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広総研水技セ研報第 5号 (2018)

広島湾およびその周辺海域沿岸における
アサクサノリの分布

藤 吉 栄次*1・玉城泉也*1■ 阿部真比古*2■ 吉 田吾郎*3■ 

安江 浩*4■ 相 田 聡

Distribution of Pyropia tenera along the coasts of Hiroshima Bay and its vicinity 

Eiji FUJIYOSHI, Motoya TAMAKI, Mahiko ABE, 

Garo YOSHIDA, Hiroshi YASUE and Satoshi AIDA 

アサクサノリ Pyropiatenera (=Porphyra tenera) 1 J 

は，我が国に生育するアマノリ属の中では最も広範に分

布し、ノリ養殖が始まって以来長らくの間代表的な養殖

種であった 2)。1956-7年の調査までは日本各地の河口域

や内湾に広く分布していたが、ノリ養殖におけるスサビ

ノリ Pyropiayezoensis (=Porphyra yezoensis)りの導

入と，沿岸部の開発よる環境変化により生育地が大幅に

減少し， 1994年には絶滅危惧種と判断されるに至った 2)0 

この状況を受けて、最近は各地でアサクサノリの探索が

行われ，東京湾等で生育が確認されている 3-9)。広島湾

でも生育が確認されているが、最近の採集報告は西部の

宮島での 1例だけである 8)。現在広島湾ではノリ養殖は

行われていないが、江戸時代より昭和の中頃まで広島湾

東部は東京湾と並ぶ著名なノリ養殖場10) であり、かつ

ては天然採苗が行われていたので、東京湾と同様にアサ

クサノリが残存している可能性は高いと考えられる。

著者らは，有用遺伝資源の確保に向けた基礎的な調査

として，広島湾沿岸の河口域を中心にアサクサノリの分

布調査を行ったのでその結果を報告する。

材料と方法

調査点 アサクサノリは河口域を主な生育場所とする

ため凡流入する各河川の河口域を中心に調査を行っ

た（図 1)。調査を行ったのは，広島湾北岸の西側から
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順に地御前の海岸（図 1-1)、太田川放水路の河口付

近（図 1-2)、天満川の皿山付近（図 1-3)、太田川本

流の江波漁港付近（図 1-4)、京橋川の出島 1丁目付近

（図 1-5)、猿狼川の仁保 4丁目付近（図 1-6)、的場

川の船越橋付近（図 1-7)、瀬野川の厳島神社付近（図

1-8)、矢野川（図 1-9)、宮下川（図 1-10)、総頭川

（図 1-11)、大屋川（医 1-12)、江田島の小用港南側に

流れ込む小河川（図 1-13)、長谷川（図 1-14)、西能美

島の麓川（図 1-15)、木ノ下川（図 1-16)、倉橋島東岸

の太田川（図 1-17)、呉市広地区の大谷川（図 1-18)、

黒瀬川（図 1-19) の各河口付近である。調査は2005年

2月22日と2010年 2月28日に大谷川、黒瀬川について、

2010年 3月 1日に長谷川、木ノ下川について、 3月 2日

に地御前海岸について、 2011年の 3月 3日に太田川放

水路について、 3月 4日に長谷川（再調査）について、

2012年 3月21日に大屋川、小用港南側に流れ込む小河

川、麓川、木ノ下川、倉橋島太田川について、 3月22日

に地御前（再調査）と天満川、太田川本流、京橋川、猿

狼川、的場川、瀬野JII、矢野川、宮下川、総頭川につい

て、2013年 3月14日に大屋川（再調査）について行った。

採集したアマノリ類の葉状体（以下、アマノリ葉状

体）は、ペーパータオルで脱水後、冷蔵して西海区水産

研究所まで持ち帰り、ー35℃で凍結保存した。これらの

サンプルを常温の滅菌海水に浸して解凍後、葉状体の形
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図 1 調査地点

