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黄金川における， 日本固有種ラン藻・スイゼンジノリの

増殖と機能性

内平倫義1) ・内藤信二4) .増岡智加子3) ・岡本智伸2) ・安田伸2) .山下秀次2)

井越敬司2) .小野政輝2) ・椛田聖孝2)

Studies on the proliferation and白nctionalityof Suizenjinori (Aphanothece 

Sacrum (Sur.) Okada) indigenous to Japan in Kogane river 

Tomoyoshi UCHlHlRA， Shi吋iNAITOU， Chikako MASUOKA， Chinobu OKAMOTO， Shin Y ASUDA， HidりiY AMASHlTA， 

Keiji IGOSHI， Masateru ONO and Kiyotaka KABATA 

(Received 30 September 2012; accepted 30 November 2012) 

Suizenjinori (Aphαnothece sacrum (Sur.) Okada) is one of企eshwaterunicellular Cyanobacterium indigenous to Japan. 

Since the Edo period， the domain of Hosokawa and Akizuki had conserved Suigenjinori as a material of rare country dishes 

The production of Suiz巴njinoriis decreasing now， because it requests rigid conditions from the growing aquatic environment 

for the proliferation. The purpose of this study is to protect Suize吋inoriand to determine the conditions of proliferation 

The investigation was carried out on Kogane river in the Fukuoka prefecture. The wat巴rtemperature of the Kogane river 

was between 15
0

C and 25
0

C through year. In the relation to the water quality， the value with a high correlation coefficient with 

the density of nitric acid nitrogen was indicated. Th巴weightof Suiz巴njinorihas increased from 2 to 6 tim巳sfrom spring to 

winter. The reproductive rate decreased in order of the wint巴rin autumn in summer in spring at each season 

Moreover， with regard to functionality of Suizerリinori，an antioxidative activity that was higher than green tea and the 

tocopherol was shown for functionality. 

This time， the running reproductiv巴ratewas clarified during year for the first time sci巴ntificallyand quantitatively. In 

conclusion， the Kogane river is a valuable place that has continued for 200 years or more as for the cultivation of Suizenjinori， 

and it is very important to maintain this place. 

諸言

スイゼンジノリ (Aphαnothecesacrum (Sur.) Okada) 

は，日本固有の淡水産ラン藻であり， 200年以上前の江

戸時代から細川藩(熊本)で、は清水苔，秋月藩(福岡)

では寿泉苔の名称で幕府への献上品として大切に保護・

育成され，高級郷土料理の素材として珍重されてきた

学術的には， 1872年にオランダの植物学者スリンガーに

よって生物学的に分類され，世界に紹介された(l). 

l)東海大学大学院農学研究科 2)東海大学農学部 3)東

海大学阿蘇教養教育センター 4) (独)水資源機構

スイゼンジノリは一見キクラゲを思わせる緑褐色ない

し茶褐色の寒天質の塊であり，寒天質の中には，多数の

マユ型単細胞が散在しており，常時， 2分裂しながら，

同時に細胞外に粘性物質を分泌して増殖していく スイ

ゼンジノリは湧水のような清澄な水環境でしか生育でき

ないというその特異な生理生態と分布が非常に限られる

ことから，発生地の一つである熊本市出水神社境内(上

江津湖の一部)が1924年に国の天然記念物に指定されて

いる.

スイゼンジノリは，生育域が限定され，生産量も少な

く，実験材料として入手困難なこともあり，その生理生

態や培養法さらには食素材としての機能性などに関する

学術的な報告はほとんどない. しかしスイゼンジノリ
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は糖質含量，鉄分，カルシウム含量が極めて高いことが

