が放出されるのが

見られる。しかしてか〉る部分から放出された胞子には未発芽のものが多く、 アサク サノリ のように直接発芽

するものの混在は今までの所見ていない。

なお本植物には稀l乙雌雄同体のものが見られる。 ζの雌雄同体の ものに体の上部がl雄部、下部が雄部である

ものと逆によ部が織部、下部がJlt車部であるものとがある (Pl.XXXVII， A)。

無性生殖器官

中性胞子褒は初秋、幼芽の先端部の細胞がそのま〉 内容 を充 実 して形成され、 中lこ l個の中性胞子(単胞

子) を形成す る 。 1:1コ性胞子JI~成の幼芽の大 き さは高き O.l~lmm ， 細胞が横に 2 列~ 16列位の顕微鋭的或は

肉眼でやっと見える位の ものである。稀fC高さ1.260μ，細胞が 32:Yljの もので形成されてい るものもあった。

それ以上のものでは中性胞子の形成はとまる。か、 る幼芽は載)f::;の先端部を有する。

このような幼芽の細胞は|略々四角形をなし、 その径は 9~18μ ある 。 下|ゴ性i胞子襲も 之と同じ大きさを有す

る。 中性胞子褒形成部の厚きは部 く約 16μ あり 、 一層であ る。胞子襲は内容にj筒ら中央に 1イ固の塊状或は星

状の色素体を有する。

幼芽

幼主Fは初め 1列の細胞か らなる。この細胞数が 10"，20個位になると初めて縦の細胞分裂が行われる o51続
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Fig. 67 コスヂノリの幼芽とその中'I~I 胞子形成

P. ang叫sta，buds and the formation of nel1tral 

spores (th巴 right). x290 

The material collectecl on Oct. 22.1955 from "hibi' 

spread on Sept. 20 at Sakino， Kesennl1ma Bay 

Fig. 68 コスヂノリの肉眼的幼芽

Pαngustαmacroscopic sterile bl1ds 

with truncat巴 apex.x30 

き縦・横の細胞分裂が行われ、 長楕円形の幼芽と なる。 縦の細胞分裂が初めて行われる時の幼芽の細胞数は環

境によ って差があるように思われる。 中性胞子噌糸状体の単胞子の培養に於いては之が 6~13 ととz り 、また高

張りの鎮では低張りのものよりも少ないように思われた。

ζのようにして生長した幼芽は前記したようにその先端部に中性胞子を形成するが、 中性胞子形成中のもの

はこのために先端裁形をなす。乙の先端の形は胞子形成を止めた後も可成り後まで維持される。

胞子の培養

中性胞子の培養

幼芽から放出された中性胞子は初めアメ ーパ運動をな

し、後lζ円くなる。直径 11~16μ あり、中央 l乙 1 伯|

の塊状乃至星状の色素体を有する。基質lζ附着すると先

づ伸長して楕円形となり 、 炊いで水平な細胞分裂を行

い、所謂アマノ リの幼芽となる。

1955年 10月 22日気仙沼湾崎野地光の幼芽を用い

て、中性胞子を倍養した結果を Fig.69f乙示した。 初め

の 4~5 日位は 1 日 lζ1 細胞位の増加をなし て生長し

たが、その後の生長はあまり順調でな く 、 8 日後iζ5~

6個細胞、 11日後K 7~8 個細胞となり、 6~8 個細

胞で縦の細胞分裂を行うものが現われた。

一--Fi!f69一吉す宇フ寸jお<=Ttt!描宇古でfoy桑雪再「
P.α刊g叫stα neutralspores and their 

germlings in the cultl1re of Oct. 23~Nov 

5， 1955. x 290 果胞子の培養とコンコセリス体

果胞子は発芽管を出して発芽し、糸状体となる。貝殻
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VFig.70 コスヂノリのコンコセリス体の単胞

子とその発芽休
P. a日gusta，monospores of Conchocelis司

thallus ancl their germlings in the culture 
of Sept. 9-29， 1955. A monospores， B 
two clays old， C six clays old， D ten days 
old (the right two forming neutral spores). 
A x430， B-D x290 

Fig.71 コスヂノリのコンコセリス体の単

胞子の発芽体に形成された中性胞子とその発

芽体(第70図の続きJ

P. angusta， neutral spores and their 

germlings， derivecl from the culture of 

monospores of Conchocelis-thallus (contin 
uecl from Fig. 70.) x 290. 

iC着生するとその内層に侵入して、他のアマノ リと同様にコンコセ リス体となる。

1954年 11月 27日 '55年 2月 24日気仙沼湾崎野地先で採集した材料を用い、 カキ殻を基質 として培養

した結果によると、その形態 即ち体の色 ・分校、枝の太き及び単胞子嚢校の形・大きさ等アサクサノリのそれ

と殆ど区別出来ない。

生長 も殆ど同じで、 7月上旬か ら単胞子嚢枝が形成され始め、 9月になって単胞子を放出し始めた。

放出した単胞子はアメーパ状をなし、 後円くなる。直径 (9)~10.5~1 2 .5~ (14)μ あり 、微粒状物質lζ満さ

れ、中央に塊状或は星状の色素体を有する。 基質iζ着生すると、 中性胞子の場合と 同様に発芽して所謂アマノ

リの幼芽になる。

前記のコンコセ リス体を用いて、 1955年 9月 19日、スライドグラス・ カキ殻を基質と して行った培養の

結果を Fig.71 IC示す。

初めは 1日11:1或はそれ以上の 細胞の増加が見られ、 6日後K 6~8 個細胞から な る幼芽と なった。 10

日後には 7~9 個細胞体で縦の細胞分裂を行い、横lζ2 列、 時K 4列lζ並べる発芽体が現われた。しかして

この 2~4 列細胞体の先端部の細胞がその内容を充実して中性胞子嚢となり 、 之から中性胞子が放出されてい

るのが認められた。

乙の放出した中性胞子は 14~16μ の直径を有し、 前記の中性胞子及びコン コセリス体の単胞子と同様t乙発

芽してア 7 ノ リの幼芽iCなった。 ζ の幼芽は 9~13 個細胞体で縦の細胞分裂を行い始めた。

生態の観察

生育状態

気仙沼湾は於いては湾口近くの階上地先 ・大島地先の建込筏iζ本種がよく 着生する。 天然tζ於いては岩及び

イ力、イ上に着生している。他の藻類K着生するものは見当らなかった。階上地先lζ於いては 9月上旬後半から

9月下旬l乙篠を建込んでいるが、 崎野地先で種付したものの調査によると、着生したアマノリは殆どすべて本

種で稀にスサピノ リ， ウy プルイノリが混生するだけであった。

本種の生長経過は鎮の建込日 ・管理等11:よって異なるが、気仙沼湾崎野地先で 9月 20日前後l乙種付したも

のを同地iC於いて、 また松島湾に移殖したも のについて見ると、 1ヶ月後l乙長さ 0.1，，-，，1cm，幅 0.5，，-，，1.5mm.

2 ヶ月後iC夫々1O~20cm (稀に 25~30cm) ， 1~3cm. 3 ヶ月後lζ20~30cm， 2~4cm とな り 、 12，，-，，2月
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にかけて最 も良く繁茂する。 3月末になると 次第n::衰微して、 4 月末lζは大きい も のはな くなり長さ 5~10

cm となる。 5月末比は殆ど流失するが、 6月中旬まで稀にすっかり形のこわれたものを探し出す ζ とが出

来る。

生殖器官の季節的変化

本種lζ於いて無性生殖と有性生殖が行われている乙 とは前述した通りであ る 。無性生箔は 9 月~ 10月下旬

乃至 11 月上旬にかけて O.l~ lmm 位の幼芽の時代に行われるようである。より 大 きくなるとこの期聞に於い

ても無性生殖を中止す る。 また時期が早い程乙の生殖は盛んなようである。

気仙沼湾崎野地先の 1954 年 1 0 月 15 日の材料によると 、 高さ 100~9üOμ 位で細胞が横 l乙 4~16 列位の

もので中性胞子形成の幼芽が多数存したが、 '55年 10月 22日の材料では中性胞子形成の幼芽は少しまた

高き 300μ(細胞横に 10JI~位)以下の幼芽で形成-放出中のものは極めて少し 300~900μ 位の大きさの も の

に於いて認められた。共lζ1mm {立か ら以上のものでは九端裁形と なり中性胞子形成の跡を示していたが、形

成は既lζ止っていた。

中性胞子形成を止めると、1()月下旬頃から 4・5cm以上のもので今度は有性生殖器官を形成し始め、果胞子

が形成されるようになる。以後消失するまで有性生殖器官の形成が続き、再び無性生殖を行うことはない。

生活史

以上の観察 ・実験から本植物は次のような生活史を有することが分る 宿泊， 72， 73)。

コスヂノ リ は 1 0 月上旬頃か ら肉眼的大るさ と して出現し 、 1 2 月~ 2 月 lζ最 も良 く 繁茂する。 3 月末から

次第に衰微し て 5 月末には殆 ど な く なる 。 ζ の間 9 月~ l O 月乃至 11 月には顕微鏡的或はやっと肉限で見え

る位の幼芽l己中性胞子が形成される。 iこ|コ性胞子は発芽してアマノ リの幼芽となり 、こ〉に盛んな二次的繁殖が

行われる。 10月下旬頃か ら 4・5cm位の大きさにな ると今度は 有性生殖器宮が形成され、果胞子が形成 さ

7'; (_ム

(;二一
。

‘し.)
‘一ー』 ー一回 ーー・J

-→ 

SEPT.~ MAY 

。
Monospore Carpo8pore 

(Sept.、山-Nov.) (Nov.、~ May) 

¥ ∞m…………N悶悶……C叩m山HO附O∞……C叩叫山…E乱山山L日山I凶s
) (NOV . ~ NOV.) 

Fig.72 コスヂノリの生活環

P. ang叫sta，1 ife-cycle. 
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れる。 乙の果胞子は消失するまで引続き形成される。放出した果胞子は基質K附着して糸状発芽をなすが、貝

般に着生するとコンコセ リス体となる。 ζ の姿で消失期の夏期を過す。コンコセリス体は 7月上旬頃から単胞

子獲を形成し始め、 9月になると胞子を放出するようになる。 乙の単胞子は発芽して再びア 7 ノリの幼芽とな

り、次期繁茂のア 7 ノリの本となる。

考察

本植物は体が一般に狭長なる ζ と，雌擁異体である乙と ，精子襲・嚢果の分裂様式等i乙特徴を有する。栄養

器官，幼芽の形また無性生殖の状態等はアサクサノリのそれとよく似ている。 まfこ本植物の縫体とアサクサノ

リの維体とを並べて比較した場合、その外形 ・栄養体の内部構造また精子嚢の分裂等酷似して、 両者を区別す

るのは困難で、ある。

本植物は上記の如き特徴によって殖田， Tanal切の記載せるコスデノリに固定する ζ とが出来るが、体の形・

大きさ・厚さ或は基部細胞の形等はより大きい変異を示すようである。

幼芽の形特l乙l列細胞の幼芽が縦の細胞分裂を行い始める時の細胞数は，その生育条件によって差異が見ら

れるようであるが、なお詳細な儀察が必要であろう。須藤 (1950) は叫アサクサノリ"の型 7(コ スデノ リ)

で 28~30 価細胞で縦の細胞分裂が行われるとし、 1957 年i乙は 6"， 40 個細胞と している。

無性生殖の行われる時期・幼芽の大きさ iζついてもなお多くの紘察を必要とするようである。 乙の無性生殖

について須藤 (1950) は行われないとしたが、1957年には筆者 (1957) と同様に ζれの存することを述べた。

コンコセ リス体の単胞子の放出期は詳しく調べていないが、筆者等(黒木 ・秋山，未発表)の実験によると、

胞子嚢はアサクサノ リよ りや〉低温で多く形成されるようであるので、 その生育環境は異なるが，アサクサノ

リと略々同じく 9月から 11月上旬或は ζれよりや h晩くまで単胞子を放出するものと想像される。

総 括

東北沿岸l乙於いて、養殖されているアマノ リの種類を調査し、 アサクサノ リ，マルパアサクサノリ， スサピ

ノリ，コスヂノリ 及びウップルイノリが養殖の対象になっていることを認めた。 何れも 混生するだけでなく 、

夫々独立して養殖の対象種になっている。 マルパアサクサノリは従来アサクサノリの中l乙含めて取扱われてい

たが、 ζれを別穫として区別したものである。

本報告に於いては、これらの中、 アサクサノ リ，マルパアサクサノ リ，スサビノ リ，コ スヂノリの形態 ・生

態の箆察.胞子の培養実験を行った結果を述べ、分類学的考察を行いまた生活史について論じた。前 3種は松

島湾lと生育するものを包察 ・笑験の材料とし、コスヂノリは気仙沼湾1<:生育するものを材料とした。 なお本研

究の第 1 報 (1~53) Iζ於いて述べなかった養殖アマノリの分類学的研究の歴史，アマノリ属の無性生殖研究の

歴史，及び松島湾IL於けるア 7 ノリの生育環境を緒論lζ於いて述べた。

上記 4種の形態・生態的特徴を要約して図表iこ示すと Table20， Fig. 73の通りである。コンコセリス体の

形態 ・生態的特徴についても附記した。

コスヂノリ tζ於いては他の 3種IC比べて、外形の変異等なお多くの篠察を必要とするが、 上記 4種の成体

の外形は夫々変異があって、はっきり した境界を引く ζ とは必ずしも出来ない。 しかしてコスヂノリ，アサク

サノリで細長く、スサピノリで幅の広いものが多く見 られる。 コスヂノリで細いものが最も多いようである。

7 ルパアサクサノリは卵形・円形或は漏斗状で形の上からは最も区別し易い。 体の色はマルパアサクサノリに

於いて一般K青緑色弱く赤褐色が強い。雌経性についてはコスヂノリは雌維異体、アサクサノ リは androdioe-

ciousで雌雄同体のものの外に権体が存する。雌雄同体のものは両縁辺lと細長い維斑を形成する。 アサクサノ

リとコ スデノ リの維体は外形的にも内部構造的にも区別が難しい。 7 )レパアサクサノ リと スサビノ リは雌雄同

体で体の下縁辺に輪廓のぼやけた維斑と体の上部に縞状lζ介入する権斑を示す。 縞状の栂斑はスサピノリに於

いてより顕著に現われる。

内部構造的lζは細胞の形 ・大 きさ等 4種殆ど区別し難し、。たマスサピノリで他の 3種より体が厚くなり 、

断面で細胞の高きが幅より大きいものが多く現われる。仮棋をもった基部細胞の形の区別も難しい。
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Table 20 養殖アマ ノリ 各種の性質の比較
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精子嚢・嚢果の分裂は、表面観l乙於いては両者共にアサクサノ リ，スサピノリ及びコスヂノ リの聞では差な

く、 7ルパアサクサノリでは一般に分裂が少い。 断面K於いては精子嚢の分裂はスサビノリ，コスヂノリで多

く、嚢果の分裂はスサビノリで多い。 乙の生殖器官の分裂様式或は分裂数は、各種の項で述べたように、夫々

変異があり、 ζの 4種を区別する主な特徴とする ことは困難な場合が多い。

中性胞子嚢と精子嚢・嚢果の混在はマルパアサクサノリとスサピノ リIζ於いてのみ観察 される。 マルパアサ

クサノリの ζれらの混在するもので体の内方K縞状にま匝斑を示すものは殆どな く、 スサピノリではその混在の

程度lζよって濃淡があり また余 り大きくないが、スサピ ノリ特有な縞状の椛斑を示す。 ζの無性生殖器官と有

性生殖器官の混在はアサクサノリ ，マルパアサクサノリ， スサピノリ 3種聞の区別の手助の一つになる。

t.rお第 l報で述べた殖田 (1937)，木下 ・渋谷 (1941，'42)等の果胞子は発芽して直接アマノリの幼茅にな
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Fig. 73 養殖アマノリ各種の生育期と生殖器官の季節的変化

Periods of th巴 cultivatedProPhyras and seasonal changes of th巴 reproductiveorgans 

四 asexualplant with neutral sporangia only. na (=an) plant with neutral sporangia 

and antheridia. 刊aι(=ιan): plant with neutral sporangia， anth巴ridiaand cystocarps. 