1 : 地御前海岸， 2: 太田川放水路， 3: 天満川， 4: 太田川本流， 5: 京橋川， 6: 猿狼川， 7: 的場川， 8: 瀬野川， 9: 
矢野川， 10:宮下川， 11: 総頭川， 12: 大屋川， 13:小用港南側に流れ込む小河川14: 長谷川， 15: 麓川， 16:木ノ下川，

17 : 太田川（倉橋島）， 18:大谷川， 19黒瀬川

態観察を行い、その結果からアサクサノリの可能性のあ

るものについて、 DNAによる種判別を行った。

DNA判別 サンプルから、 IsoplantII (ニッポンジーン

（株））により DNAを抽出し、 Niwaand Arugatりの方法

に従い、葉緑体DNAのRuBisCOスペーサー領域の336塩

基対を増幅したものについて制限酵素Esp1286 Iを用い

て切断し、 2%アガロースで電気泳動を行って断片長多

型により種判別を行った。対照として、西海区水産研究

所で保存されている熊本県天草市一町田川産アサクサノ

リ糸状体（以下一町田株）およびスサビノリの養殖品種

U-51糸状体（以下 U-51株）を用いた。また、アサクサ

ノリとスサビノリの交雑体が東日本を中心に発見されて

いる 8) ため、本研究においても、交雑体の有無の確認

を目的として、上述と同じサンプルについて、 Parket 

al. i2)およびNiwaand Sakamoto13lの方法をもとに、核

DNAのTOP2額域の1208塩基対を増幅したものについて

制限酵素TaqIを用いて切断し、同様に泳動して種およ

び交雑体の確認を行った。

結果

アサクサノリの葉状体の形態的な特徴のうち、比較的

簡易に確認できる特徴として、葉形は倒披針形、線形か

ら長楕円形、楕円形、卵形、倒卵形ないし半円形を示す

こと、縁辺には顕微鏡的な鋸歯が無く、雌雄同株で、成
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熟した葉状体では精子嚢斑はおもに縁辺に沿って形成さ

れることが多く、時に縁辺部の内側に飛白状を呈する場

合もあることが知られている 2, 14)。調査点のうち、これ

らの特徴に類似したアマノリ葉状体（以下、アサクサノ

リ型葉状体）が採集されたのは、地御前、太田）I[放水路

の河口付近、猿狼川、的場川、大屋川、長谷川、麓川、

倉橋島の太田川、呉市の大谷川、黒瀬川である。猿猥川

で採集された葉状体は雌部が確認されなかった。この他

に、地御前では縞状の明瞭な雄斑を持つ葉長約25cmの

広菓型の葉状体が、小用港南側に流れ込む小河川の河

ロ付近では、葉長約10cmの赤みがかった丸葉型のアマ

ノリ葉状体と縞状の明瞭な雄斑を持つ葉長10~20cmの

細葉～広葉型の葉状体が見られた。丸葉型の葉状体は

縁辺に鋸歯が観察され、丸葉型の形態および分布15) を

考慮するとマルバアマノリPyropiasuborbiculata (= 

Porphyra suborbiculata)りと判断された。地御前の広

葉型葉状体と小用港南の細葉～広葉型の葉状体は、スサ

ビノリの特徴である縞状の明瞭な雄斑14)が多数見られ、

スサビノリと判断された。また、 2010年の地御前の調査

では、沖側の潮間帯下部のアサリの殻に、貝殻中の糸状

体から直接葉状体が生じるという特有の生態を持つ 4, 16) 