わかっており.食品としても十分に価値があると考えら

れる ところが.近年では都市化に伴う開発や水源j函養

地の減少による湧水の減少など熊本水~:境の悪化により

激減し天然記念物指定地一帯のスイゼンジノ リは壊滅

状態である また，養殖に成功している黄金川 (福岡県

朝倉市)においても，水量の減少及び上流域のダム等の

影響により. 以前に比べ。生産量は著しく低下している

とのことである (2，3)。

上記で、も述べたように，スイゼンジノリは日本固有種

であり。江戸時代から保護育成されてきた貴重な伝統食

品であるが，湧水のように清澄な水環境でしか生育でき

ない等の生育条件に高い迎合性を要求する. しかしス

イゼンジノリには食の商だけでなく.水環境の生物指標

としても大きな役割を持っており，今後野生株の復活，

また養殖株の生産量がJ:目える環境要因を解明できれば，

それは日本の水環境にとっても大きな財産となる

そこで.本研究では. 日本固有種ラン諜 ・スイゼンジ

ノリの義組に江戸時代から成功している黄金川において，

スイゼンジノ リの保護 ・育成を 目的とした水環境の調査

を行った.また 同時にスイゼンジノリの食素材として

の機能性ついても検討した

材料および方法

材料

本研究では. ~I::_育環境調資においては ， 江戸時代より

養殖に成功している黄金川にて生育しているスイゼンジ

ノリを対象に調査を行った (Fig.1).また.食素材とし

ての機能性に閲する試験などにおいては，黄金川にて採

取したものを凍結 ・乾j段し，保存した凍結乾燥試料を}11 

いた

生育環境調査について

まず，スイゼンジノ リの黄金川における生育環境調査

については，黄金川 (禍 |刈 県 ljiJ~倉市)にて平成23:':1三 5

月~平成24年 3 月までの期間で，春季 (H23年6/1 ~

6/29) . 夏季 (H23 :i'1三 7/22~8/l 9) ， 秋季 (H23年10114~

11/11) ， 冬季 ( H24年 1/l 3~2/l 0) と季節毎に28日間調

査を行った.生育環境調査を行うにあたっては，黄金川

上流域，下流域のそれぞれの地点に調査用コドラー トを

3つ設置した (Fig.2) 生育環境調査の内容は，水質測

定(生活環境項目 富栄養化項目イオン項目)及びス

イゼンジノリ混重量測定を行った
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食素材としての機能性に関する試験

スイゼンジノ リの食素材としての機能性に関する試験

では，黄金川 (福岡県ー朝倉市)において採取し凍結乾

燥したスイゼンジノ リをメタノールで 1週間冷浸後， 制|

出液をろ過，さらに残誼にメタノールを加え， 同様な操

作後，ろ if~ を合わせ減j主下濃縮してメタノール抽出エキ

スを得た 得られたメタノール抽出エキスは抗酸化前性

についてロダン鉄法を}.I-Jいて調べた (4). 

結果および考察

スイゼンジノ リは，環境要医I(水温.水質，流速な

ど)に非常に敏感であり ，その生育が左右される 今[Q]，

1即位試験が実施された黄金川の平耐|亙|をFig.lに示し

た。
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黄金)11は.地下水が主な水源であり，全長約 2kl11と

短く，筑後川の支流に注がれる川である。江戸時代から，

スイゼンジノ リが養殖され，秋月務経11川両人であった遠

藤家 7代目により. 1793年(究政5年)に.現在も利)-1-1

されている乾燥海苔の製法が完成した。当時，秋月藩は，

寿泉苔の名称で，高級郷土料理の素材として保護し江

戸幕府への献上品としても珍重した。遠藤金川堂(17代

|三1)では。現在も.基本的には. 200年前と 同じ方法で

製造している (2)。

t削位試験は，黄金川上流域および下流域に，特注のス

テン レス製コドラートを.各 3i l~1設世した ( Fig. 2)。年

間を通じ春期.夏WJ.f火JU].冬期jの季節毎に28日間の

スイゼンジノリ混重量の変動および水質測定を行った。
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Fig.3は，各試験開始時のコドラー卜の内部の様子で

ある。コドラート内部にあるザルは，水位の変動に対応

できるよう，コドラー 卜の4附に取り付けた仲縮自在の

ベル トで。常に一定の高さを保つ械に設計されている。

また，各知1における，試!段開始時のスイゼンジノリは，

すべて 250gとした。

Fig.4は.黄金川における 春期，夏期，秋則，冬期

の増殖率を示している。

また. Fig.4の左図は.上流域，有国は.下流域の増

殖の様子をまとめたものである。この結巣から明らかな

ように，黄金川においては.年間を通じ春期の地殖が，

最も盛んで、あり，冬期における増殖率が低下した。28日

1 About 6 times 

Fig. 5. The appearance frol11 proliferalion Slarl oflhe exal11inalion (Ien) lhat is thc following SlIizenj川 oriproliferation on lhe 28山 (righl)
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Table 1. The correlation coefficient of each quality test of the water item and the proliferation of Suizenjinori 

実 W.T.: Water Temperature 

Suizenjinori 

Arame 

v
j
L障
問

E
i

Greentea 

α同 tocopherol

BHA 

Control 

。 20 80 40 60 100 

Anti-oxidization activity test Lipid peroxidation (号も)

Fig. 6. Anti-oxidative activities of Suizenjinori ex甘acts.The自nalconcentration of each 

sample tested was 0.02% (v/v) . The value of the ethnol control represents 100% lipid 

peroxidation. 