ωsexual plant with antheridia and cystccaprs. a: male plant. c: female plant 
~、 indicating the period of monospore liberation of Co四chocelis-thallus
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るという考は ζのような中性胞子と果胞子の混在せる梨体による実験結果によるものが多いと想像される。

肉眼的大きさになった幼芽はアサクサノ リ，コスヂノリは一般に細長い形を示し、先 端は 載形 となってい

る。両極の区別は難しい。スサピノリは楕円形乃至長楕円形をなす。 マノレパアサクサノリは卵形乃至円形をな

し、体が凹んでいる。成体の形と共に特徴的である。 1~10mm 位の大 きさ で中性胞子を出すものは扇状 ・ 腎

臓形或は漏斗状をなすものもある。なおスサビノ リで 3mm 位の大きさから中性胞子を盛iζ出すときは?;レパ

アサクサノリのそれに似る。

1 yll細胞から なる幼芽が初めて縦の細胞分裂を行うと きの細胞数 (n) は生育環境によって可成りの変化が

あるようであるが、マ ノレパアサクサノリで最も 少く、 スサピノ リはこれよりや〉 多く なり、アサクサノ リ，コ

スヂノ リで最も 多い。

無性生殖は 4種共に行っているが、中性胞子を形成する無性体の大きさは、 アサクサノ リ，コスヂノリで最

も小さく、顕微鏡的或はやっと肉眼で認められる位の大己きである。マルパアサクサノリでは O.lcmの小さ

いも のから数 cm 或はそれ以上である。スサピノリでは 1cm 位より以上の大きさを有する。各種共iζ中性胞

子を形成し始め る大きさ は時期によって異なる。

果胞子と中性胞子の大 きさ の 4種聞に於ける差は殆どない。 果胞子は褒果の分裂の程度による個体聞の差異

の方が大きい。 マルパアサクサノリで他よ り小さ いも のが少いのはその分裂が少い乙とに関係しているようで

ある。 中性胞子は果胞子よ り一般に大きい。

77\ 1ζ生態的特徴を見ると 、 ~眼的大きさとして出現してから消失する までの生育期は、 アサクサノリとコス

デノリで短く 、次いで、スサピノ リとなり?;レパアサクサノ リで最も 長い。 乙の間無性生殖はアサクサ ノリ，コ

スヂノ リ では出現初期 l乙於いてのみ見られ、 スサ ピノリ は 10 月~3 月と 長期 f[.亘っている。マルパアサクサ

ノリは生育初期と後期iζ見られ、その中聞に有性生殖が行われる。 乙の無性生殖の行われる期間の長短及びそ

の時期が生育期の長短と密接な関係をもっている。

コンコセリ ス体の形成する斑は、同一条件下l乙於いては、 アサクサノ ')，スサピノリ.コスヂノリは略々同

じく直径 1cm位の大きさ lζな り、一般に暗紫色を呈する。?;レパアサクサノ リではζれよ り小さく 、また葉

状体に於けると同様lζ赤l床を帯びた色を呈する。内部形態的特徴は 4種とも区別が難しい。 単胞子の大 きさも

同様である。 なお単胞子は果胞子・ 中性胞子よ り一般に小きい。

葉状体の出現或は生育期と関係のあ るコンコセ リス体の単胞子の放出期はアサクサノリが 9月，....， 11月上旬

であるのに対し 、 ス サビノリが 9 月 ~12 月と 長期に亘っている。 マノレパアサクサノリの秋期の放出はアサク

サノリ と略々同じよう K思われるが、なお検討の余地が残されている。コ スデノリ は他の 3種と生育地を異l乙

し厳密な比較は出来ないが、気仙沼湾l乙於いては 9月，..__，11月中 ・下旬と想像される。

外部形態I乙よって以上 4種の区別をすると炊のようになる。

I 体は出主主置同体である。縞状のo.1t斑を形成する。

1) 体は円い0 ・

2) 体は長楕円形~卵形をなす。

?;レパアサクサノ リ

。スサビノリ

II 体はl峰雄同体のものと雄体がある。長楕円形乃至楕円形をなし、両縁に細長い雄斑を形成する。

アサクサノリ

III 体は雌雄異体である。線状 ・長楕円形或は楕円形をなす。 コスヂノリ

これに体の色 ・厚さ，生殖銀官の分裂様式， rl=1性胞子獲の混在， 幼芽の形等の形態的特徴及び生育期， 有性生

殖 ・無性生殖の状態等の生態的特徴が上記 4種の区別の参考になる。

更に生活史のよから ζの 4種を区別すると次のようになる。

I コンコセ リス体によってのみ越夏する。

1) 無性生殖による二次的繁殖が行われる。
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a) 無性生殖は秋期K顕微鏡的大ききの幼芽l乙於いて行われる。 アサクサ ノリ

コスデノリ

b) 無性生殖は秋~冬期l乙若い奨体lζ於いて行われる 0 ・・ 0・1目..・ 0・スサビノ リ

2) 無性生殖が行われない0 ・ ・ (ウ ップルイノリ)6) 

II コンコセ リス体によって越夏すると共に葉状体によって越夏することもある。無性生殖は秋，春~夏期

に行われる。 マルパアサクサノ リ

Table 21. 名種アマノリの摘採期

Picking season of cultivated PorPhyras 

species picking season 

P. tenera I late Nov. ~Mar. 

P. k叫削eaai early Dec. ~Apr. or May 

P. yezoe叩sis late Nov. or early Dec. ~May 

P. aηg叫sta I late Nov. ~Mar. 

P. pse叫dolinearis early Nov. ~Dec. 

Table 22. ノリ侠建込時期と着生アマノリの種類

Change of cultivated species of PorPhyra according to the season of 
spreading of "hibi". 

season of the 
spreading of "hibi" dominant species mixed sp巴cies

P. kunied仰 orP. yezoensis 
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P.ρse叫dolinearisor (P. Jlunied仰)

P. tenera， P. aηgust品 or(P. k叫叫iedω)

P. yezoensis 

P. yezoensis 

P. ku叫iedai

最後lζ養殖上の立場から各種の性質を見ると、 何れも 一層の細胞から なる Euporphyrafζ 属し、 体は大き

く、また中性胞子による盛な二次的増殖を行う等養殖よ有利な共通の性質をも っている。 しかし各種の生態的

差異は夫々の摘採期或はノリ篠主Il込期を異にさせている。

各種の摘採期は Table21のように、摘採の始まるのは 7;レパアサクサノリでや h遅く 、他は殆ど変りない

が、アサクサノ リ，コスヂノリで短く 、マルパアサクサノ 1)，スサピノ リで長い。 マルパアサクサノ リの摘採

のや〉おくれるのはその生長が体長 ・ 体I~lii共K平行して行われ、また 10 月下旬の盛な中性胞子の放出による

伸長の停滞のためと思われる。マルパアサクサノ リが所謂夏ノ リとして越夏し、 種付が早く行われる時には摘

採もより早く行われ得る。 Table21 fCは次報で述べる予定のウ y プノレイノ リについても附記しておいた。

アサクサノ リ，マルパアサクサノリは湾内・湾口に、スサピノリ ，ウy プルイノリは湾口・湾外t乙着生する

が、乙れらの種類が同一場所K 2以上発生する時は、谷地浜・畳石浦で見られた様にノリ筏の建込時期によっ

てその着生種が変化する。 その変化を Table22fC示した。乙れは何れの種も着生する基質は別に初から存し発

生し得るものとした場合である。即ち、生長を考慮した建込の適期は別にして、 9月上・中句建込の ものはウ

ップルイノリが、 9 月下旬~10 月上旬のものはアサクサノリが、 1 0 月中旬~ll 月上旬のものではマルパア

サクサノリ或はスサピノ リが優占種として最も多く着生し、 以後 2月乃至 3月頃まではスサピノ リだけが着

6) 黒木 (1959a)参照。 詳細は次報に於いて述べる予定である。
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生する。 3月・ 4月になると ζんどはマノレパアサクサノリだけになる。マルパアサクサノリは所謂夏ノ リとし

て越夏する場合には 9 月上旬~ 10 月上旬の建込でもこれが優占種と なり のる。ま た冬期 (12 月 ~2 月)でも

中性胞子を形成する環境下に於いては同様lζ優占種となり Hjる。

ウy プルイノリとアサクサノリ，マルパアサクサノリ或はスサビノリとが混在している時、またアサクサノ

リとマノレパアサクサノリ或はスサビノリ とが混生している時には、 摘採その他のためにウ ップルイノリが少く

(またはなく)なってアサクサノリ ，マルパアサクサノリ或はスサビノリが優占種とし て繁茂し、またアサクサ

ノリが少くなってマルパアサクサノリ或はスサビノリが繁茂するという“芽変り"現象が摘採後期に見られる。

コスヂノ リは気仙沼湾K於ける復察であるが、 その着生状況は上記のア サクサノリに似ている。

以上のような摘採期の差或は@込時期による着生種の変化は各種のコンコセリス体の単胞子の放出期或は無

性生殖の時期と密接な関係をも っている。単胞子の放出期については なお研究の不十分なものがあるが、乙れ

らについては既に述べた。 また無性生殖を行う体の大きさ或は胞子着生後無性生殖を行うに至るまでの所要日

数も密接な関係をも っているよ うである。即ちアサクサノ リ， コスヂノリではノリ筏建込後(胞子着生後) 7 

~10 日で中性胞子を出すよう l乙なり 、 7 ルパアサクサノリでは 20~30 日以上、スサビノリでは 30~40 日以上

たって中性胞子を出すようになる。 従ってアサクサノ リとマルパアサクサノリ或はスサビノリの胞子とが初め

に同数着生したとすれば、アサクサノリの方が早く中性胞子による二次的増殖を行い、 これが優占種となる。

ζれと関連してスサビノリだけしか着生しなかった場所にアサクサノリが移殖 ・養殖されて、 そこにアサクサ

ノリの“種H が移されると、 1.2年すると早期の建込ではアサクサノリが優占種として着生するよう Kなる。

乙の例は宮戸島の鮫浦 (1954~'56 年)で見られた。畳石浦・谷地浜の例もそれに近いものである。
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Speci巴sof cultivated PorPhyras and their life histories 

Munenao Kurogi 

Preface 

The present writer in 1953 reported on the development of the carpospore of PorPlly叩

Afterwards the details of the study of Drew concerning Coηιhoιelis of the P01thyγa were published 

in 1953 and '54. Tseng and Chang (1954， '55 a.b，c，d. '56) mentioned the life-history of P. tenera in 

China. Graves (1955) described the development of carpospore of P. c仲間sis. In ]apan a number of 

r巴portson Coηιhocelis of PorPhyra by many investigatros have been published. At present artificial 

seeding for the cultivation of PorPhyra with Conchoιelis has been put into practice. Recently 

Ho1lenberg (1958) reported that the branchecl filamentolls growth fr巴巴 living on glass， which was 

derived from carpospore of P 仰げorata，formed spores which developecl into bipolar bllds of 
POグ'phyra.

In the present paper morphological and ecological observations and culture experiments of 

spores of Porρhyras cultivated in ]apan are clescribed. 
Most of the cllltivated POゆhyras，according to Ueda (1932)， belong to P. tenera. The species 

was for the first time described by Kjellman (1897) on a sheet of dry manllfacture. It has been stlldi-

ed by Okamura (1900， '02， '09， '16)， Yendo (1916)， Ueda (1932)， Kunieda (1932)， Suto (1950)， Tanaka 

(1952) and Arasaki (1952， '57). Some allthors in ]apan have mentioned its very variable shape as 

Kjellman， and others divided it into a certain number of forms. The species is a confusing and very 

difficult problem. The clescription of Kjellman， based upon the sheet of dry manllfactur巴 whichwas 

made after chopping of a number of plants， seems to have been tbe callse of confusion. 

Asexual reprodllction， form乱tionof n巴utralspore (monospore)， which plays an important part 

in the life history of POψhyra， is brie丑ymentioned here. The asexual r巴productionwas for the first 

time described in P. le叫cost'ictaby Berthold (1881， '82). Berthold mentioned that neutral spores 

were formed by two or four by the perpendiclllar division of the mother c巴1Isto the surface of thallus 

and germinated into upright bllcls (in a bipolar manner) and that the plant with neutral sporangia 

only was not frequent and most of the plant had neutral sporangia as well as antheridia and 
cystocarps in the same tha1lus. Rosenvinge (1909) described the plant of P. le叫costictawhich seemed 

to form neutral sporangia. Dangeard (1931) also observed P. leuιosticta provided with neutral sporangia 

as well as antheridia. He mentioned that one of the plants liberated spores germinating into 

lIpright bllds or creeping凸lamentousgrowths， the other liberated spores cleveloping into upright bllds 

excJllsively， and that in th巴 latter plant nell tral spores wer巴 formeclwithollt any clivision of the mother 
ce1ls 

In ]apan Ueda (1929) ancl Kusakabe (1929) for the first time reported on the formation of 

the nelltral spore in P. te叫era.Naito (1931) a1so mentioned the formation in "Nori" (Poゆhyra).Ueda 

(1937) gave a full description on the formation of the neutral spore in summer plants and in autumn 

microscopic bllds of P. tenera. Kllnieda (1939) mentioned the formation of the neutral spore in the 

"round type" of P. tenera in autllmn. Suto (1950) and Arasaki (1952， '57) also described the asexllal 

reprodllction of P. tenera. Kinoshita and Shibuya (1941， '42) observed the formation of neutral spores 

in "P. yezoensis" in summer and alltumn. ln China， Tseng and Chang (1954， '55a，b) also describ巴d

the asexllal reprodllction in the "dwarf type" of P. tenera 

Asexllal reproduction of PorPhyra in Ellrope is recorded only in P. leucosticta， while in ]apan 

it is done only in P. teηera except in one case ("P. yezoensis") as far as the present writer knows. The 

nomencJature of P. tenera and "P. yezoensis" of which the specific concepts are confused， are cliscllssed 

in the following chapters 

The present writer， in the course of his research on cultivated PorPllyras， has recognized that 

there are fi ve species， P. te但era，P. kunied仰 ，P. angusta， P. yezoensis and P. pseudol叩 earisin north 

eastern Honshu of ]apan， which are cllltivated not only mixed one with another bllt exclusively. P. 

11叫削ed即 wasformerly treated as a form of P. tenera and the present writer (1957) preliminarily 

separated it from the latter. 
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P. tenera， P. ku削 edaiancl P. yezoe1包sishave been stllcliecl il1 Matsllshima Bay ancl P.α四g叫sta

in l{esennuma Bay and additionally in Matsllshima Bay. P. pse叫dolinearis will be report巴din the 
next paper. 

Matsushima Bay is situat巴don the coast of north eastern HOl1shu of Japan at about N. Lat. 

38020' and E. Long. 14105'. It is surrounded by severallarger 1slands and has an area of about 40 
square kilometers. It is of shallow muddy water， of which most part is 1-3 m in depth. There 

Zostera grows extensively. The Tona-canal， Teizan-canal and Takagi-river enter there， and 
Shiogama-harbor lies in the sOllth west. 

The nature of the Bay water， temperatllre， speci五cgravity (clorinity). pH， sol11ble oxygen and 

nutrients， which were studied by Matsudaira ancl 1wasaki(1953)， Sano (1955)， Okuda and Sato (1955)， 

Tanita and Okuda (1956) etc.， large1y varies seasol1ally and 10cally. 

Water temperature and specific gravity are shown in Fig. 2. The former ris巴sup to abollt 

260C in ten days average in July to Allgllst and falls to about 20C in January to February. The 

latter is high in December to February and low il1 June to August il1 the rail1y season 

pH shows the same seasona1 chal1ge as specific gravity. It is also high (up to 9 or more) in 

Zostera area in March to June. Oxygel1 is 30-180 percent in solubility and much in wil1ter and less 

in summer. Silicate-Si ranges between 100 and 4000 (occasiol1ally 5000) yjl， and it il1creases in the 
ramy season. 

Phosphate-P， Ammonia-N ancl Nitrate-N are shown in Fig. 3. The former two are abundant 

in August to December al1d very scanty in January to March. Nitrite-N is mostly less than 10-20 
yjl. 

Direction of the ticla1 current at the rising tide is showl1 in Fig. 4. Its speecl is about 0.5-1.0 

knots during both rising and falling tide in the channels of the Bay. 

Matsushima has Ayukawa Bay as the standard of the tide. The tide in Matsushima Bay has 

a time difference of十5mand a ratio of the height x 1.09-1.13 to the standard. 

The tide at Ayukawa Bay shows a diurna1 in巴qualityin tim巴andheight (Fig. 5). The diurnal 

inequality is conspicuous during the spring tide of both summer and winter and during the neap ticle 

of both spring and autumn. 1n the summer low tide at spring tide is larger during the daytim巴 than

cluring the night time， while in winter it is larger during the night time. 1n spring and autumn there 

is a single day tide at neap tide. Mean water level of year， according to the Tid巴 Table(1953)， is 

1"'.521 above datum level of the Ayukawa Station of Tide Obsevation， which is 0"'-884 above D.L. 

of the Tide Table in 1953 (Fig. 6). The monthly mean is low in April and high in September (Fig. 7 A). 

Mean tidal range during the spring tide is 1叫 .451，it is larger in December and May to June. 

According to "K1SHO-YORAN" (1951-'56)， the actual mean water level in the past several 

years is about 12-13 cm higher than the predicted one in the Tide Table in 1953 and the actual tidal 

range during the spring tide is between about 1吋 oand 1"'70 (Fig. 7 B). 

The standard spreading level of "hibi"* of Porphyra-cultivation at Shiogama is the height of 

the tide corresponding to that of 1川 762above D.L. of the Ayuka'wa Station of Tide Observation (It 

is equivalent to 1間 125above D.L. of Tide Table in 1953). The level is 24.1 cm above the preclict巴d

mean water level of year in the Tide Table and 14.9 cm and 16.8 cm above the monthly level in 

September and October respectively. Compared with the actual mean water level in 1953 according 

to "l{1SHO-YORAN"， the spreading level is yearly 12.2 cm above and monthly 7.9 cm and 2.7 cm 

above in September and October respectively. 

The spreading level of "hibi" is not uniform. It usually ranges from the standard level to 

about 10 cm above in the early season of the cultivation， and then it lowers to abollt 20 cm below the 

standard level in the middle to the late season (after December). 