カイガラアマノリ Pyropiatenuipedalis (= Porphyra 

tenuipedalis)りの葉状体（図 2-C) が確認された。

2013年の大屋川の調査および2005年と2010年の黒瀬川

の調査では、澪筋の水中でウツロムカデ Grateloupia

catenataに付着する赤みがかった丸葉型葉状体（因 2-

D) が見られた。ウツロムカデに付着し、雌雄生殖斑が

葉状体の左右に分かれていること 17) から、ソメワケア

マノリ Pyropiakatadae (=Porphyra katadae)りと判

断された。

アサクサノリ型葉状体の採集地の状況と形態の詳細は

以下の通りである。これらの葉状体は、縁辺には顕微鏡

的な鋸歯が無く、すべて一層細胞で、 1細胞に星状の葉

緑体が 1個観察された。アマノリ葉状体に形成される雌

雄生殖細胞の分裂表式は、種を区別するための特徴とし

て重視されてきた18) ため、形態観察は雌雄生殖細胞の

分裂表式を中心に行った。

地御前（図 1-1) 御手洗）II河口から西側に広がる海岸

では、広い干潟が形成されておりカキの抑制棚が設置さ

れていた。アサクサノリ型葉状体は抑制棚の岸側、堤

防近くの潮間帯上部に石等に疎らに付着していた。採

集した葉状体は（圏 2-E), 長さ20.1~34.3cm, 幅3.9~

8.0cm, 中心部の断面の厚さ32.8-34.4μmで，葉形は線形

から広線形をしており，基部は鋭形が多く見られた。色

は薄い褐色を呈し基部は緑色が強くなっていた。精子嚢

斑は縁辺に帯状に形成されているほか，方形や不定形

の小斑も見られた。精子嚢の分裂表式は64(a/4, b/4, 

c/4) までのもの（図 3-A, B) が多かったが、断面観

Cが8になりかけている部分（図 3-C) も観察された。

接合胞子嚢の分裂表式は表面観が 4 (a/2, b/2) であっ

た（図 3-D) が、断面観 (c) は3-4まで分裂しているも

の（図 3-H) が多く観察された。

太田川放水路（図 1-2) 河口付近の扇 1-2丁目東

岸の干潟部の石に多数のアサクサノリ型葉状体が付着

していた。採集した葉状体（図 2-F) は，長さ17.9~

37.2cm, 幅1.8~16.5cm, 中心部の断面の厚さ23.0~

24.Sμmで，葉形は主に線形～広線形をしており，基部

は鈍形が多く見られた。色は黄色みを帯びた褐色を呈し

基部は緑色が強くなっていた。精子嚢斑は縁辺に帯状に

形成されているほか，縁辺と平行する約 1cmの線状の

斑や、方形や不定形の小斑も見られた。精子嚢の分裂表

式は64(a/ 4, b/ 4, cl 4) まで観察された。接合胞子嚢

の分裂表式は 8 (a/2, b/2, c/2) までのもの（図 3-I)

が多かったが、表面観 (aXb) が 5-6のもの（図 3E) 