聞の増殖率は，上流域・春期における，約600%が最大

であり，下流域・冬期における 約200%が最も低い値

であった。黄金川における，スイゼンジノリの養殖は，

江戸時代から，行われており，経験的には多くの知見が

あるが，年聞を通じて，定量的に，増殖率を明らかにし

たのは，今回が最初である。

Fig.5は，最も増殖率の高かった，上流域・春期にお

ける，試験開始前(左)と28日後(右)のコドラート内

部における，スイゼンジノリの様子を示している。この

図からも明らかなように スイゼンジノリは，順調に増

殖し湿重量で約 6倍の生産となった。

Table 1は，黄金川におけるスイゼンジノリの増殖と

水質との相聞を示している。黄金川の水質は，基本的に

は，江津湖(熊本市)の国指定天然記念物「スイゼンジ

ノリ発生地Jにおける水質と類似した部分が多い (6，

8)。江津湖と黄金川における違いは，野生株と養殖で

ある。両者とも，地下水を主な水源としているが，国指

定天然記念物である「スイゼンジノリ発生地jでは，地

下水を人工的に組み上げることができない。

最も増殖率の高い，黄金川上流域(春期)における，

平均水温は， 20.l
oCであり，江津湖の値と近似している。

一方，増殖率の低い，下流域(冬期)における，平均水

温は， 12.2
0

Cであった。今回，相関係数の高かった，硝

酸性窒素濃度は，上流域における，年間平均値が， 2.81 

:t0.80mダLであり，下流域における年間平均値は， 2.47 

土 1.07mg/Lであった。江津湖における硝酸性窒素濃度は，

20年~30年前に比べ，上昇しており( 6)，地下水の富

栄養化が懸念されているが，黄金川においては，現在，

適正な値を維持していると考えられる。

Fig.6.は，スイゼンジノリの抗酸化活性を示している。

この結果から明らかなように，スイゼンジノリは，市販

の抗酸化食品として知られている緑茶およびα一トコ

フエロールや合成抗酸化物質の BHA(ブチルヒドロキ

シアニソール)よりも強い活性を示した。また，抗I型

アレルギー活性の指標のーっとされるヒアルロニダーゼ

活性阻害試験 (7)の結果からも，市販食品中でヒアル

ロニダーゼ活性阻害が高いといわれる緑茶のメタノール

エキスよりも高い活性を示した。したがって，スイゼン

ジノリは，江戸時代からの伝統食品としてのみでなく，

抗酸化活性や抗アレルギー活性を有する機能性食品とし

ても有望であることが示唆された。

今回，科学的・定量的に初めて，増殖試験を行った黄

金川は， 日本，否，世界的にみても， 日本固有種ラン

藻・スイゼンジノリの養殖を200年以上行っている極め

て貴重な場所・川であり，この環境を保全することが重

要である。

要約

日本固有の淡水産ラン藻であり，江戸時代より幕府へ

の献上品として大切に保護・育成されてきたスイゼンジ

ノリであるが，生育条件に対し，高い適合性を要求する

ため，現在ではその生育量は減少しつつある.そこで，

江戸時代から養殖に成功している黄金川において，今後
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のスイゼンジノリの学術的解明及び保護・育成を目的と

した研究を行った また，同時にスイゼンジノリの食素

材としての機能性についても検討した生育環境調査は，

福岡県朝倉市黄金川にて行った調査は，水質測定(生

活環境項目，富栄養化項目，など)及びスイゼンジノリ

湿重量測定を行い検討した また，機能性に関しては，

抗酸化活性についてロダン鉄法を用いて検討した その

結果，黄金川におけるスイゼンジノリ生育地の水温は，

ほぽ指標値と考えられる 15~250C の範囲内であった.ま

た，スイゼンジノリの湿重量測定の結果，各季で約 2~

6倍に増加した 季節別では，春季>夏季>秋季>冬季

の順に増加率が低下する傾向がみられた 水質との関連

では，硝酸性窒素濃度との相関係数が高い値を示した

機能性に関しては，抗酸化活性は市販の抗酸化食品とし

て知られている緑茶及びαートコフエロールよりも強い

抗酸化活性を示した

今回，江戸時代から養殖を行っている黄金川における，

年聞を通じてのスイゼンジノリ増殖率を，科学的，定量

的に，初めて明らかにした。黄金川は，スイゼンジノリ

の養殖を200年以上継続している貴重な場所であり，こ

の場所を保全することは，極めて重要である。
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