The exposure time of the standard spreading level of "hibi" was culculated with the aid of 

tide graphs in 1953-'54 gauged at Ayukaka Bay. It varies according to season or moon age 

The seasonal change of exposure time per one day during a half lllnar month is shown in Fig. 

8 and Tabl巴1. The mean exposure time for one day is long in March (February to April)， when the 

water level is lowest. The daytime exposure is 10時 inMarch to June and less in October to 

* A substratum of POゆhyra-cultivationis called "hibi"， which is a net macle of coir-yarn， 

palm twine or others， or bamboo blind. It is horizontally spread in the sea in September to October 

to catch PorPhyra spore. Formerly wood or bamboo brush "hibi" were set up vertically (Plate 1). 
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December， while the night exposure is long in November to March and less in May to June. Th巴

exposure time of daytime and night in September and March is nearly equal 

1n late September to early October， which is the spreading season of "hibi'らthemean one day 

exposure time is 10h17ぺdaytimeexposure 4h12'" and night exposure 6h05叫 LateDecember to early 

January is the middle picking season， during which the mean one day exposure is IOh40ペclaytime

expousre 2h02"'， and night exposure 8h.38/J'. 1n late March to early April， which is the end season of 

cultivation， the mean one day exposure is 15h59叫， daytime expousre 8h24制 andnight exposure 7h35 111 • 

The daily exposure time of every halves of a lunar month in the representativ巴 fourseasons is 

given in Fig. 9. 1n December the night expousre is always more than daytime exposure which is 

long during the neap ticle. 1n June， on th巴 contrary，the daytime exposure is always longer than 

the night one which is long during the neap ticle. 1n September and March the exposure have an 

intermecliate change from June to December and from December to June respectively. 

Predicted exposure time at the same level according to the Tide Tables in 1953 and '54 is more 

than the actual one m巴ntionedabove. The exposl1re time at the level about 15 cm below the standard 

spreading level is nearly equal to the actl1al exposure time. This seems to be due to the lower pr巴-

dicted mean water level and neglecting the turbulence of water which has uSl1ally a movement of 5-8 

cm. 
Seasonal variation of the predicted exposure time by the Tide Tables per one clay， daytime and 

night during a half lunar month and their daily change are more characteristic than those by the 

actual survey shown in Figs. 8 ancl 9. 

P. tenera Kjellman 

Diagnosis 

Frond lanceolate， elliptical sometimes linear or oval， narrower downwards， both downwards 

and upwards or sometimes upwards only， obtuse at the apex， cuneate， round or occasionally cordate 

at the base， undulate at the margin， (5)-7-25-(50) cm in length， (1)-2-5ー(10)cm in breath， (1)-2-6-

(15) times as long as broad， reddish brown in the upper portion， bluish green in the lower portion， 

without microscopic spine at the margin， consisting of one layer of cells， 27.5-35μthick; cells irregular-

ly triangular， square or polygonal in surface view， irregularly arranged， (9)-15-25ー(35)μinlong 

diameter， (8)ー11-18-(23)μinshort diameter in the center of thallus， sq uare in cross section， higher 

than broad or nearly equal， with one stellate chromatophore in the center of each cell; basal cells 

larger than ordinary cells， oval or elliptical， issuing rhizoids forming a disc holdfast; androdioecious， 

male area of monoecious plant forming nearly colourless slender (about 1-2 mm  or more broad) 

stripes with clear outline at both side margill3 as well as freql1ently small micro-or macroscopic 

patches scattered among the cystocarpic area， cystocarpic area located in the upper portion， deep col-

oured; antheridia 15-25μx 12-18μin surface view， di、岨edin the form111a of a/4， b/2-4， c/4ー(8)and 

producing 32-64 or occasionally 128 sp巴rmatia，antheridial part 27.5-35μthick， spermatia 3.5-5μ 

in diameter， provided with a plae yellowish green parietal chromatophore; cystocarps 15-25 x 12-18μ 

in surface view， divided in the formula of a/2， b/I-2， c/2ー(r.4)and procll1cing 4-8 or rarely more 

carpospores， cystocarpic part 30-37.5-(40)μthick， carpospores (10)ー11ー14ー(18)μindiameter， rich 

in contents， with a massive or short arm stellate chromatophore in the center. Asexual reproduction 

by neutral spore takes place in microscopic stage in autl1mn 

Morphological observation 

The present plant varies from linear to oval in shape， being mostly elliptical or elongatecl 

Generally， the plants become broacler as they grow olcler， ancl also broacler in the inner water con-

taining rich nutrients than near the open sea. Plants of early appearance tencl to be broacler than 

those of late appearance， additionally many of the former are broacler l1pwarcls， while many of the lat-

ter are broader in the midclle part or clownwarcls. The comparison of the shape (Iength/breaclth) 

among buds and young mature plants of different appearences are shown in Table 2 and Figs. 14， 

15. The broacler shape of the plants， which early appear ancl grow in the rich nutrient water， seems 

to be larg巴lyrelated to the active formation of neutral spores in the microscopic stage. Sterile plants 

mostly show a truncate to broadly obtuse apex 

Plants are mostly 7-25 cm in length ancl frequently much undulate near the open sea， but they 
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often reach a length of one meter or more and are less undulate in the inner calm water. 

Plants commonly fade in colour in January to March except in the water near Shiogama-
harbour which is rich in nutrients 

The size of the vegetative cells and the thickness of thalIlls are smaller in the young plant， and 

they are also smaller at the margin of thalllls and larger near the base. (Table 3，4). 

Most of the plants are monoeciolls， but the male plants ar巴 notrare. Female plants are not 

found. Rarely there occur abnormal monoecious plants of which llpper (or lower) part has a mono-

ecious feature and lower (or upper) part a male feature (Plate V A，B.) 

Sexual reproductive organs begin to occur in the plant more than 3-5 cm in length. 1n 

monoecious plants antheridia first appear at the upper margin and th巴nextend to side margin， whereas 

cystocarps appear there after the anth巴ridiafall off. 1n full matllre plants the brownish cystocarpic 

area is formed in the upper one third marginal part of the whole length and pale slender antheridial 

stripes are formed at both middle side margins. There are frequently scattered small microscopic 

or macroscopic antheridial patches in the cystocarpic area and also the same cystocarpic patches in 

the antheridial area. Male plants also become matl1re from th巴 llppermargin to the side margin as 
well as inward 

Female cells (carpogonia) are found in the inner part of the antheridial or cystocarpic areas 

Th巴yare nearly eql1al to vegetative cells in their size and inner五gurein sl1rface view， but show a 

spindle shape of the content with a short protuberance at both ends in cross section (Fig. 11 E). 

The protuberance does not protrude out of the surface of thalll1s. There is often seen a connection of 

carpogonium with spermatium by the connecting thread 

The division of cystocarps is less in the early s巴asonof growth and also in poor nutrient water. 

It is not rare that parallel division to the surface only， a/l， b/l， c/2 in the formula， is carried out. 

1n such a state carpospores normally liberate and germinate. Full division of antheridia， a/4， b/4， c/8 

in the formula， is frequent in male plants. 

Antheridia and cystocarps are of nearly equal size to vegetative cells in the center of thalll1s， 

but full dividecl antheridia and cystocarps are somewhat thicker 

There is often seen乱 spottedfigure in the llpper cystocarpic area of th巴 plantin the inner 

water in the late season of growth. 1n the spottecl part there are undividecl abortive cells in sl1rface 

view and cross section among cystocarps (Fig. 20 A，A'). The cells are comparatively rich in contents. 

A few of spores liberatecl from sl1ch a part sometimes germinate into an upright bud of leafy thallus 

(cf. Kl1rogi， 1953). 

1n the cystocarpic portion of facled plants there occur a number of poor content undivicled 

vegetative cells. The liberation of spores in such a plant is not active. 

Buds of the present plant are easily observed on "hibi" in the early season of cultivation (late 

September to early Novemb巴r). They are at五rstuniseriate目 Theuniseriate buds are 20-250 'L 
in length and 7.5-20μin breaclth (Table 5). The clifference of breadth accorcling to cell number is 

not remarkable. The longitudinal cell division begins to take place in the (10)ー15-30ー(37)celled buds 

which are 100-250μlong and 14-25μbroad. Thus the buds become a multiseriate elongated 

elliptical leafy thallus (Fig. 22， 23). The cell number of the uniseriate bucl， in which the五rstlon-

gitudinal cell division occurs， seems to be small in the unfavourable condition of growth. 

Asexual reproduction (formation of neutral spor巴)is carried out in microscopic b叫 s，which 

are about 150 μー1mm  in height and usually more than two row cellecl， in autumn. Nelltral spores 

(monospores) are proclucecl in the llpper cells of the bllds without clivision. The liberation of spores 

makes the apex of bucls truncate (Fig. 21) 

Culture experiments of spores 

Liberated neutral spores are amoeboid and then spherical， being 12.5-15μin diam巴t巴r，rich 

in contents and provided with a massive or short ann stellate chromatophore. The spores germinate 

into the same upright buds of PorPhyra as found in the sea (Fig. 24) 

Developments of carpospores and of monospores of Co四choιelis-thalluswere described in the 

previous paper (1953.) Further development of the monospores is figured in Fig. 25. 

Ecological observation 

The present plant grows exclusively or interminglecl with other species of PorPhyra on “hibi"， 
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bamboo or wood stakes or on rock at high water level. It is not found on other algae. 

In tbe cultivation， "hibi" are spread in the sea in middle or late September to early October. 

In middle to late October there are founcl small buds with the naked eye， and in middle or late 

November they attain full growth ancl begin to be picked up by fisherman. A few to several times 

picking in the same "hibi" are continued until March. In April "hibi" are put out 

The investigation of growth and reproduction was made in 1951-'52 with bamboo blind 

"hibi" spread at di妊erentdates during September to May at Shiogama. On the "hibγ， spread from 

middle September to early November the present plant settled exclusively. On the "hibi" spread 

after middle November neither the present plant nor other PorPhyra settled. The numbers of attach-

ed buds on the "hibi" are shown in Table 6 and Fig. 26. The buds are numerous on the "hibi" 

spread before early October but are more abundant on the“hibi" spread a few days after the first 

and fifth of th巴 lunarmonth 
Based on the "hibi" spread in middle September to early October， seven to ten days after the 

spreading the buds become diseriate or more and begin to produce neutral spores. Mu1tiplication by 

the neutral spores is repeated on "hibi" until early November. In this way buds on "bibi" increase 

to 2000-3000 per 10 cm in the length of bamboo (or thread) of "hibi". About three weeks after the 

spreading the buds grow 0.5-1 mm  in length， one month after 0.5-1 cm and two months lat巴r

15-20 cm or more. The schema of growth is shown in Fig. 27. Buds sett1ed on the "hibi" spread 

after middle October are of slower growth. The plants luxuriate until March and begin to decline 

in April. In May they disappear. 
Asexual reproduction by neutral spores occurs in the microscopic stage of about 150-1000μ 

in length in 1ate September to early November. It does not occur in larger bl1ds more than 1 mm  

in 1ength and not after middle November even in the buds of the above mentioned size. The seasonal 

change of asexual reproduction is also conjectured from whether the apex of bucls is truncate (Table 

7). vVhen the plants reach a length of 3-5 cm or more， they begin to form sexual reproductive organs 

and procll1ce carpospores. The sexual organs continue to be formecl l1ntil the plants disappear 

Discussion 

The present p1ant is characterizecl by its generally long shape， androclioecious character， 

marginal slencler male stripes in monoecious plants， the manner of clivision of antheridia ancl 

cystocarps， aj4， bj2-4， cj4ー(8)and aj2， bjl-2， cj2-(r.4) respectively， truncate apex of bud and the 

first longitudinal cell division in the 15-30 celled stage of l1niseriate bucl. Asexual reproduction takes 

p1ace in microscopic buds in autumn 

Comparing the present p1ant with the origina1 clescription of P. tenera (Kjellman 1897)， P. 

tenera is smaller in size (3-5 cm high， 1-3 cm broad and 15-20μthick). variable in shape (linear 

spatl1late to broad obovate) and dioecious. Okamura (1916)， Ueda (1932) and Tanaka (1952) 

describecl a larger size and a varied shape of the plant. According to Ueda it is (3.4)ー15-25-(40・50)

cm high， (1.2)ー7-12ー(20)cm broad， 15-30-(35) 1" thick and rouncl， ovate or lanceolate in shape 

Okaml1ra (l.c.)， Uecla (l.c.) ancl Yendo (1916) mentionecl that the species is monoecious， on the other 

hand Kunieda (1939) and Tanaka (l.c.) clescribecl that it is androdioecious. Among of these al1thors， 

Yendo and Tanaka reportecl that the original specimen is monoecious. 

Ueda (l.c.) described two forms of the species， f. tYPica and f. kje1l112a刊日 from the di妊erenceof 

the shape of the vegetative cell in cross section. Tanaka (l.c.) mentionecl the di伍cultyof the dis-

'H'n'c'tion of the two forms. 
dコirI'II 'f.D ?，'. . 
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specimen. Mixing of two or more species is often seen in the cultivation of PorPhyra. On the other 

hand， there seems to be contained two or more species in P. tenera of Ueda (l.c.)， Kunieda (l.c.)， 

Tanaka (l.c.) and others 

Th巴 plants五gurec1by Okamura (1900， Pl. 9)， Ueda (1932， Pl. XIV 2， XV 1， XVI 1) and Tanaka 

(1952， Pl. 10-1) well agree with the present plant. But the plants treated by Ueda (l.c.， Pl. XIV 3) 

and Tanaka (l.c.， Pl. 10-2， rOHnd type) ， the present writer thinks， are another species， P. kuniedai 
mentioned in the next chapter. It is quetionable whether the plants on other algae (Myelloρhyι叫s，
Ishige) shown by Ueda (l.c.， Pl. XVI 2) and Tanalζa (l.c.， Pl. 11-2，3) agree with the presnt plant. 

The present plant in this district is not be found on other algae， but P. yezoensis is l1sl1ally fOl1nd 

on MyelloPhyc叫sand other algae 

Loηg tyρe showed by Kunieda (l.c.， PI. XIV 98，99) agrees with the present plant and the 

グoundtype (Pl. XXX 89-91， 93) appears to be ic1ent凶巴dwith P. k叫niedai. Suto's forms (1-6) seem 

contain the pres巴ntplant as well as P. k附叫ed叫 anc1P. yezo側 sis. Arasaki's forms (I-V) also seem 

to contain the present plant and others 

Sl1mmer plantlet of Ueda (1929， '37， Fig. 4) agrees with P.印刷ed削 Wada'splant figured in 

1941， Fig. 2 closely resembles P. yezoensis. Dwarf plant of Tseng and chang (1955， Pl. II) also closelly 

resembles P. k叫nied削.

Thus the nom巴nclatureof P. tenera is very complex. * The present writer thinks， it is re-

asonable to deal with the present plant as P. tene，'a from the following reasons 
1) The present plant seems to be contained in P. tenera described by Kjellman (1897) and 

supplementarily observec1 by Yendo (1916) and Tanaka (1952) 

2) The plant treated as P. tenera by the al1thors in ]apan， Okamura (1900， '16)， Ueda (1932)， 

Tanaka (1952) and others， agrees with the present plant or contains the present plant 

3) It seems that the plant agreeing with the present one is widely distributed in ]apan， esp-

ecially in the oldtime district and locality of the cultivation， judging from the ancient descriptions and 

various recent informations‘ 

In the present plant antheridia and cystocarps are sometimes divided more in cross section than 

the descriptions of Ueda (1932) and Tanaka (1952). Female cells， accorc1ing to Ishikawa (1921)， 

Ueda (1932) and Kunieda (1939)， protrude out of the sl1rface of thalll1s at their both ends in cross 

section and the protl1berances are psel1dotrichogynes on which spermatia adhere. Such a pro-

tl1berance was not found by the present writer except for th巴 occasionalOCCl1rrence in the old plant 

His observation agrees with those of Berthold (1882， in P. le叫cosi'icta)and Dangeard (1927， in P 

叫 附bilicalis). Buds of the pr巴sentplant well agree with thos巴figuredby Okaml1ra (1900， Pl. 9)， Ueda 

(1937， Fig. 5， 6) and Kuni巴da(1939， Pl. XXV 1-4， 10-26) 

Among the descriptions of asexl1al reproduction of P. tenera by many authors， Ueda (1937) 

m巴ntionedthat neutral spores are liberated from bl1ds 200μ ー 1mm  high in early October to late 

November in Tokyo Bay and figured the bl1ds in his Figs. 5-7. The description well agrees with those 

of the present plant. Suto (1957) also described the nearly sa口leasexual reporduction. Kunieda 

(1939) mentioned that th巴redid not occur asexl1al reproduction in the long type目 However，his Textfig. 

1 and Pl. XXV Figs 24， 26 show th巴 budsof long type with truncate apex perhaps inc1icating the 

formation of neutral spores 

The life cycle of the present plant is summarized as follows (Figs. 28， 73) 

The plants appear from middle or late October in the small size just visible to the naked eye. 

They reach a fl111 length in late Nov巴mberto early D巴cemberand luxuriate until March. They 

decline in April and disappear in May. In autumn rnicroscopic buds produce nel1tral spores by which 

the m111tiplication is repeated. When the plants grow 3-5 cm or more， sexual reproductive organs 

are formed and carpospores are proc1uced. The production continl1es frol1l November to the end of 

growth. Carpospores develop into Conchocelis-thallus which produces l1l0nospores developing into 

PorPhy間 inthe next autumn. 