や断面 (c) が 3-4のもの（因 3-J) も観察された。

猿猿川（図 1-6) 仁保 4丁目の護岸に小型のアサクサ

ノリ型葉状体が付着していた。採集した葉状体（図 2-

G) は，長さ3.0~4.7cm, 幅0.5~2.4cm, 中心部の断面

の厚さ25.1~31.5μmで，葉形はおもに倒披針～広線形を

しており、裂葉を呈する個体も見られ，基部は鈍形また

は心臓形であった。色は茶褐色を呈し基部は緑色が強く

なっていた。精子嚢斑は縁辺に帯状に形成されているほ

か，不定形の小斑も見られた。精子嚢の分裂表式は64

(a/4, b/4, c/4) まで観察された。接合胞子嚢は確認で

きなかった。

的場川（図 1-7) 国道 2号線をはさみその上下流の干

潟部の石等に多数のアサクサノリ型葉状体が付着してい

た。葉状体は緑色がかった青芽タイプと、赤みがかっ

た赤芽タイプの 2タイプが見られた。青芽タイプの葉

状体（図 2-H) は，色は緑色がかった褐色で、長さ 11.4

~26.Scm, 幅2.6~10.6cm, 中心部の断面の厚さ27.9~

32.2μmで，葉形は長楕円形～広線形をしており，基部

は鈍形または心臓形であった。精子嚢斑は縁辺に帯状に

形成されているほか，方形や不定形の小斑も見られた。

また、一部の個体では約 1cmの線状の斑も見られた。

精子嚢の分裂表式は64(a/4, b/4, c/4) まで観察された。

接合胞子嚢の分裂表式は 8 (a/2, b/2, c/2) までのも

のが多かったが、断面 (c)が3~4のものも（図 3-K)
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観察された。赤芽タイプの葉状体（図 2-I) は，色は赤