Water temperature in the season of appearance of spore developing into PorPhy叩， in middle 

or late September to early November， is about 25-140C (Figs. 2， 26). The temperature seems to be 

closely related to the liberation of monospores of Conchocelis-thallus and of neutral spores of buds of 

本 Segirecently (1959) reported his observation of the authentic specimen of P. tenera. But 

the speci五cvalidity still remains unexplained， although there are new descriptions. 
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leafy thallus. Concerning the liberation of monospores， Kurogi and Hirano (1956 a， b) mentioned 

that the monospores were dischargecl in late September to early November， when the temperature 

was 23-140C. Ancl they macle clear that the monosporangia of Co叫ιhocelis-thalluswere formed under 

27-150C and the monospores were dischargecl below 240C. 

Recently the present writer (1959) reportecl that the maturation of Coηchoelis-thallus is closely 

related to photoperiocl 

P. huniedai Kurogi 

Diagnosis 

Frond ovate， rouncl， reniform or occasionally elliptical， with rouncl， cordate or urnbilicate 

base， hardly unclulate， sometimes cleeply divided， often lobecl ancl curlecl at the margin， 5-10 cm high， 

4-15 cm broad， 0.5-1.5-(3) tirnes as high as broad， dull recldish brown in colour， without microscopic 

spines at the margin， consisting of on巴layerof ce!l， 28-35 f.' thick in the miclclle part ; cells irregularly 

triangular， sqllare or polygonal in surface view， irreglllarly arrangecl， 11.5-23μin long diameter， 

(6)-8-16μin short cliam巴terin the center of froncl， sq llare in cross section， higher than broad or 

nearly eqllal， provided with one ste!late chromatophore in the center of each cell， basal cells larger 

than ordinary cells， ovate or elliptical， isslling a colourless and non septate rhizoicl 3-5μ in diameter; 

monoecious， antheridial areas nearly colollrless， located at both side margins as well as intercalarily 

among th巴 uppercystocarpic portion of froncl， intercalary male areas forming stripes about 1-3 mm 

broad， lower marginal male areas showing a dim olltline， cystocarpic areas cleeply coloured， located 

in the upper marginal part of frond， frequently smallロlIcroscopicor macroscopic male or femal 

patches scattering among female or male a1'eas 1'espectively ; antheridia 14-23 x 11.5-16μ in sllrfac巴

size， diviclecl in the formula， a/4， b/2ー(4)，c/4， ancl proclllcing 32 or more spe1'matia， sp巴rmatia3-5.5μ 

diam.， with a parietal plate chromatophore， cystoca1'ps 14-25.5 x (9)ー11.5-18.5μ ins u rface size， 

divided in the form111a， a/2， b/lー(r.2)，c/2， ancl procll1cing 2-4 or rarely lllore carpospo1'es， carpospores 

(11.5)-14-16ー(18.5)μdiam.，rich in contents， with a massive or short arm stellate chromatophore in 

the center. Asexl1al 1'eproduction takes place in alltllmn and in spring to Sllmmer. 

Morphological observation 

YOl1ng sterile plants a1'e ovate 01' round and show a 1'ound 01' corclate base. vVith growth， 

they become broacler than high and take a rOllncl， reniform 01' broad irreglllar shape with a cordate or 

11mbilicate base. Many plants appearing in early alltllmn take an aclvancecl shape with 11mbilicate 

base， on the other hand those appearing in late alltllmn to early winter mostly remain ovat巴 orrOllnd 

with round or co1'clate base. The plants growing densely are generally ovate 

Plants are often deeply cliviclecl into a few or seve1'al parts with incisions reaching to the base. 

Basal part of thallus slightly declines， of which 1'hizoicls a1'e mo1'e isslled on clown side than llpside 

(Plate XVI E，F). YOllng plantletes of abollt 0.1-1 cm in height are mostly concave in shape 

The height is lllostly 5-10 cm bllt often reaches 20-30 cm. The thickness of thallllS and the 

size of cells are smaller at the ma1'gin and larger near the base (Table 8). They are also smaller in 

yOllng plants (Table 9). Antheridia and cystocarps in the upper portion of thalllls are nearly equal 

in size to vegetative cells in the middle part. 

There OCCll1' both asexllal and sexual 1'epordllctive organs in clifferent seasons， the asexual 

organs are formed in autumn and in spring to summe1' and sexllal organs in winter. The plants of 

early appearance (in early autumn)計五rstforlll asexllal organs and th巴nsexual organs in the sam巴

individual. Thos巴 oflate appearance (in late alltllmn ot early winte1') form sexual o1'gans from the 

五rstwithout the formation of asexual organ. 

Sexllal organs in the plants withollt the formation of asexual organs before are fo1'med more 

than 1.5-4 cm in the height of thallus. At first antheridia a1'e formed in the upper marginal part of 

thallus， in the inner part of which female cells occur. After the antheridia fall off， cystocarps appear 

there. On the other hand， antheridia extend to both sides of thalllls as well as within the upper 

cystocarpic po1'tion. The uppe1' antheridia fo1'm a nllmbe1' of st1'ipes with clear outline， which are 

directed to the base and at right angle or oblique to the margin. The male stripes of well mature 

plants are long and broad， and in such a plant small male or female patches among the female or 
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male area respectively are few. 

In the plants having formed asexual organs in autumn， antheridia at first are formed in both 

lower margins of thallus and then within the upper cystocarpic portion. 

Female cells (carpogoI回)have the same五gureas those of P. tenera. There is often seen a con-

nection of spermatium with female cells 

There are also seen mixing of fema11e ce11s or poor content cells in the cystocarpic area in the 

faded plants as seen in P. tenera 

Asexual plants producing neutral spores have the same shape as sexual plants. Reniform in 

shape and lobation and curling of the upper margin are more frequent in asexual plants. The height 

is 0.1-20 cm， mostly 1-5 or 6 cm. It is larger in late autumn and early spring. Sma11er asexual plants 

as 1-10 mm  in height are frequently wedge or fan-lik巴 inshape and with truncate or broadly obtuse 
aplces 

N巴utralspores are produced one in each c巴11in the upper part of tha11us without any division. 

There is often seen a clear fertile zone 2-3 mm  or more broad in the active season of asexual reproduc-

tion. In old asexual plants in late autumn and early spring 2-4 or more neutral sporangia are 

grouped together. They appear to be derived from the same cell. 

1n late autumn to early winter and in early spring， when reproductive organs change from 

asexual to sexual or from sexual to asexual， there are found plants having both asexual and sexual 

reproductive organs in the same tha11us as follows (Figs. 34， 35) 

1) Plant with neutral sporangia and antheridia-叫α(=仰).
a) A few immature antheridia are mingled among neutral sporangia， antheridial areas invisible 

to the naked eye】 勿(α)

b) There is a part with n巴utralsporangia only and the other part with antheridia and neutral 

sporangia mixed together， antheridial areas invisible or slightly visible in the lower marginal 

part of tha11us -時ain narrow sense. 

2) Plant with neutral sporangia， antheridia and cystocarps-叩aι (=ca叫). There is a part with 

neutral sporangia and cystocarps and the other part with antheridia， neutral sporangia and 

cystocarps. Antheridial areas are visible at the lower margin of thallus， but upper male stripes 

do not develop su伍 ciently.

a) Neutral sporangia are nearly equal in number to cystocarpsーηacIII narrow sens巴.

b) Neutral sporangia are manyーηa(c)

c) Neutral sporangia ar巴 few-ca(n). 

Sexual plant with antheridia and cystocarps is marked with ca. 

1n the part with neutral sporangia and cystocarps， the former is light in colour in surface view 

and the latter dark. Neutral sporagnia， of cours巴， are one layered. In the叫叫 andca(叫) plants 

neutral sporangia are frequently small and grouped together into 2-4. 

Microscopic buds of the present plant are easily found near the macroscopic plants in the field 

in autumn and spring to summer. The buds are uniseriate at the earliest stage. When the cell 

number of them increas田 to(3)-4-6ー(10)，longitudinal cell division begins to occur. Thus the buds 

become multiseriate leafy thallus (Figs. 36 A，B). In the uni-to diseriate stage they are clavate， elon-

gated obovat巴 orelliptical. The size of uniseriate and diseriate buds is shown in Table 10. As 

they grow， they become gradu乱llybroader than high， when reaching about 1 mm  in height they take 

an ovate to round shape with round or cordate base. Th巴shapeis retained until reproductive organs 

are for11led. 

Culture experi11lents of spores 

Liberated neutral spores from asexual plants are amoeboid before becoming spherical， 11.5 

15-( 17.5)μin diameter， provided with rich cont巴ntsand a massive or short arm stellate chroma-

tophore. They are elongated upright on the substratum and develop into the same uniseriate buds 

as found in the sea by the horizontal cell division. Afterwards they become leafy by longitudinal cell 

division. 

The early development in the culture of May 24， 1955 is described below (Fig. 37). 

Liberated spores develop into 1-2 someti11les 3-4 celled uniseriate gerrnlings in one to two days. 

After three days they bec011le 3-6 celled， in some of which longitudinal cell division begins to.t乱ke

place. After五vedays most of 4-6 celled gerrnlings become diseriate by longitudinal cell division of all 
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cells except the basal cell. There remain a few uniseriate 5-8 celled germlings. After seven days 

there occur four seriate germlings. After two weeks they develop into eight to ten seriate elliptical 

or oval buds 105-115 u high and 56-70μbroad， and rhizoids are also issu巴dfrom lower c巴llsabove 
the basal cell. 

1n the culture experiment the五rstlongitudinal c巴11division occurs in the 3-8 (mostly 4-6) 

celled stage. It is indefinite what cell of the germling makes the division at first. There does not 

occur the division in the basal c巴11of a germling. Rhizoids are issued from only the basal cell at 

first and later from lower cells above it. They are丑attenedand disc-like at the tip， often creep 

long on the substratum and sometimes branched (Fig. 38). 

1n another calm cultur巴 ofth巴 samedate the germlings reached 400-900 1" high after one 

month， some of which produced neutral spores again (Fig. 40) 

1mmature spores， which are liberated after mature spores in the fertile zone have been liberat-
ed， take an abnormal shape of germination (Fig. 39) 

Carpospores， as seen in the other PorPhyras， germinate to give ris巴 toa filamentous growth 

ancl when carpospores germinate on the shell th巴irgerminating tubes pen巴trate the sllell and clevelop 

into a pinnately much branchecl and raclial filamentous growth， Conchocelis-thallus， resembling that 
of P. tenera (Fig. 41) 

Filaments of the Co刊chocelis-thallusar巴 2-5μcliam.in the slencler part ancl 6-10μcliam. i且

the inflated part from which branches are issuecl oppositiely or whorleclly. Monosporangial branches 

are uniseriate， branchecl ancl consisting of more than 20 cells (monosporangia) (9)ー10-13-(14)μin

cliameter ancl of nearly equallength to the cliameter. Patches of the Conchocelis in the shell are smal-

ler ancl somewhat more reclclish than those of P. tenera 

Growth and maturation of the Conchocelis-thallus in the culture of Jan. 7， 1954 are clescribecl 
below. 

The Co刊chocelisgrowecl to be visible to the naked eye as a spot in early March， ancl become 

about 3-5 mm  in cliameter of the patch ancl began to form monosporangia in the miclclle of May. 1n 

early June a great number of monospores were liberatecl， in July to August the liberation cliscontinuecl 

ancl in late September it commencecl again 

The season of th巴 formationof monosporangia is earlier than in other PorPhyra， P. tenera， P. 

yezo問 sis，P. pseudolinearis ancl P. s叫boγbic叫lata，of which Conchocelis-thalli were culturecl from J an. 

6-8 (Mar. 10 in P. yezoensis) in the same year ancl uncler the same conclition. Conchocelis of P. tenera 

ancl P. yezo問 sisbegan to form monosporangia in earl y J ul y ancl those of P. suboγbiculata ancl P. 

少se叫dolinearisin miclclle J une as in the clescription of the pr巴sentwrit巴r(1953). 1n aclclition the four 

Conchocelis-thalli clicl not liberate monospores until September 

Liberatecl monospor巴stake an amoeboicl shape at first ancl soon become spherical. The 

cliameter is (8)-9ー11.5ー(14)μTheyclev巴lopinto a upright bucl of PorPhyra leafy thallus in the sal11e 

l11anner of neutral spores (Fig. 42). The uniseriate g巴rmlingsare slightly slenclerer than those of 

neu tral spores. This seems to be cl ue to th巴slightsmaller cliameter of monospores than neutral spores 

(Table 11) 

1n autumn of 1955 the sporelings which settlecl on "hibi" in the laboratory were culturecl in the 

sea， they clevelopecl into the same aclult plants as the natllral plants 

Ecological observation 

The present plant grows on bamboo or wooc1 stakes， piles of pier， rocks ancl sometimes other 

algae， Gloiopeltis f.叫rcataand Gelidiu例 divariιatu刑 inthe inner 01' outer water. 1t also grows on 

"hibi" l11ixed together with other PorPhyra or exclllsively 

Perioclical investigations of the growth ancl reprocluction were macle at several places in 

Matsllshima Bay， Shiogama， 1shihama， Yogasaki， Yachihama ancl others clllring 1952 to '56. 1n acl-

dition to the plants on stakes， rocks， piles or other algae， the plants on "hibi"， which were spread at 

Shiogama and Yachihama in September， October， November and March乱ndS0l11e of which were 

spread on another "hibi" having asexual plants to catch nelltral spores， were observed. The covering 

is called "kasane-hibi" or infection. On the "kasane-hibi" only the present plant gro、vs. Besides， 

the plants on "hibi" translated in Shiogama from Usu in Hokkaido in 1952 and the resulting plants 

from monospores of Conchocelu-thalllls at Shiogama in 1955 wers also observed. 

The present plant appears from late September or early October i11 tlle size of 1-2 or 5-10 mm. 
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Microscopic buds in the early stage are found abundantly from this to early or midd1e Novemb巴r，and 

they are very rare during December to February or March 

P1ants appearing in the ear1y season attain full growth in ear1y or midd1e December. The 

growth at Ishihama and Yachihama in 1953-'54 is shown in Table 12. The p1ants at Ishihama are 

shorter in height than those at Yachihama， while in 1952 they attained to 5-10 cm in height in late 

December at Ishihama. The height seems to di宜ereaccording to various environmental factors， 

nutrients of water， settling 1eve1 of water， waves and others. In late October the growth is not so 

conspicuous perhaps due to the active liberation of neutral spores 

Plants appearing in late October of the size of 1-2 mm. reach full growth in ear1y or midd1e 

January. There is not seen the formation of nelltra1 sporangia and no depression of growth in late 

October. 
From the investigations of growth by means of "hibi" spread at Shiogama and Yachihama， 

spores settled in early September to ear1y October deve10p into a blld 1-2 mm  high about three weeks 

after the s巴tt1ing(after th巴 spreadingof “hibi")， 0.5-1 cm about Ol1e month after and 3-5 cm forty 

or forty fi ve da ys after 

P1ants appearing 1ater than the above show a slower growtll. The p1ants 011 "hibi" spread on 

Oct. 27， 1953 at Yachihama were 0.5-1 cm high in middle Janllary (abollt two months and a half 

after the spreading) and 3-4 cm in ear1y March (about four months after). The plants on "hibi" 

spread on Oct. 31， 1955 at Shiogama became 3-4 cm high in late January (abollt three months after) 

and 6ー7cm in midd1e March. The p1ants on "hibi" spread on Nov. 25， 1955 at the same p1ace were 

0.2-1 cm high in 1ate January (about two months after). 

There are seen a number of buds 1-5 mm  or more high on bamboo stakes or concrete pi1es at 

high water 1eve1 during December to February or March. Their growth during the above season is 

not conspicuous 

In February to March the p1ant fades in co1our， especially at Ishihama and Yachihama where 

the nutrients of the water are poor. 

Plants having appeared in ear1y autumn and grown in winter begin to fall off from February or 

March and they b巴comerare in April， when there are 1uxuriate p1ants having appeared in 1ate autumn 

and not attained full growth during winter. These plants are also fewer in May and disappear in 

June 
On the other hand there appear again new microscopic bllds from March or April. They grow 

abundant1y in the size of abollt 3-5 cm high during May to June and decline in their prosperity in 

Jllly. The microscopic buds in the early stage are found near larger p1ants continuous1y. 

The change of plants from spring to summer is recognized by their size， shape， co1our， change 

of substratum or growing zone and by the putting of new substratum， bamboo stake， stone and 

"hibi". The change of the growing zone on bamboo stakes at Yachihama and on concrete pi1es at 

Ishihama is shown in Fig. 44. 

The luxuriance of plants in spring to summer di宜ersaccording to growing p1aces and years. 

The plants are luxllriant in 1953 and '54 and poor 1955 and '56 

Plants having grown in spring to summer gen巴rallybegin to decline in their prosperity in 

Jllly and disappear in August. Sometimes a few of them continlle to exist in a small size of 0.1-1 cm 

or more in height until autumn， the next season of appearance. 

The continuance does not always occur ev巴ryyears， it was frequent in 1953， rare in 1954 and 

not found in midd1e August to early September of 1955 and '56. The p1ants are liabl巴 tocontinue to 

exist on wet bamboo or wood stakes and disappear ear1ier on clry rocks or concrete pi1es. It is 

interesting that the p1ants grow abllndant1y on the sOllth side of the rock and rarely on the north side 

and that they disappear earlier on the south side. 

Such surviving plants become larger again from the midcl1e or 1ate September and reach a full 

length in winter. 

Investigations of the reproductive organs throughout the growing period are shown in Fig. 43 

and summarized in Fig. 73. 

There takes p1ace asexual reproduction in alltllmn， sexual reproduction in winter and again 

asexual reporduction in spring to summer. The change from asexllal reproduction to the sexual one 

occurs in late autumn or early winter and the change from sexua1 reproduction to asexua1 OCCllrs in 

ear1y spring. 
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There are seen a number of asexual (η) plants bearing neutral sporangia only from late Septe-

mber or early October to early November. 1n late October or early November n (α) plants bearing 

neutral sporangia and a few immature antheridia make an appearance. 1n middle to late November， 
when 12 plants disappear，叫aplants bearing both neutral sporangia and antheridia，問αιplantsbearing 

neutral sporangia， antheridia and cystocarps and rarely sexual (ια) plants are seen there. 1n 

December to February or early March most of the plants are sexual. 1n middle to late March c仰 ，

冗aand rarely叫 plantsreappear and in early April there are found叩 andsom巴times1叫 plants. From 

this to the end of growth there are seen叫 plantsonly 

The change of the reproductive organs somewhat differs according to the growing places and 

years. At Shiogama and Yogasaki sexual (ca) plants are rare in winter and ca(四)plants are frequent， 

sometimes ca肌叩αandrarely叫 arealso found. At Ishihama neutralized plants were not found in 

the winter of 1952 to '53， while a nllmber of肌仰 andnac plants grew in the winter of 1953 to '54 in 

addition to sexllal plants. The nelltralized plants were yOllng in age and grew at a higher water level 

than the sexual plants 

According to the change of reprodllctiv巴 organsthrollghout life and to the matllre season of 

an individllal， the following kinds .of plants are recogniz巴cl.

1. asexllal → sexual → (asexual): autllmn→ winter→ (spring) 

This is the case where plants appear in early alltumn in small size just visible to the naked巴ye.

Most of them fall 0妊 cluringwinter， a few survive until spring 

2. sexual， or sexual → asexl1al winter， or winter→ spnng 

This is the case where plants appear in miclclle autl1mn. Some of them fall off cll1ring winter， 

the others sl1rvive l1ntil spring. 

3. asexual: spring， spring to Sllmmer， or summer 

There are two cases. 

1) One is the case where plants appear in late al1tllmn to early winter ancl clo not grow 

enough to form any reproductive organs dllring 'Ninter. 

2) The other is the case wher巴 plantsappear in spring to summer. 

The plants appearing in middle autumn may be the same as the first or th巴 thirclcase ac-

cording to the rate of growth. And those appearing in late alltl1mn or early winter may be the same 

as thesecond. 
Initial size of asexual plants to form neutral sporangia is 0.1-4 cm. Generally it is smaller in 

early autumn (down to 1-2 mm)， larger in lat巴 autumnancl spring (2-4 cm) ancl again smaller in 

summer (down to 0.1-1 cm). 

Discussion 

The present plant is characterizecl by its generally rol1nd shape， dllll brownish colour， mono司

ecious character， male stripes， form111as of division of antheridia and cystocarps， a/4， b/2-(4)， c/4， 

and a/l-2， b/lーか.2)，c/2 respectively and the OCCllrrence of longituclinal cell clivision in the earlier 

(4-6 celled) stage of bucl. The duration of the growth is very long and the asexual reprocluction takes 

place in autumn ancl in spring to Sl1mmer 
These characteristics are su伍cientto clistinguish the present plant from P. te12era mentioned 

in the prececling chapter. 
The present plant appear to have been dealt with as a form of P. te12era by Ueda (1932)， 

Kunieda (1939)， Tanaka (1952) and other investigators. 
Ro叫悼dtype given in Pl. XXX 89-91， 93 of Kunieda (l.c.) and in Pl. 10-2 of Tanaka (l.c.) and 

the plant shown in Pl. X1V 3 of Ueda (l.c.) appear to agr巴ewith the present plant， but the ro開 dtype 
of Pl. XXX1 94-95 of Kunieda appears to be another species. Some of the s叩umm巴訂rplan凶tletおsof Ue叙吋cl

(1929町)， summe釘rpがlantlet匂s0ぱfthe same author (1937， Fig. 4引).dwarf type 0ぱfTs白engand C口hang(1955， 

Pl. II町)， Form 1 0ぱfSlItωo (υ1950) ancl 1 Form of Ara邸saki(1952， '57) are also closely related to the 

present plant 
"P. vezoe12sis" of Kinoshita and Shibuya (1941， '42) closely resembles the present plant in 

its morphological and ecological features. The pr白 entwriter's investigation during 1953 to '56 

at Usu， where the species was investigated by them， and his observation of the so-called "P. yez即時sis
translated at Matsushima Bay from Usu during 1951 to '53 macle clear that the sp巴ciesis not P. 

yezoe12sis but the same as the present plant. 
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The present writer notes additionally that the present plant closaly resembles P. leucosticla f. 

例 editerraneaHamel (1924) in its round shape， concave base and male stripes. 

The life cycle of the pres巴ntplant is summariz巴das fo11ows (Figs， 46， 73). 

The plants appear from late September or early October in small size just visible to the naked 

eye. They attain full growth in December， continue to luxuriate until June， decline in July and 

disappear in August. During the period of growth conspicuous alternation of plants occurs in spring. 

The plants produce neutral spores in autumn and in spring to summer to multiply repeatedly. 

In winter carpospores are formed 

Carpospores develop into Conchocelis-thalli which produce monospores in autumn through 

summer. Monospores develop into PorPhyra of the n巴xtseason 

Sometimes summer plants bearing neutral spores continue to exist until autumn. Neutral 

spores of the survived plants， in addition to monospores of Conch.ocelis-thalli， become the origin of 

Porph.yra of the next season. 
The assumption of U巴da(1927， '37) and others on the life cycle of Porph.yra that PorPhy叩

passes during summer in the condition of "summer plantl巴ts"，the pr巴sentwriter thinks， had largely 

been due to the summer plant bearing neutral spores of the present plant 

On the appearance of the plant， Conch.ocelis-tha11i begin to liberate monospores in September. 

The experiment of the present writer and Akiyama (unpublished) showed that monosporangia were 

formed in 15-250C. Judging from this the liberation seems to continue to early November. It is 

not enough clear whether the luxuriance during spring to summer has any relation with the liberation 

of monospores of Conchocelis-tha11i in June as seen in the experiment of 1955. But the origin of the 

plants in spring to summer is mostly neutral spores of neutralized plants 
Yearly difference of the luxuriance in spring to summer and the continuance of the summer 

plant to autumn seem to be influ巴ncedby various environmental factors. The abundant growth in 

winter and fine weather in spring， which clean the substrata catching spring spore at spring tide， ap-

pear to bring the luxuriant growth in spring to summer. The abundant growth in spring to summer， 

cloudy weather and low temperature in summ巴rappear also to help the continuance of plant from 

summer to autumn. Water temperature and specific gravity in 1953 -'55 are shown in Fig. 45. 

Regarding the seasonal change of the reproductive organs， the temperature in the as巴xual

reproductive season， autumn and spring to summer， is about 21-140C and 9-250C respectively， while 

that in sexual reproductive season， winter， is 8-30C. Asexual reproduction often occurs in winter in 

the water rich in nutrients. It seems that the temp巴raturesis not the only factor to determine the 

sex. 

P. yezoensis Ueda 

Diagnosis 

Frond e11iptical， elongated elliptical， oval or sometill1es round， provicled with cuneate， round， 

cordate or sometimes umbilicate base， undulate at margin， occasiona11y sha110wly or cleeply divicled， 

(3)ー5-20ー(50)cm high， (1.5)-2-8-(20) cm broad， (0.6)ー1-5-(10)times as long as broad， without 

microscopic spine at margin， bluish green in the lower part and recldish brown in the upper part， 

consisting of on巴layerof cell， 35-50μthick in the ll1iddle part; cells irregularly triangular， square or 

polygonal in surface view， irregularly arranged， (11.5)ー15-25ー(28)μinlong diam.， (9)ー11.5-16-(21)μ

in short diam. in the middle part of froncl， square in cross section， higher than broad， provided with 

one stellate chromatophore in the centre of each ce11; basal c巴l1sissuing rhizoids downwards， larger 

than ordinary ce11s， ovate or elliptical; ll10noecious， male areas situated at both side margins as well 

as intercalarily among the upper cystocarpic part of frond， upper intercalary male areas forming 

nearly colourless stripes about 0.5-2 cm long and 1-3 mll1 broad， lower marginal male areas without 

clear outline， cystocarpic areas deeply coloured， situated in the upper part of frond， frequently micro-

or macroscopic small male or female patches scattering within female or male areas respectively; 

antheridia 16-28μinlong diam.， 14-23μin short diam.， divicled in the formula of a/4， b/2-4， c/(4)-8 

and producing 64-128 spermatia， (40)-50-60μthick there， spermatia 3-5μdiam.， provided with a 

pale blue greenish parietal chromatophore; cystocarps 16-25-(28) 1" in long diam.， 14-18-(23)μln 

short diam.， divided in the formula of a/2， b/1-2， c/2ー(4)and producing 4-8 or more carpospores， 

(35)-40-50μthick there， carpospores 11-16μdiam.， rich in contents， provided with a central massive 
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or short arm stellate chromatophore. Asexual reproduction takes place in young stag巴inautumn to 

early spring. 

Morphological observation 

The plants are elliptical， elongated elliptical， oval or sometimes round in shape. 1n the young 

stage they are elliptical or elongaed elliptical， (1.5)-2-6-(16) times as long as broad and narrowed 

toward both， or either upper or 10wer end. As they grow older， the shape becomes broader and ova1 

or round. Shape of the base also changes from cuneate to umbilicate with the change of the shape 

of plant. Young plants sometimes curl at the margin. Division of thallus occurs frequently in open 

sea. The size of the plant is usually 5-20 cm high， often it reaches a height of 30-50 cm. 

Size of vegetative cells and thiclmess of thallus are smaller at th巴m.arginand larger near the 

base. They are also larger in old plants than young plants (Table 13). According to the age of plant， 

the size of cells in the middle part of thallus varies from 11.5μto 30μin long diam. and from 7 to 

21μin short diam.， and the thickness of thallus there varies from 26μto 52μThe shape of cells in 

cross section is frequentry of nearly equal height to breac1th in the young plants. 

There are formec1 sexual as well as asexual reproductive organs. Asexual organs， neutral 

sporangia (monosporangia)， are formed in the young stage in autumn to winter， anc1 sexual organs， 

antheridia， fema1e cells (carpogonia) and cystocarps are formed in winter to early summer. 1n winter 

there are plants forming both asexual and sexual reproductive organs in the same thallus 

Plants， in autumn to winter， form at first asexual organs and then sexual organs， in spring to 

summer they form sexual organs from the first time without the formation of asexual organs. 1n the 

latter case， a nearly colourless anth巴ridialarea with c1im outline appears at first at the apical margin 

of thallus. The area grad uall y巴xtendstowarc1 both sic1e margins as、も/ellas inwardly and th巴 upper

m.arginal antheridia begin to liberate spermatia， while the female area inside of the antheric1ial area 

becomes deep in colour anc1 comes out at the upper margin to lib巴ratecarpospores. 1n this way， in 

full grown plants there are seen antheric1ial areas with c1im outline at both lower side margins and a 

number of antheridial stripes among the upper cystocarpic area. The stripes ar巴direct巴dto the base 

of thallus， thus they run at a right angle or obliquely to the upper m.argin and parallel or oblique to 

the sic1e margin according to the shape of plant. The stripes are usually 0.5-2 cm long and 1-3 mm  

broad， sometimes attain to 4-5 cm in length and 7-8 111m in breadth. There are frequently found 

microscopic or macroscopic small antheric1ial or cystocarpic patches within the cystocarpic or 

antheridial area respectively. Sometimes， especially in the early stage of maturation， a scattered 

五gureof small male and femal巴 patches is seen. 

Antheridia are divic1ed in the formula of a/4， b/2-4， c/(4)-8. The division of c/8 are few in 

winter and frequent in spring to summer. Cy戸stωoca幻rp戸saむredivic1ed in the formula of a吋/1-2，b/(υ1)ト一2，

c/2 一ベ(μ4叫』
ant廿her口ic1iaanc1 cystocarps are full in old plants as、W、vel日1as in the 、w、vaterrich in nutrients. The thickness 

of upper full dividec1 antheric1ial part is usually larger than the inner vegetative part. That of cysto-

carpic part are nearly equal to the vegetative part. 

Female cells are located in the inner part of antheric1ial or cystocarpic area. They hav巴 a

nearly equal五gureto vegetative cells in sllrface view， anc1 a spinc11e shape with a slight protl1berance 

at both ends in cross section. The protll berance c10es not protrude Ol1t of the sl1rface of thallus. 

Fertilization tubes of spermatia connectec1 with female cells are frequently seen. 

As巴xualplants have the sam巴 shapeas sexual plants， although they are liable to be narrower 

and reddish in colour. The size is 1-11 cm 10時， 0.6-11 cm broad and (0.5)-1-5-(16) times as long as 

broad. The size anc1 thickn巴ssof the plants are generally smaller than those of full grown s巴xl1al

plants. The initial size of plant proc111cing neutral spores is 1ー7cm. in length 

Upper m.arginal cells of the thallus are transformecl into nel1tral sporangia without any division. 

The sporangia are rich in contents， provided with乱 massiveor short arm. stellate chromatophore in th巴

center and produce one neutral spore (monospore) within. Th巴yare (10)-13-18ー(25)μinlong 

diameter and (8)-9ー14-(16)μinshort diam巴terin surface view， one layered and nearly equal or 

higher than broad in cross section. The thickness there is abol1t 20-32μThe size and the thickness 

are the same as the inner vegetative cells 
ln autl1mn to winter there are found plants forming both asexual and sexual reproductive or-

gans in the same thallus in add比ionto asexl1al (η) and sexual (ια) plants as follows (Fig. 52-55)・
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1) Plant with neut1'al spo1'angia and anthe1'idia-ηa (=an). 

a) A few immatu1'e anthe1'idia a1'e mingled among neut1'al spo1'angia， anthe1'idial a1'ea invisible 

to the naked eye-刊 (a)

b) The1'e is seen a pa1't with neut1'al spo1'angia only and the othe1' with neut1'al spo1'angia and 

anthe1'idia， anthe1'idial a1'ea invisible 01' faintly visible to th巴 nakedeye at the side and uppe1' 

ma1'gins of thallus -na in a narrow sense. 

2) Plant with neut1'al sporangia， anthe1'idia and cystoc1'aps -nac (=ιa叫)

The1'e a1'e a part with neut1'al spo1'angia and cystoca1'ps and the othe1' with neutral spo1'angia， anthe-

1'idia and cystoca1'ps. Antheridial a1'ea is faintly 01' plainely visible at the side and uppe1' ma1'gins. 

a) Neut1'al spo1'angia a1'e nearly equal to cystocarps in number一時acln a nar1'o¥V sense 

b) Neutral sporangia a1'e many一肌(ι)

c) Neutral sporangia are few -ca(叩)
Plants a1'e mo1'e sexualized， the mixture of colou1'ed cells (neutral spo1'angia or cystoca1'ps) in 

the antheridial a1'ea a1'e fewe1' and antheridial areas a1'e more distinctly visible to the naked eye. 

The anthe1'idial a1'eas appear at the midclle or lower both side margins as well as among the uppe1' 

cystoca1'pic a1'ea as seen in the sexual plant. The stripes， compared with those of sexual plaロts，are 

gene1'ally slende1' and many in numbe1'. 1n sexual (ca) plants the1'e is not seen the mixtu1'e of coloured 

cells (cystocarps) within antheridial a1'eas. Sometimes the1'e a1'e sexual plants mixing with isolated 

cystoca1'ps in the anthe1'idial a1'ea， which indicates the p1'ocess of sexualization of rep1'oductive o1'gans 

f1'om仰 ιplants.

During the asexual 1'ep1'oductive season (autumn to winte1')， 1'ep1'oductive o1'gans of the plants 

a1'e asexual in the young stages， they are gradually sexuali7.ed as they grow older and at last become 

enti1'ely sexual. 1n this way the plants pass the stages of肌叩a，nac and are followed by ca. Sometimes 

叩 or叫 and刊astages a1'e omitted. After sp1'ing， plants fo1'm sexua1 1'ep1'oductive organs only f1'om 

the fi1'st time. 

1n the世a01'向日cplants anthe1'idia and cystoca1'ps a1'e not su伍cient1yclivided. The division 

cj8 of anthe1'idia ancl the division cj4 of cystoca1'ps are not seen. Neut1'al spo1'angia are one layered， 

lighte1' colou1'ed and angula1' than cystoca1'ps in surface view. 1n ιa(叫)plants small 2-4 01' mo1'e neu-

t1'a1 sporangia a1'e f1'equently grouped. The g1'ouping spo1'angia appea1' to be de1'ived f1'om the per-

pendicula1' division of the same mother cell to the surface of thallus. 