褐色を呈し、長さ8.1~21.6cm, 幅3.4~18.2cm, 中心部

の断面の厚さ21.7~28.6μmで，葉形は長楕円形～腎臓形

をしており，基部は心臓形であった。葉状体は成熟が進

んでいない個体が多く、精子嚢斑が確認できた個体では

線状の斑や不定形の小斑が見られた。精子嚢の分裂表式

は64(a/4, b/4, c/4) まで観察された。接合胞子嚢は

非常に少なく、表面観の分裂表式は 4 (a/2, b/2) まで

観察されたが、断面観は確認できなかった。

大屋川（図 1-12) 河口付近の護岸や石にアサクサノリ

型葉状体が付着していた。採集した葉状体（図 2-J)は，

長さ9.0~16.0cm, 幅5.7~7.lcm, 中心部の断面の厚さ

27.5~29.8μmで、葉形は長楕円～広線形をしており，基

部は心臓形であった。色は緑色がかった褐色を呈し基部

は緑色が強くなっていた。精子嚢斑は縁辺に帯状に形成

されているほか，不定形の小斑も見られた。また、一部

の個体では 5mm程度の線状の斑も見られた。精子嚢の

分裂表式は64(al 4, bl 4, cl 4) まで観察された。接合

胞子嚢の分裂表式は 8 (al2, bl2, cl2) までのものが

多かったが、表面観が 5~6のもの（固 3-F)や，断面

観Cが一部 4のもの（図 3-L) も観察された。

長谷川（図 1-14) 河口干潟部の石等に多数のアサクサ

ノリ型菓状体が付着していた。採集した葉状体（図 2-

K) は，長さ12.2~26.Zcm, 幅4.4~9.7cm, 中心部の断

面の厚さ25.9~29.0μmで，葉形はおもに倒披針形をして

おり，基部は鈍形が多く見られた。色は緑色がかった褐

色を呈し基部は緑色が強くなっていた。精子嚢斑は縁辺

に帯状に形成されているほか，方形や不定形の小斑も見

られた。精子嚢の分裂表式は64(al4, bl4, cl4) まで、

接合胞子嚢の分裂表式は 8 (al2, bl2, cl2) まで観察

された。

麓川（図 1-15) 河口千潟部の石等に多数のアサクサノ

リ型葉状体（図 2-A) が付着していた。採取した葉状

体（図 2-L) は，長さ4.5~27.2cm, 幅2.8~12.4cm, 中

心部の断面の厚さ30.7~37.9μmで，葉形は広線形の他、

倒披針形や腎臓形をしており，基部は心臓形またはロー

ト状であった。色は緑色がかった褐色を呈し，基部付近

は緑色が強くなっていた。精子嚢斑は縁辺に帯状に形成

されているほか，方形や不定形の小斑も見られた。精

子嚢の分裂表式は64(al4, bl4, cl4) まで観察された。

接合胞子嚢の分裂表式は 8 (al2, bl2, cl2) までのも

のが多かったが、表面観が 5~6のものや断面 (c) が

3~4のもの（図 3-M) も観察された。

太田川（倉橋島）（図 1-17) 河口部のアオノリ類が密

生する護岸に疎らにアサクサノリ型葉状体が付着してい

た。採取した葉状体（図 2-M) は，長さ4.8~19.7cm,

幅0.6~6.7cm, 中心部の断面の厚さ27.9~42.Sμmで，多

くの個体で先端部は流失し、葉形はおもに披針形～広線

形を呈しており，基部は鈍形が多く、心臓形やロート状

も見られた。色は色落ちし薄い褐色を呈していた。精子

嚢斑は縁辺に帯状に形成されているほか，方形や不定形

の小斑も見られた。精子嚢の分裂表式は64(a/4, b/4, 

c/4)まで観察された。接合胞子嚢の分裂表式は 8 (a/2, 

b/2, c/2) までのものが多かったが、表面観が 5のもの

（図 3-G)や断面観Cが3のもの（凶 3-N)も観察された。

大谷川（図 1-18) 2005年の調査ではアサクサノリ型葉

状体は、呉線鉄橋下流側のごく限られた範囲の小石等に

付着していたが、 2010年の調査では呉線鉄橋から阿賀南

4丁目付近まで分布していた。採集した葉状体（図 2-

N) は，長さ19.6~80.7cm, 幅2.7~20.4cm, 中心部の断

面の厚さ26.7~30.6μmで，葉形は倒披針形、広線形等を

しており，基部は心臓形が多く見られた。色は茶褐色を

呈し基部は緑色が強くなっていた。精子嚢斑は縁辺に帯

状に形成されているほか，縁辺と平行する最大3cmの線

状の斑や、方形や不定形の小斑も見られた。精子嚢の分

裂表式は64(al 4, bl 4, cl 4) まで観察された。接合胞

子嚢の分裂表式はs(al2, bl2, cl2)までのものが多かっ

たが、表面観が 5~6のものや断面 (c) が3のものも

観察された。

大谷川では葉長約80cmの大型の葉状体が採集された

が、地元の人の話では、かつてはこのような大型の葉状

体を選んで収穫し、物干し竿に掛けて乾燥させて食用に

供していたとのことであった。

黒瀬川（図 1-19) アサクサノリ型葉状体（図 2-B)

は、 2005年の調査では広大橋の上流にある堰の下から

広大橋上流側までの小石や木の枝等に付着していたが、

2010年の調査ではさらに約200m下った呉線鉄橋の下流

まで分布していた。採集された葉状体（図 2-0) は、

長さ26.0~44.4cm、幅2.2~10.9cmで、葉形は線形～線

形倒披針形をしており、基部はおもに浅めの心臓形で、

鈍形や鋭形も見られた。色は全体的に緑色がかった褐色

で基部付近は緑色が強くなっていた。葉状体中心部の断

面の厚さは23.4~27.7μm、精子嚢斑は縁辺に帯状に形成

されているほか、不定形や方形に近い小斑も見られた。

また、一部の大型個体では 5~7mm程度の線状の斑が

見られる場合があった。雌雄同株で、精子嚢の分裂表式

は64(al4, bl4, cl4) まで確認された。接合胞子嚢の

分裂表式は 8 (al2, bl2, cl2) までが多かったが、表
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面観が 5以上のものや、断面 (c)が3-4のものも観察

され、なかには断面の分裂面が大きく斜行し表面に対し

て垂直側に近い角度となっている場合（図 3-0)も見

られた。

DNA分析による種判別を行った結果，採集した葉状

体の電気泳動像は，葉緑体DNAのRuBisCoスペーサー領

域のBspl286Iによる切断結果（図 4上）では、猿猥川

と的場川の赤芽タイプはスサビノリ U-51株の泳動像と、

その他はアサクサノリ ー町田株の泳動像と 一致した。ま

た、核DNAのTOP2領域のTaqIによる切断結果（因 4

下）では、猿猥川はスサビノリ U-51株の泳動像と一致し

たが、的場川赤芽タイ プはスサビノリ U-51株とアサクサ

ノリ ー町田株の両者の断片を併せ持つ結果が得られ、そ

の他はアサクサノリ ー町田株の泳動像と 一致した。

考察

アマノリ葉状体に形成される雌雄生殖細胞の分裂表式

は、種を区別するための特徴として重視されてきた18)0 

アサクサノリの場合は、精子嚢は64 (a/4, b/4, c/4)、

接合胞子襄は 8 (a/2, b/2, c/2)までが一般的であるが、

まれに精子悩で128 (a/4, b/4, c/8) まで、接合胞子巌

で16(a/2, b/2, c/4) まで分裂が進むことが知られて

いる 叫 アサク サノリ 葉状体と形態の類似しているスサ

ビノリの葉状体では精子器は128 (a/4, b/4, c/8)また

は256 (a/4, b/4, c/16)、接合胞子毅で16 (a/2, b/2, 

c/4) まで分裂が進むことが知られている 叫 今回採集

されたアサクサノリ型葉状体では、精子裂は地御前を除

一 --

き最大64 (a/4, b/4, c/4) で、地御前では断面観 (c)

が 8になりかけている場合がみられた。接合胞子襄につ

いては、表面観 (axb)は地御前、的場川赤芽タイプ、

青芽タイプ、長谷川では 4であったが、太田川放水路、

大屋川、麓川、倉橋島の太田）II、大谷川、黒瀬川では表

面観が 5以上の場合がみられ、アサクサノリおよびスサ

ビノリの一般的な値 4より大きかった。断面観 (c) は、

長谷川では 2であったが、地御前、太田川放水路、的

場川青芽タイプ、大屋川、麓川、 倉橋島の太田川、大谷

) II、黒瀬川では最大 3または 4の場合が見られた。的場

川赤芽タイプについては、接合胞子襄の形成が非常に少

なく断面観は確認できなかった。猿狼川では接合胞子嚢

が確認できなかった。

宮城県松島湾や大分県の国東半島で採集されたアサク

サノリ葉状体では、接合胞子嚢の表面観 (axb)が 5

以上や断面観 (c) が3以上になっている事例 9,14) が観

察されており 、東京湾のアサクサノリでも表面観が 5以

上に見える場合19)や断面観が 3になっている事例 6) が

報告されている。これらのことから、生殖細胞の分裂表

式から判別すると、長谷川は典型的なアサクサノリの分

裂表式を示し、地御前、猿狼川、 的場川赤芽タイプ、青

芽タイプでは観察された分裂表式はアサクサノリ、スサ

ビノリの両種と 一致した。太田川放水路、大屋川、麓

川、倉橋島の太田川、大谷川、黒瀬川では接合胞子弱の

表面観を除き、分裂表式はアサクサノリ、スサビノリの

両種と 一致したが、表面観が 5以上に見えたことからア

サクサノリの可能性が高いのではないかと考えられた。

一・-
一

← 1000 bp 

← 500 bp 
← 300 bp -----蟻遍• --------.. ← 100 bp 

.... 
...、一ー ・..............---・.. 4 —釦ー... ~- .、—-~- ► --―--. 疇●● . . .  -~ 

Jfft 

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M 

図4 各試料の電気泳動像

← 1000bp 

← 500 bp 
← 300 bp 
← 100 bp 

（上）RuBisCoスペーサー領域の336塩基対を制限酵素Bsp1286Iで切断，（下）TOP2領域の1208塩基対を制限酵素TaqIで

切断

M: 100bp DNA ladder, 1 : アサクサノリー町田株，2 : スサビノリ U-51株，3 地御前，4 : 太田川放水路， 5 : 猿狽

川， 6 的場川青芽タイプ，7・的場川赤芽タイプ， 8 : 大屋川，9 : 長谷川，10・麓川，11: 太田川 （倉橋島），12:

大谷川，13: 黒瀬川
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DNA分析結果からは、猿狼川の葉状体はスサビノリ、