1n cultu1'e experiments of spo1'es libe1'ated from the pa1't with neutral sporangia and cystocarps 

the1'e occu1' up1'ight bipola1' gerrnlings and c1'eeping filamentous germlings in propo1'tion to the numbe1' 

of neutral sporangia and cystoca1'ps. 

1n sp1'ing to summe1'， sometimes， the1'e a1'e seen abo1'tive cells among cystoca1'pic a1'eas of sexua1 

plants， of which anthe1'idia1 a1'eas a1'e not mingl巴dwith coloured cells. Culture expe1'iments of the 

spo1'es libe1'ated f1'om the pa1't with the abo1'tive cells sometimes 1'esults in the occu1'ence of upright 

g1'emlings among c1'eeping ge1'm1ings. 

Buds of the p1'esent plant a1'e eas均 foundin winte1'， especially near the 1a1'ge1' plants (F伊

56， 57). 

They are uniseriate and clavate shaped in the earliest stage. When the cell numb巴l'of the 

unise1'iate buds attains to (3)-6-8-(13)， the longitudinal cell division begins to occur. Thus the b吋 s

develop into a multise1'iate leafy thallus. The cell number of unise1'iate buds， in which longitudinal 

cell division begins to occur， app巴arsto be small in the unfavourable condition of g1'owth. Microsco-

pic multiseriate buds a1'e elliptical 01' elongated elliptical with th巴 length2-4 or mo1'e times as the 

breadth. 

Culture expe1'iments of spores 

Neut1'al spo1'凶 a1'eamoeboid at fi1'st， ancl become sphe1'icallate1'. The d山田te1'is 12-16-(17.5) 

μ They ge1'minate the same upright bucls of PorPhyra as found in the sea. The early development 

is shown in Fig. 58. 

The development of ca1'pospo1'e of the p1'esent p1ant had been mentioned under the names 

of "P. t仰 era1'ound type"， "P. tene1'a (No. 3)" and "P. yez即 時sisp1'ox." by the p1'esent w1'ite1' and 

Hi1'ano (1953 aム 1956a 1'espectively). Ku1'ogi and Hi1'ano (1956 a) mentioned that the Conchocelis-
thallus libe1'ated monospo1'es du1'ing Septembe1' to Decembe1'， when the wate1' tempe1'atu1'e was 23 

100C. Late1' Kurogi and Akiyama (unpublished) made clear that the fo1'mation and libe1'ation of the 
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monospo1'es occu1'ed abov巴 100Cin wate1' temperatu1'e. 

Monospo1'es libe1'ated f1'om the Conchocelis-thallus a1'e also amo巴boidat fi1'st and become 

sphe1'ical late1'. The spo1'es are (9)ー10.5ー12.5-(14)μ indiam.， being somewhat smaller than neut1'al 

spo1'es of the leafy thallus. Th巴ydevelop into up1'ight buds of PorPhyra as neut1'al spo1'es. The early 

development is shown in Fig. 59. In 1955 the spo1'es which were settletd on "hibi" in the labo1'ato1'Y 

we1'e cultured in the sea and they developed into adult plants (cf. late1' pages and PL. XXIV A-C， 

XXV C，D). 

Ecological obse1'vation 

Pe1'iodical obse1'vations of the plants on natu1'al subst1'ata w巴remade in Matsushima Bay， 

especially at Yogasaki， Tatamiishi-hana (Plate XXI) and Ishihama-zaki in 1952 to '55. To make 

clea1' the pa1'ticulars of the growth， experimental "hibi" we1'e spread periodically at Tatamiishi-ura 

(Plate XXI) in 1953 to "55， whe1'e the Porphyra-cultivation was not made at that time. Additionally， 

in 1955 to '56 ge1'mlings of monospo1'es of the Conchocelis-thallus we1'e cultu1'ed in the sea at Shiogama， 

the inner part of the Bay. 

The plants are abundantly founcl nea1' the open sea but not in the inne1' pa1't of the Bay. Th巴y

g1'ow on 1'ocks， ba1'nacles， mussels and othe1' va1'ious algae (Gracilaria verr叫cosa，Gloiopeltis furιata， 

Gelid似問 d叩 aricat叫m，Gy問 nogo叩g仰 sflabelliformis， Myellophycus caespitos叫s，Carpopeltis affi削 s，
Gigart叩 ainte仲間dia，Gratelo~ψia livida， Choηdria crassicaulis， Hりikiafusifo仰日，Sargass叫m th~問bergú，

CystoPhyllu間 s~sy隅b門oides， A hnfeltia paradoxa， Gelidium amansi'I， and Eisenia bicyclis) in the litto1'al 

zone to the uppe1' sublitto1'al zone. They most luxu1'iate on other algae 

The plants a1'e few befo1'e Decembe1'， lllxu1'iant in Ma1'ch to May and clisappea1' in July. They 

a1'e founcl in midclle Novembe1' in a length a few to several cm， bllt ve1'y few. The earliest observation 

of the plant was the microscopic bllds of the length abollt 100μon Gracilar'ia and Carpopeltis at 
Tatamiishi-hana in ea1'ly October. The buds appea1' to be belong to the p1'esent plant from their 

shape ancl sllbst1'ata. Microscopic 01' macroscopic bllcls a1'e numerous in Decembe1' to Ma1'ch 01' 

Ap1'il. In Janua1'Y to Februa1'Y， gene1'ally， a few la1'ger plants among a number of small plantlets a1'e 

founcl on othe1' algae. At Yogasaki the plants appea1' on rock somewhat earlier than at Tatamiishi・

hana where the plants a1'e rare on rock. At the no1'th sicle of Ishihama-zaki they are ra1'e until micldle 

Febrlla1'Y and luxuriate f1'om Ap1'il. 

In the ea1'ly season of g1'owth the plants grow in the highe1' litto1'al zone， in the middl巴 toend 

season they g1'ow in the lowe1' litto1'al zone to the uppe1' sllblitto1'al zone. At Tatamiishi-hana they 

g1'ow on mussels， Gracilaria 01' Gymnogongr叫sat a highe1' level in the ea1'ly season， then move to on 

Carpopelt包sancl most luxu1'iate on G叩 telouPia， Hηikia and other algae at the lowe1' level in the 

middle to the end of the season. At Yogasaki they move f1'om on 1'ock to on Gratelo叫がa， Chondria 
ancl othe1' alga巴 throughon Gloiopeltis. 

At Tatamiishi-u1'a f1'om Septembe1' in 1953 to Ma1'ch in the next yea1'， net "hibi" made of coi1'-

ya1'n we1'e sp1'ead at diffe1'ent dates as shown in Table 14. One of the "hibi" was sp1'ead at the wate1' 

level co1'1'esponding to about 100-110 cm above D.L. of the Tide table of 1953 at Ayukawa. The lev巴l

was lowered about 10 cm on Feb1'ua1'Y 8 and about 20-30 cm on Ma1'ch 10. The othe1' was sp1'ead at 

the wate1' level corresponding to about 60-70 cm. Since Oct. 31， one of the "hibi" we1'e cove1'ecl 

with anothe1' “hibi" ， which had b巴enspreacl at earlie1' dates and on which asexual plants of the 

present plant p1'oducing neutral spo1'es g1'owecl， in o1'cle1' to catch neut1'al spo1'es fo1' s巴ve1'aldays to 

about half a month. "Hibi" of Mar. 25 w巴1'esp1'eacl on 1'ock， on which the p1'esent plant g1'owed 

乱bundantlyon oth巴l'algae. 

On all the "hibi" buds of the p1'esent plant settled， and on the cove1'ing "hibi" they we1'e ve1'y 
dense. On the "hibi" at the lowe1' wate1' level， especially on ones of Dec. 13， 22 ancl Jan.!I， th巴

buds we1'e sca1'ce. On the "hibi" befo1'e Oct. 22 P. tenera minglecl with the p1'esent plant， on the 

"hibi" afte1' Oct. 31 the p1'esent plant growed exclusively 

Buds on these hibi"， except those of Dec. 13，22 and Jan. II at the lowe1' wate1' level， grew 

as shown in Table 15. Bllds on the "hibi" of Sept. 11， 24， Oct. 8 and 22 at high wate1' level suc-

cessfully g1'ew but after Mar. 10，when the “hibi" were lowered， they gradually declinecl by the 

attachment of diatoms， LicmoPhora， Nitzsch切，etc. (called "dotagusare" in Japanese) and entirely 

disappea1'ecl on May 20. Plants of the same dates at the lowe1' wate1' level we1'e attached by cliatoms 

afte1' Dec. 8 ancl g1'adually became lost until May 20. Buds on the cove1'ing "hibi" of Oct. 31 and 
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Nov. 16 were so dense that a few of them grew up. The declination was the same as the above 

mentioned plants. Most of buds on the "hibi" of Dec. 13，22 and Jan. II at the high water level were 

covered by dense Ulothri，，>: and a few of them grew up. They we1'e lost until July 5. Plants of the 

same dates at the lower wate1' level did not grew up by the dense attachment of diatoms (mostly 

Melosira) on the “hibi" in the early stage. Some of the plants of Feb. 8 died by excess desiccation in 

the early stage. The others showed the nearly same growth as the survived plants of Dec. 13， 22 

and Jan. 11. Plants of Mar. 25 successfully grew up， but the “hibi" was lost by the wave between 

June 4 and July 5. 

The investigation by the spreading of "hibi"、.vascarriecl out in 1954ー'54additionally. The 

results were nearly the same as the inv巴stigationin the prececling year. 

One to two cellecl germlings of monospores of the Conchoιelis-thallus， which settled on a small 

net “hibi" in the laboratory on Sept. 18-19， 1955， were cultured in the sea at Shiogama where the 

present plant never occured. The germlings were counted to be 10-20 per 12-13 cm in the length of 

"hibi" thread. They successfully grew until they began to procluce neut1'al spores. Afterwards， 

they showed a slow gr口、んth，became round or reniform like P. hu12ied叫 anclthey were mostly lost in 

December. On the other hancl， plants derived from the neutral spores luxuriatecl there later. On th巴

“hibi" P. tenera s巴ttledtogether 

Covering of "hibi" were tried on Oct. 31， Nov. 25 and Feb. 25 to catch the neutral spores. On 

these covering “hibi" buds of the present plant settled ancl grew up. But on the "hibi" of Feb. 25 

they were few and most of buds of Nov. 25 were covered by Ulotlwi，'>: and diatoms attaching on the 

"hibi" later， and a few of them grew up 

These plants luxuriated in January to April and disappeared in July. The growth of the 

monospore culture and of the covering "hibi" of Oct. 31 is shown in Table 16 

From the observations of natural plants and the investigations by the spreading of "hibi"， the 

following particulars of the growth of the present plant are known. 

The present plant appears from middle 01' late October in small size just visible to the naked 

eye， we111uxuriates from miclclle or late November to May， graclual1y cleclines in June and disappears 

in July (Figs. 60， 73). 

Spores developing into the leafy thal1us occur from September to March and microscopic buds 

are found continuously until March or April 

The settled spores， in the favourable condition， develop into bucls visible to the nakecl eye 

in three or four weeks after the settling， and they reach a full length about tvvo months after. Th巴

growth is rapid in the sporeling settled in autumn， slow in those of winter and again rapid in those of 

spring as seen Tables 15， 16. Ancl the growth is more rapid in the plants at the lower water level， 

although the condition of growth is not always favourable. The active period of luxuariance is 1¥在arch

to May in the natural substrata， while it is middle or late November to April on "hibi". This seems 

to be related to the absence of favourable natural substrata in autumn and to the cultivation on 

"hibi" at high water level in comparatively calm sea 

Seasonal changes of reproductive organs (neutral sporangia， anthericlia and cystocarps) in 

natural plants at Yogasaki (1952-'53)， Tatamiishi-hana (1953-'54) and Ishihama-zaki (1954-'55) 

and in the plants on "hibi" at Tatamiishi-ura (1953-'54) are shown in Table 17 and Fig. 60 and 

summarized in Fig. 73. 

Asexual (四)plants occur in October to Febrnary or March and sexual (ca) plants from December 
(rarely November) to the end season of growth. There are also found叩aplant with neutral sporangia 

and antheridia in October to February (occasionally March)， and nac plant with neutral sporangia， 

antheridia and cystocarps in November (rarely October) to March (occasionally April). Sexual plants 

are not seen in October to November and asexual (η)，冗aand叫acplants are not found after April. 

Thus neutral spores are produced in October to March and carpospores are formed in November to 

the end season of growth. 1n October neutral spores only occur and after April carpospores occur 

exclusively. 

The seasonal change， related with the condition of the growth， somewhat differs according to 

the place and perhaps the year of growth. At Yogasaki sexual plants occured earlier and asexual 

plants were found untillate. At the north side of Ishihama-zaki asexual reproduction was poor be-

fore March. At Tatamiishi-hana sexual plants were found from February 

On the "hibi" at Tatamiishi-ura asexnal (12) as well as sexual (ca) plants occured earlier and the 
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former disappeared earlier. Th巴 changealso diff巴redaccording to spreading dates. On the “hibi" 

of September to October there occuredη， na，叩 cand ca plants， on the "hibi" of November occured 

12a， 12ac and ca plants and on the "hibi" of December to March occured ca plants only. And as巴xual

(12) plants disappeared earlier on the "hibi" of earlier dates， although there were found sterile plants. 

On the ‘'hibi" of Sept. 11， 24 and Oct. 8 the plants were mor巴 asexualat the lower water level than 

at high water level during December to ]anuary. 

From the investigation by the spreading of "hibi" it is clear that the plants of early appearance 

are asexual in the young stage， as they grow older they gradl1ally sexl1alizecl and res111t in sexl1al， ancl 

that the plants of late appearance have no asexual stage. Thl1s， from the change of reproductive 

organs in the course of life， which differs according to the season of appearance， th巴 followingkinds of 

plants are recognized: 12→na→叫郎叫a，12a→nac→ω，旬叫→ιaand ca 

1n the course of the sexualization of reprodl1ctive organs， before ]anl1ary plants are more asexual 

in the lower part of thalll1s， while after F巴brl1arythey are more sexual there. 

1nitial size of the plants forming asexual reprocluctive organs is abol1t 1-7 cm in length as 

mentioned already. But at Shiogama (1955) the plants began to form nel1tral sporangia in the height 

3-4 mm  

Required days to prodl1ce neutral spores from the spreading of "hibi" (settling of spores) are 

abol1t 23-58. It is shorter in the plants of early appearance 

From the investigation at Shiogama(1955)， where nel1tral sporangia were formed in the height 

of 3-4 mm  and 23 days after the settIing of spores， asexual reproduction seems to be more active in 

rich nutrient water as seen in P. tenera and P. ku12iedai. 

Discussion 

The present plant is characterized by its elliptical， elongated elliptical or oval shape， monoecious 

character， male stripes， formulas of division of anthericlia ancl cystocarps， aj4， bj2-4， cj(4)-8 and 

ajl-2， bj(I)-2， cj2ー(4)r巴spectivelyand the occurence of the first longituclinal cell division in the 

6-8 celled stage of buds. Ecologically it has a long p巴riodof growth ancl a long period of asexual 

reprodl1ction. And also the period of formation of monospores of Conch.ocelis-thalll1s is long 

Oval or round plants resemble P. k制 .iedai，bl1t they are distinguished from the latter by the 

generally clear male stripes， light brownish colour of thallus， formulas of clivision of antheridia and 

cystocarps， thickness of thalll1s and other ecologocal features 

The present plant well agrees with P. yezo仰 sisUeda (L932) in almost all respects. But accord-

ing to the original descripticn， anihnidia aJe dividEd in the formula of aj4， bj2， cj8 and cystocarps 

are divided in the form111a of aj2， bj2， cj4. The division of a批 heridia is less in surface view 

(bj2) than in the present plant and the division of cystocarps is more in cross section (cj4). As to the 

di妊erence，Tanaka (1952) described the same divisions of antheridia and cystocarps of P. yezoensis as 

the original description. But in his figl1re (Fig. 19 G) there are fOl1nd the antheridia clivided b/4 

Fukuhara (1958) mentioned that antheridia and cystocarps of P. yezoensis at several localities in 

HokI山 dowere divided in the form111as of a/4， b/4， c/8 ancl a/2， b/2， cj4 respectively. Suto (1957) 

described that the formulas of the division of antheridia ancl cystocarps of P. yezoensis in Tokyo Bay 

were aj2-4， bj4， cj8 and a/l-2， bj2， c/4 respectively 

The present writer (1959) investigated P. yezoensis at Muroran in Hokkaido， which perhaps is 

the type locality， and mentioned that antheridia and cystocarps of the plant at Mllroran were divided 

in the formulas of a/4， b/2-4， cj(4)-8 and a/2ー(occ.4)， b/l-2， cj(2)-4 respectively， that the divisions 

are less in the early season of growth ancl in the early stage of maturation and that there are often 

found the plants with the form111as of division of antheridia， aj4， bj2ー(occ.4)， cj8， and of cystocarps， 

aj2， bjl-2， cj4 nearly eql1al to those of the original clescription. And he conclllded that the divis-

ions seemed to vary with the age of the plant and environment of growth within certain limits 

From the investigation at Mllroran， the present writer was lead to the conclusion that the present 

plant is identi五edwith P.yezoe12sis， althol1gh the division of cystocarps in cross section is not su妊icient，

compared with the original description and the plant at Muroran and other descriptions of P. 

yezoensts. 

Ueda (1932) described f. co何仰aof the present species and Tanaka (1952) described f. k仰 oshit仰.

The former by Tanaka (1. c.) and the latter by Fllkl1hara (1958) were discussed in respect that there 

seemed to be no sufficient differences to treat them as seperate forma respectively. Both formae are 
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thinner in thickness of thallus and not sufficient in the division of cystocarps in cross section. The 

latter grows at the bottom of 3-7 fathoms depth. The present writ巴rhad an opportunity to observe 

f. kinoshitai from the type locality under the kindness of Mr. Fukuhara. He cou1d not distinguish it 
morphologically from the p1ant in Matsuhima Bay as shown in Table 18. 

The present species well resembles P. le叫ιostictaas already mentioned by Ueda (1932) and 

Tanaka (1952). Th巴yseparated the former from the 1atter by the di宜erenceof the formu1as of 

divsion of antheridia and cystocarps. Judging from the descriptions of Janczewski (1872)， Berth01d 

(1881， '82)， Rosenvinge (1909) and Hame1 (1924)， antheridia and cystocarps of P. le叫costictaseem to 

be divided in th巴 formu1as，aj4， bj2-4， cj4 and aj2， bj2， cj2 respective1y. There remains a question 

wether the difference is sl1fficient to separate both species. Here the present writer notes that P. 

le叫ιosticta，according to Berth01d (1881， '82) and Dangeard (1931)， has the stage bearing both asexua1 

and sexual reproductive organs in the same thallus besides the entirely asexual and sexl1al stages as 

P. yezoe町日 inMatsushima Bay and at Muroran. Rosenvinge (1909) also described the scattering of 

isolated cystocarps among antheridia. Buds of P. leucosticta figl1red by Dangeard (1927， Pl. II Fig. 

2-8) also resemble those of P. yezoensis. 

It was mentioned in the preceding chapter that P. yezoensis of Kinoshita and Shibuya (1941， '42) 

was identified with P. kunied仰， that P. tenera on other algae figured by Ueda (1932) and Tanaka (1952) 
resembled P. yezoe1叩 sin its shape and substrata and that P. tenera figured by Wada (1941 Fig. 2) well 

resembled also the present species. Form 2 of Sl1to (1950) seems to belong to the present species 

judging from his description and the specimen. 

The life cycle of the present plant is summarized as follows (Figs. 61， 73). 

The p1ants appear from midd1e or late October in small size just visible to the naked eye， reach 

a fl111 length in late November or early December and most 111xuriate dl1ring December to May. 

They gradually decline in June and almost disappear in July. But in natl1ral sl1bstrata the plants 

most luxuriate in March to May 

They produce neutral spores to multiply secondarily during October to March and form 

carpospores from November to th巴 endseason of growth. 1n October neutral spores only are formed 

and after April carpospor巴sonly formed. 1n October to March the p1ants are asexual in their young 

macroscopic stage and gradually sexualized as they grow older. Thus， in addition to asexual and 

sexual plants， there are found the plants bearing asexual reproductive organs as well as sexual ones 

in the same thallus， indicating the process of the sexualization of reproductive organ. 

Carpospores develop into Conchocelis-thalli which produce monospores in September to 

December. The monospores become the origin of Porp}，沙問 ofthe next season. 

The long growing period of the present plant is closely related to the long periods of monospore 

liberation of Conchoιelis-thalll1s and of asexual reproduction of leafy thallus. 

P. ang叫staOkam. et Ueda 

Diagnois 

Frond linear， elongated elliptical or elliptical， generally narrowed downwards or towards both 

ends， with cuneate or round base， undulate at the margin， (4)ー7-25-(45)cm long， (0.5)ー1-5-(8)cm 

broad， (2)-3-30-(60) times as long as broad， 28-38μthick in the middle part， consisting of one layer 

of cell， without microscopic spine at the margin; cells irregularly triang111ar， sql1are or polygonal， 

irregularly arranged， (9)ー14-25-(30)，"in 10ng diam. and (8)ー12-18-(24)μinshort diam. in the center 

of frond， square in cross section， higber than broad or nearly equa1， provided with one stellate 
chromatophore in巴achcell， basal cells with rhizoids， oval or elliptica1 ; dioecious， female plant reddish 

brown in the upper part， male plant plae yellowish brown， antheridia and cystocarps formed in the 

upper marginal part， antheridia divided in the formula of aj4， bj2-4， cj8， producing 64-128 spermatia 

in each antheridium， 16-25μin long diam. and 12-20，" in short diam.， antheridial part 28-53，" thick， 

spermatia 3-5μdiam.， provided with a pale greenish parietal chromatophore， cystocarps divided 

in the formula of aj2， bjl-2， cj2， producing 4-8 carpospores， 12-25μin long diam. and 12-20μ1n 
short diam.， cystocarpic part 28-44μthick， carpospores (9)ー10.5-12.5-(15)μindiam.， rich in contents， 

provided with a massive or short arm stellate chromatophore. Asexual reproduction takes place 

in microscopic stage in autumn. 
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Morphological observation 

Plants are linear to elliptical， occasionally oval， and generally narrower in the young stage and 

gradually broader as they grow older. Female plants are inclined to be naロowerdownwards， but 

male plants narrower toward both ends. They are undulate at the margin， striking in the young stage 

and near the open s巴a，and sometimes they are divid巴ddeeply in rOllgh water. 

Thickness of thallus and size of vegetative cells differ according to age， part of thalllls and 

environment of growth. Plants collected on Nov. 27， 1954 at Sakino in Kesennllma Bay had the 

thickness about 28μand the size of vegetative cells 9-12 x 8-14μin the middle part of thalllls， while 

tbose collected on Feg. 24， 1955 at the same place had the thickness abollt 32-35μand the size of 

14-25 x 9ー18μThethickness is also thinner in the plants in calm water and in the faded plants in 

poor nutrient water. On the other hand， thiclmess of thallus and size of vegetative cells are smaller 

at the margin and larger near the base (Table 19). Veg巴tativecells of old plants in cross section are 

generally higher than broad 

1n the present plant there occur both sexllal and asexual organs in the different stage， asexual 

reproduction takes place in the young stage in autllmn. 

The plant is dioecious. Rarely monoecious plants are found， of which llpper (or lower) part 

is male and lower (or upper) part is female (Pl. XXXVII A). Antheridia and cystocarps are initially 

formed at the upper margin in the plant 4-5 cm or more high and they gradually extend to the inner 

part as well as to both lower sides. 

Antheridia and cystocarps are divided in the formula already mentioned. The divisions are 

less in the plants in the early season of growth and in the faded plants in poor nlltrient water (cf 

Figs. 62， 65). The division of cystocarps (c) is rarely more than 2. Anth巴ridiaand cystocarps are 

near1y equal in the surface size to vegetative cells in the middle part of thalllls. But well matllred 

cystocarpic part is thicker than the vegetativ巴 partand well matllred antheridial part is thicker than 

the cystocarpic part (Table 19). 

Female cells (carpogonia)， which show nearly the same figur巴 asvegetative cells in surface 

view and a spindle shape with short protuberance at both ends in cross section， are found in the inside 

of the cystocarpic part. The protuberance of female cell does not protrllde out of the sl1rface of 

thalll1S 

1n the late season of growth there ar巴femaleplants with abortive cells among cystocarps (Fig 

66). The abortive cells are not divided in sllrface view as well as in cross section， comparativ巴lyrich 

in contents bl1t not provided with protuberance as female cells. 

Nel1tral sporangia are formed in microscopic bllds abol1t 0.1-1 mm  or more high in early 

autumn. The buds are 2-16-(rarely 32) seriat巴 about16μthick and trllncate at the apex owing to 

the liberation of nelltral spores. Cells of the buds are nearly square 9-18μin diam巴ter. The 

upper cells transform to neutral sporangia withol1t any division. Neutral sporangia are rich in 

contents， provided with a massive or short arm stellate chromatophore in the center and produce one 

spore within. 

Buds are uniseriate in the earliest stage. When the cell nllmber of them increases to about 

10-20， longitudinal cell division begins to OCCllr. ThllS they develop into elongated elliptical leafy 

buds. The cell number， when longitlldinal cell division begins to occur， seems to be less in the 

unfavourable condition of growth. 1n the COl1rse of growth， bllds prodllcing neutral spores are 

truncate at apex as melltioned above. 

Cultl1re experiments of spores 

Liberating nelltral spores are amoeboid at first and then spherical， 11-16μdiam.. They 

develop into upright bl1ds of POゆhyraas fOllnd in the sea. The earliest development of neutral spores 

of the buds collected on Oct. 22 1955 at Sakino in Kesennuma Bay is shown in Fig. 69. 

Carpospores develop into a Co叩chocelis-thalll1sas other species of PorPhyra. The morphological 

features and the season of maturation resemble those of P. tenera. 

Monospores are amoeboid at五rstand then spherical， (9)ー10.5-12.5-(14)μindiameter， rich in 

contents and provided with a massive or short arm stellate cbromatophore in tb巴 center. They develop 

into uprigbt buds of PorPhyra as nel1tral spores. The development of monospores cultured on Sept. 

19， 1955 is五guredin Figs. 70， 71. Th巴 germlingsformed neutral spores 10 days after the settling. 
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Ecological observation 

The present plant does not occur in Matsushima Bay. It grows much in Kesennuma Bay 

situated about 70 km north of Matsushima Bay. It grows on rocks or mussels， but not on other 

algae and it is cultivated on "hibi" spread in early to late Septemb巴r. Th巴 observationson the 

growth and reproduction were made in 1954ー'55(Oct. 15， Nov. 27， Feb. 24 and May 10) at Sakino 

near the open sea of the Bay with the plants on natural substrata and on "hibi". There the present 

plant grows dominantly on "hibi". Rarely P. pseudolinearis and P. yezoensis mingles among the 

plant. The plants on "hibi"， which were spread on S巴pt. 18， 1954 there and transferred to 

Matsushima Bay on Oct. 20， were also observed once or twice every month. 

The present plant appears on "hilコi"f1'om early to middle Octobe1' in small size just visible 

to the naked eye. According to the "hibi" spread befo1'e and after Septembe1' 20th， the plants grow 

0.1-1 cm in length and 0.5-1.5 mm  in breadth after about one month， 10-20ー(30)cm and 1-3 cm 

afte1' two months and 20-30 cm and 2-4 cm afte1' th1'ee months. They most luxuriate in Decembe1' 

to Feb1'ua1'Y and mostly disappear in May. 

Asexllal 1'eprodllction takes place in September to late October 01' pe1'haps ea1'ly Novembe1' in 

the mic1'oscopic stage 0.1-1 mm  high. Buds mo1'e than 1 mm  high does not fo1'm neut1'al spo1'es even 

in the asexual 1'ep1'oductive season and also afte1' the season buds of afo1'esaid size does not fo1'm 

neut1'al spores. The asexual 1'eprodllction seems to be m01'e active in the earlier season. On Oct. 

15， 1954 at Sakino， bllds with neut1'al spores we1'e about 100-900，" high and 4-16 seriate， while on 

Oct. 22， 1955 at the same place the buds were about 300-900μhigh and the buds less than about 

300μhigh (about 10 se1'iate) ha1'dly p1'oduced the spo1'es and did not show a truncate apex. In both 

observations the1'e were a number of ste1'ile bllds more than 1 mm  high and with a t1'llncate apex 

indicating the formation of n巴ut1'alspo1'es in their smaller stages 

Afte1' the discontinuance of asexual 1'ep1'odllction， bllds having fo1'med neutral spores or none 

begin to form sexual 1'eproductive o1'gans in th巴 heightof 4-5 cm 01' m01'e from late October 01' ea1'ly 

November. The sexual o1'gans continue to be fo1'med until the end season of growth. Asexual 

1'ep1'oduction does not occur again. 

Discussion 

The present plant is cha1'acte1'ized by its narrowe1' shape， dioecious character， the formulas 

of division of anthe1'idia and cystoca1'ps， a/4， b/2-4， c/8 and a/2， b/I-2， c/2 1'espectively， and others. 

The vegetative o1'gans and the asexual rep1'oduction closely resemble those of P. tenera. It is di伍clllt

to morphologically sepa1'ate male plants of the p1'esent plant from those of P. tenera owing to the 
1'esemblance of vegetative and 1'eproductive o1'gans. 

The p1'esent plant well agrees with P. ang叫staOkam. and Ueda desc1'ibec1 by Uec1a (1932) and 

by Tanaka (1952)， although the1'e are found somewhat mo1'phological variations. 

The number of cells of unise1'iate buds， when the longitlldinal cell division begins to OCCll1'， 1S 

mentioned to be 28-30 by Suto (1950) under the name of Form 7 of P. tenera and 6-40 by the same 

autho1' (1957). It seems to vary according to the condition of growth as mentionec1 already 

The life cycle is summa1'iz巴das follows (Figs. 72， 73). 

The present plant in Kesennum乱 Bayappears f1'om early 01' mic1dle Octobe1' in small size just 

visible to the nakec1 eye， lllxu1'iates in December to Feb1'ua1'Y anc1 c1isappea1'S in late May. lt mul-

tiplies repeatedly by the production of neutral spo1'es in the early microscopic stage in September to 

early November. Afte1' the asexual 1'eproc111ction c1iscontinlles， plants begin to form sexual reproduc-

tive organs to fo1'm ca1'pospores in the height of 4-5 cm or more from late October 01' ea1'ly Novembe1' 

to the end season of growth. 

Ca1'pospo1'es develop into Conchocelis-thalllls in she1ls. The thallus prodllces monospores 

which a1'e the o1'igin of leafy thallus of PorPhyァαinthe next season of g1'owth. 

The as巴xual1'eproduction is also describec1 by Suto (1957)， although he c1escribed that there 

was no fo1'mation of neutral spo1'es in 1950. 

The season of monospo1'e liberation at Kesennuma， judging f1'om the experiment of wate1' 

tempe1'atu1'e associated with the matu1'ation of the Conchocelis-thallus by Kurogi and Akiyama 

(unpublished)， appea1's to be Septembe1' to early Novembe1' or later，. 
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Summary and discussion 

Five speci巴sof PorPhyra cultivated not only mixed with one another but exclusively are re-

cognized along the north Paci五ccoast of Honshu， Japan. Morphological and ecological features and 

culture experiments of the four species， P. tenera， P. kuniedai， P. yezoensis and P. angu.sta are describ巴d

in the present paper. The former three were stlldi巴din Matsllshima Bay and the other in Kesennuma 

Bay. Historical reviews of the systematic stlldy of cultivated P01thyra and of the study of asexual 

reproduction of POγρhyγαare added 

The morphological and ecological features of th巴 fourspecies are sUl11mariz巴din Table 20 and 

Fig. 73. 

Th巴 shape，although there are wide variations in each， is narrower in both P. tenera and P. 

aηgusta， broader in P. yezoensis and round in P. kuniedai. The colour is somber in P. kuniedai. 

The plant is androdioecious in P. tenera， monoecious in P. k山 口edaiand P. yezoensis and dio-

ecious in P. a刊gusta.Male areas of the dioecious plant of P. tenera form stripes along both side margl11S 

and those of P. lIuniedωand P. yezoensis form a number of stripes intercalarily inside. The intercal-

ary stripes are clearer in P. yezoensis than in P. 11叫削 ed仰

It is di伍cultto find differences in the shape and size of vegetative cells and in the thickness 

of thallus except that well grown plants of P. yezoensis is thicker and the cells higher than broad in 

cross section. The size of vegetative cells and the thickness of thallus varies according to age and to 

part of thallus. Basal cells with rhizoids also resemble each other. 

Divisions of antheridia and cystocarps in surface view also resemble one another， although 

somewhat less in P. kuniedai. The division of antheridia in cross section is more in P. yezo印 sis，P. 

a日:gustaand male plant of P. tenera. The division of cystocarps in cross section is also somewhat 

more in P. yezoensis. The degree of divisions of antheridia and cystocarps varies according to age 

and to the environl11ent of growth. 

The occurence of both asexual and sexual reproductive organs in the same thallus is seen in 

P. k間口edaiand P. yezoe叫 sis. The season of the occurence is short in P. lIuniedai and long in P. 

yezoensis. Intercalary male stripes do not occur in P. 11叫削edaiwith both asexual and s巴xualre-

productive organs， while they are see且 inthe plant of P. yezoensis， although th巴yare sometimes 

obscure and not so clear as in sexual plants. 

Macroscopic buds are generally long and mostly truncate at the apex in P. tenera and P. 

angusta， elliptical or elongated in P. yezoensis and ovate or round and concave in P. li印刷edai.

The cell number of uniseriate buds， when the longitudin3.1 cell division b ~gins to occur， is the 

smallest in P. kunied即， next in P. yezo問 sisand the most in P. tenera and P. angusta. But there 

seel11s to be comparatively wide variations according to th巴 conditionof growth 

Asexual reproduction takes place in the young stage of all species. The size of the乱sexual

plant producing neutral spores is l11icroscopic in P. tene問 andP. angusta but it lS l11acroscop1c III 

P. 11山口edωandP. yez即時四5

The period of growth is short in P. tenera and P. ang叫sta，long in P. yezoensis and the longest 

in P. kuniedai. Asexual reproduction takes place in early autumn in P. tenera and P αngusta， III 

autumn to winter in P. yezo叩 sisand in both autumn and spring to summer in P. Iluniedai. The 

periods of growth are closely related with the periods of asexual reproduction 

Patch of Conchocelis is smaller and reddish in P. li山間edai than the other species. Branching 

and diameter of filaments， monosporangia and 1110nospores well resemble on巴 another. The mono-

spores are generally smaller than the carpospores and neu tral spores 

The period of monospore liberation of Conchoιelis is short in P. tenera， while long in P. 

yezoensis. ln P. kuniedai there ramains an unsettled question， although the liberation in autumn 

appears to resemble that of P. tenera. The period of P. angusta seems to resemble also that of P. 

t即日夕α，bu t both species di丘erin growing place. 

From outer appearance the four species are separated from one another by the following key 

1 Plant monoecious， male area forming stripes intercalarily. 

1) Plant round .............・・・ ・・・・ ・ • . . • . . . . . . . . • . . . .. P. lIuniedai 

2) Plant elongated elliptical to ovate . . . . ー・・・・・ ・・・・・・ ー ・ . . .P. yezoe咋s~s

II Plant androdioecious， elongated elliptical to elliptical， monoecious plant forming marginal 
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stripes . . . . . . . . . .目・・・・ 目........................................•.•• P. tenera 

III Plant dioecious， linear to elliptical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P. a担g叫sta

From life-cycle the four species are s巴paratedas follows， the life-cycle of P. pseudolinearis is 

added here. 

1 Plant passing the summer in the Conchocelis-phase only. 

1) asexual reproduction occurs. 

a) asexual reproduction takes place in the young microscopic stage in early autumn 

P. te.悼併α
P.α，叫g叫sta

b) asexual reproduction takes place in the young macroscopic stage in autumn to 

winter . . . . . .・ ・ ー・・ ・・・・・・ ・・・・・ ・・・・ーー... ................. P.yez即時StS

2) asexual reproduction not found .................................. P.ρseudolinea円 5

II Plant passing the summer in the宣gureof Conchocelis as well as sometimes in the五gureof leafy 

thallus (summer plant) producing neutral spores. Asexual reproduction takes place in autllmn 

and spring to summer .............................................. P. 11叫niedai

From the standpoint of cllltivation of the fOllr sp巴Cl巴s，the seeding (spreading of “hibi") 
season and the picking season of each differ according to their ecological features. Dominant species 

of cultivated PorPhyra di笠eraccording to the spreacling season of "hibi" in the water where two or 

more species occur (Table 22). P. pseudolinearis is of the earliest OCCllrence. P. 11脚色ied仰 isalso the 

same as in the case in the water where the summer plants continlle to grow until autumn. P. te刊era

(or P. ang叫sta)is next. P. 11叫nieda包andP. yezoensis are of the latest occurence. The picking season 

is the shortest in P・pseudolinearisancl next in P. tenera and P. a叩g叫staand long in P. kuniedai and 

P. yezoensis (Table 21). The differences of the spreading season and of picking season seem to be 

closely connected with the maturation of Conchocelis-thalllls as well as the asexual reproduction of 

leafy thallus. Among the concerned features， the size of as巴xualplant， that to say the number of 

days required to produce neutral spores after settling of spores is also closely related to the com-

petition of each species. P. tenera and P. angusta may begin to produce nelltral spores 7-10 clays 

after th巴 settlingof spores， while P. ku削 edaiand P. yezoensis begin to produce the spores 20-30 or 

more da ys after. 
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Explanation of Plates 

Plate 1 海苔養殖場と海苔侠 A POゆhyra-cl1ltivationare品 inMatsushima Bay， B net "hibi" 

made of coir-yarn， C，D bamboo blind "hibi"， E bamboo brl1sh "hibi"(old-time cl1ltivation method) 

Plate 11 アサクサノ リ P. tenera， sexl1al plants on bamboo stakes near the open sea. A， B， 

D monoecious plants， C male plants. x 3/5. 

A-C Dec. 7， 1956 at Koma-jima， D Dec. 15 1951 at Wanigafuchi-suido. 

Plate 111 アサクサノ リ P. t開 era，sexual plants on "hibi" at Shiogama in the inner part 

of Matsushima Bay. x 3/5. 

A Nov. 10， 1951 from "hibi" spread on Sept. 18， B Dec. 19， 1951 from "hibi" spread on Oct. 4， 

C J an. 16， 1952 from “hibi" spread on Oct. 16. 

Plate IV アサクサノリ P. tenera， different stages on "hibi" spread on Sept. 18， 1951 at 

Shiogama. A one month after， B 36 days (Oct. 24)， C 48 days (Nov. 5). A， B x3/5， C x2/5. 

Plate V アサクサノリ P. tenera， A， B abnormal monoecious plants of which lower (or 

upper) part male and upper (or lower) part monoecious collected on Nov. 12 and 27， 1951 from "hibi" 

spread on Sept. 18 and Oct. 3. C-E different stages on "hibi" spread on Oct. 3， 1951 at Shiogama， 

C 38 days after (Nov. 10)， D 55 days (Nov. 27)， E two months (Dec. 3). A-C x3/5， D-E x2/5 

Plate VI アサクサノ リの栄養器官 P. tenera， vegetative organs. A， B vegetative cells in 

the middle part of thallus in surface view(A) and cross section (B)， C， D basal cells with rhizoids in 

the upper (C) and lower (D) part of the base， E， F shapes of the base. A，B x 330， C，D x 170， E，F 
x35. 

Plate VII アサクサノ リの有性生殖器官 P. te即日， s巴xualreproductive organs. A一C margin 

of thallus， showing anth巴ridialand cystocarpic area in the upper (A)， middle (B) and lower (C) parts 

of thallus， D，E antheridia， F，G cystocarps. D，F surface view， E，G cross section. A-C x 33， 

D-G x330. 

Plate VIII アサクサノ リ P. te坦era，A buds on "hibi"， B，C buds producing neutral spores， 

D vegetative cells with poor contents of facled plant in colour， E basal holdfast consisting of rhizoids， 

F a number of intercalary small anthericlial patches in cystocarpic area. A x 125， B x 170， C x 260， 

D x330， E x84， F x36. 

A-C Oct. 18， 1952 at Miyako-jima， D Feb. 4， 1952 at Miyato-jima， E Jan. 16， 1956 at Ishi-

hama， F Jan. 28， 1956 at Shiogama， transferred from Tatamiishi-ura 

Plate IX マルパアサクサノリ P. k叫削ed山， s巴xualplants. x 3/5. 

A Dec目 24，1952 at Ishihama， B Dec. 25， 1953 at the same， C Dec. 23， 1953 at Yachihama， 

D Dec.2， 1953 at the same. 

Plate X マルパアサクサノリ P. kuniedai， sexual plants. x 3/5. 

A Jan. 16， 1954， B Dec. 25， 1953 at Ishihama 

Plate XI マルパアサクサノリ P. k仰ued仰， A plantlets in winter， B-F young sexual plants， 

showing initial formation of male and female areas， G the same havi時 shortmale patches. x 3/5. 

A Jan， 6， 1954， B-E， G Dec. 2， 1953， F Oct. 23， 1953 at Yachihama. 

Plate XII マルパアサクサノリ P. k附日ed即， asexual plants producing neutral spores in 

autumn. A，ιE  x3/5， B x 1. 

A Sept. 22， 1953 at Yachiharna， B Sept. 22， 1953 at Yogasaki， C Nov. 5， 1953 at Ishihama 

D Oct. 19， 1953 at Yachihama， E Oct. 25， 1952 at Miyako-jirna. 

Plate XIII マルパアサクサノリ P. kU1叫 edω，young sterile and asexual plants in spring. A，C 
sterile plantlets， B，D asexual plants， showing initial formation of neutral sporangia. A，B Apr. 19， 

1954 at Yachihama， C，D newly appearing plantsin spring， May 18，1954 at the sarne locality. x3/5. 

Plate XIV マルパアサクサノリ P. kt例 iedai，olcl asexual plants proclucing neutral spores in 

spring. x 3/5. 
Apr. 2， 1954 at Ishiharna. 

Plate XV マルパアサクサノリ P. k叫刑edai，asexual plants producing neutralspores in 
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spring to summer. A x1， B-K x3/5. 

A June 15，1953 at Katsurajima， B Aug. 13，1953 at Ishihama， C July 17， 1954 at Shio-

gama， D， E June 16， 1954 at Yachihama， F， G May 18， 1954 at Yachihama， H May 8， 1954 

at Yogasaki， 1 June 5， 1954 at Yogasaki， K May 8， 1954 at Yachihama. 

Plate XVI マルパアサクサノリの栄養器官 P. k叫 削edai，vegetative organs. A vegetative 

cells in the middle part of thallus， B the same with poor contents of faded plant， C，D basal cells 

with rhizoids in the upper (C) and lower (D) portion of the base， E，F longitudinal section of the base 

in its upper (E) and lower (F) portion. A x330， B，E，F x310， C，D x170 

P1ate XVII マルパアサクサノリの有性生殖器官 P. lIunied即 ， sexual reproductive organs. 

A司 C anthericlial and cystocarpic areas in the upper (A)， middle (B) and lower (C) part of thallus， D 

antheridia， E cystocarps， F cystocarpic area mix巴clwith poor content c巴l1sof fadecl plant. A x 80， 

B， C x35， D-F x310. 

Plate XVIII マルパアサクサノリの有性 ・無性生殖器官の混在 P.1I叫niedai，mixture of ase-

xual and sexual reproductive organs. A，C antheridial area mixed with n巴utralsporangia in仰 (ι)

plant， B neutral sporangial area of the same plant， D mixing of cystocarps (larger， dark colourecl)， 

antheridia ancl neutral sporangia (smal1， light coloured) in叫αιplant，E，F cystocarpic area mixed with 

antheridia inιa(n) plant. A， B x 150， C， D， F x310， E x80. 

P1ate XIX マルパアサクサノリの無性休の栄養細胞と中性胞子褒 P. 11叫nied即， vegetative cells 
ancl neutral sporangia of asexual plant. A neutral sporangia ancl liberation of spor巴s，B grouping 

neutral sporangia， C. D vegetative cells in the middle (C) and marginal (D) part， E basal cells， F 

rhizoids of basal cells. x 310. 

Plate XX マルパアサクサノリ P. k叫削eclω，A，B germlings of neutral spores in th巴culture

of May 24， 1955， A three clays old， B ten days， C monosporangial branches of Conchocelis-thallus， 
on Sept. 7 in the cu1ture of Feb. 15， 1955， D femall cell connected with spermatium. A，D x 310， 

B，C x 150. 

P1ate XXI スサピノリの生育地(畳石浦と畳石鼻) Habitat of P. yezoens包s. A Tatamiishi-ura， 

B Tatamiishi-hana， C， D P. yezoensis on other algae (mostly G叩 telouPia) ancl its picking at 

Tatamiishi-hana on Mar. 20， 1958. 

Plate XXII スサピノリ P. yezoensis， plants on other algae. A asexual plants on Gloio・

peltis furcata， on Jan. 21， 1952 at Yogasa1d， B the same on Gymnogogrus flabellifoγmts， 0孔 Mar.7，

1953 at Tatamiishi-hana， C sexual plants on Carpopeltis affmis， on M乱1". 20， 1958 at the same loc-

ality， D the same on MyelloPhycω caes戸tosus，on May 27， 1952 at Ishihama-zaki. x 3/5 

Plate XXIII スザピノリ P. yezoens.is， sterile (A-C) ancl asexual (D-I)p1ants. x3/5 

A Mar. 7， 1953 at Tatamiishi-hana， B，F Jan. 22， 1954 at th巴same，C，E，I Dec. 14， 1953 from 

"hibi" of Oct. 8 (1) ancl Oct. 22 (C，E) at Tatamiishi-ura， D Nov. 6， 1953 from "hibi" of Sept. 24 

at the same， G Jan. 11， 1954 from "hibi" of Oct. 31 at the same， H Nov. 25， 1953 from "hibi" of 

Oct. 8 at the same. 

Plate XXIV スサピノリ P. yezoensis， asexual plants. x 3/5 

A-C from “hibi" of culture of monospore of Conchocelis-thallus at Shiogama， A Oct. 18， 1955， 

B Oct. 25， C Dec. 5， secondary plants derived from neutra1 spores， D Feb. 8， 1954 at Tatamiishi-

hana， E Dec. 28， 1953 at the same， F，G Dec. 14， 1953 at Nihonmatsu-hana. 

Plate XXV スサピノリ P. yezo叩 sis，na p1ant with both neutral sporangia and antheridia， 
male stripes faintly visible to the naked eye. x 3/5. 

A Feb. 8， 1954 at Tatamiishi-hana， B Mar. 7， 1953 at the same， C Jan. 28， 1956 from “hibi" 

of monospore culture of Conchocel-is-thallus at Shiogama， D Dec. 23， 1955 from the same "hibi". 

Plate XXVI スサピノリ P. yezoensis，冗aplants with both neutral sporangia and antheridia 

from "hibi" at Tatamiishi-ura. x 3/5 

A，B，F Feb. 28， 1954 from "hibi" of S巴pt.24， 11 and Oct. 8 respectively， C Jan 11， 1954 from 

"hibi" of Oct. 8， D， E Dec. 28， 1958， from “hibi" of Sept. 11 and 24 r巴sepctively，G Dec. 14， 1953 

from 勺ubi"of Sept. 24. 

Plate XXVIIスサピノリ P. yezoensis，ηa plants with both neutral sporangia and antheridia 

on Jan. 21， 1952 at Yog田 aki.x3/5. 
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Plate XXVIII スサピノリ P. yezo問 sis，sexual plants. A-I plants at high or middle water 

level， Apr. 2， 1953 at Tatami山 hiト-hana，J -L plants in the lat巴 seasonof growth， on June 1 (]) ancl 4 

(1<) 1953 ancl May 20， 1954 (L) at the same locality. x3/5 

Plate XXIX スサピノリ P. yezoensis， sexual plants. AーC plants on "hibi"， showing many 

slender male stripes， D，E plants on other algae at low water level. x 3/5 

A Dec. 28， 1953 from "hibi" of Sept. 11 at Tatamiishi-ura， B，C Feb. 8， 1954， from "hibi" of Oct. 

8 at the same， D，E Apr. 26， 1954 at Tatamiishi-hana. 

Plate XXX スサピノリ P. yezoensis， sexual plants. On Gra.teloutia at low water level， 

on Mar. 20， 1958 at Tatamiishi-hana. X 3/5 

Plate XXXI スサピノリ P. yezoensis. A-C the same as Plate XXX， D May 12， 1952 at 

Yogasaki， E Apr. 23， 1954 at Tatamiishi-hana. x3/5 

Plate XXXII スサピノリの栄養務官と有性生殖器官 P. yezoensis， vegetative ancl sexual repro-
cluctive organs. A antheridial ancl cystocarpic areas， B anthericlia， C cystocarps， D vegetative 

cells in the miclclle part of thallus， E the same in the marginal part， F basal cells with rhizoicls. 

A， C-F x310， B x460 

Plate XXXIII スサピノ リの中性胞子重要と精子獲の混在 P. yezoensis， mixing of neutral spo-

rangia with anthericlia in male area of冗aplants. A，B male stripes invisible to the naked eye， C，D 

slightly visible， E，F visible. A x 150， B，D，F， x310， C，E x80. 

Plate XXXIV スサピノリの中性胞子重要・ 精子重要 ・褒果の混在 P. yezo仰 sis，mixture of sexual 
and asexual reproductive organs. A neutral sporangial area of na plant， B，C mixing of neutral 

sporangia (light colourecl) with cystocarps (clark coloured) in female area of刊 ac plant， D，E 

scattered cystocarps in male area of ω(sexual) pJant， inclicating the process of sexualization of re-

productive organ. A-C， E x310， D x80 

Plate XXXV コスヂノリの雌I1生休 P.α刊gusta，female pJants at Kesennuma Bay. x 3/5 

A-C on rock or mussel， Feb. 24， 1953， D-G on "hibi"， Nov. 27， 1954 (E) ancl Jan. 13， 1959 

(D，F，G) 

Plate XXXVI コスヂノリの雄性体 P. angustα， male plants at Kesennuma Bay. x 3/5. 

A-C on rock or mussel， Feb. 24， 1953， D-H on "hibi"， Feb. 24， 1955 (D， F) and on Jan. 13， 

1959 (E，G，H) 

Plate XXXVII コスヂノリ P. angusta， A abnormal monoecious plants， Jan. 13， 1959 at 

Kesennuma Bay， B sterile plantlets with truncate apex， Oct. 22， 1955 at the same. A x 3/5， B x 1 

Plate XXXVIII コスヂノリ P. angusta， A basal cells in surface view， B the same in lon-

gituclinal section， C-E liberation of nelltral spores of microscopic bucls， C-D Oct. 22， 1955 froI11 

“hibi" of Sept. 22 at Kesennuma Bay， E obtained from the monospor巴ーcllltllreof Co叫ιhocetis-thallus

of Sept. 19， after 11 days. A x 170， B x 82， C x 100， D x 200， E x 400 

Plate XXXIX コスヂノ リの栄養細胞と有性生殖器官 P 仰 g附 ta， A vegetative cells in th巴

midclle part 01 thallus， B antheridia， C cystocarps. x 720 
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