的場）I[赤芽タイプ以外の他の各サンプルはアサクサノリ

であると判断され、形態による判別結果と整合する内

容であった。また、的場川赤芽タイプは、葉緑体DNA

のRuBisCOスペーサー領域においてはスサビノリの、核

DNAのTOP2領域においてスサビノリとアサクサノリ

の両種の断片を併せ持っている。そのためNiwaand 

Sakamoto13)がスサビノリ早とアサクサノリかの種間交

雑体としているMT-1株と同様に、的場川赤芽タイプも

スサビノリとアサクサノリの交雑体である可能性が考え

られる。交雑体はスサビノリの分布地、またはノリ養殖

場が近傍に存在する地点や過去に存在した地点で発見さ

れてきた 8)。的場川赤芽タイプが交雑体である場合は後

者であり、広島湾に養殖種苗として移入されたスサビノ

リ15) が関係している可能性が考えられる。

形態とDNA分析の結果から、交雑体の可能性がある

的場）11赤芽タイプを除くと、採集されたアサクサノリ型

葉状体については、地御前、太田川放水路、的場川青芽

タイプ、大屋川、長谷川、麓川、倉橋島の太田川、大谷

川、黒瀬川はアサクサノリ、猿猥川はスサビノリと判断

された。アサクサノリは19調査地点中 9地点で確認さ

れ、広島湾では新たに 6地点でのアサクサノリの生育が

明らかになった。かつてアサクサノリの種場が存在した

広島湾東部でも東京湾 5)や別府湾 9) と同様に生育が確

認された。 9地点のうち地御前、大屋川、黒瀬川の 3地

点では、希少アマノリ類のカイガラアマノリ 16) または

ソメワケアマノリ 17) が確認され、比較的良好な自然環

境が保全されてきたと考えられる。また、残りの 6地点

を含めた 9地点すべてにおいて、福岡県や大分県のアサ

クサノリ採集地と同様に河口付近に高い堰が無く広い感

潮域が形成されており、このことがアサクサノリの生存

に関係している可能性が考えられる。

今回アサクサノリが採集された 9地点の内、接合胞子

嚢の表面観 (aXb) が一般的な値 4より大きい場合が

地御前と長谷川を除く 6地点、断面観 (c) が一般的な

値 2より大きい場合が長谷川を除く 8地点で観察され、

分裂表式で種判別を試みる場合には注意が必要である。

黒木14) は、表面観が 5以上の場合については異常では

ないかと推察しているが、今回は 6地点で観察され、大

分県でも 3地点 9) で観察されていることから、遺伝的

な形質か生育環境の影響かは明らかではないが、異常分

裂とは考え難い。 Kunieda19)は、隣接する 2つの接合胞

子嚢が癒合している可能性を指摘しているが、そのよう

な状況は観察されなかった。今回表面観が 5以上の場合

が観察された 6地点では、断面観 (c) の最大値は各地

点とも 2より大きく 3~4であった。

接合胞子嚢の断面 (c) が2から 3~4になるときの

分裂は、スサビノリでは藻体表面のラインと比べると分

裂面は斜行して入るのに対し、アサクサノリでは平行

に入るので判別が可能であるとされてきた 2) が、アサ

クサノリでも分裂面が斜行する例があることが菊地ら 6)

により近年確認された叫今回、同様に分裂面の斜行

（図 3-J~M,0) が観察されたが、菊地らいの結果と

比較すると斜行の程度が大きく分裂面は接合胞子嚢の中

心部付近に向かっており、表面に対して垂直側に近い角

度となっている場合（図 3-0) も観察された。このよ

うな分裂面の大きな斜向が、表面観が 5以上に見える原

因の一つとなっていると考えられる。

主要ノリ産地では、単価の向上を目指しておいしい

海苔づくり等，製品差別化への取り組みが行われてい

る20)。アサクサノリは，収量や色調の問題から現在では

ほとんど利用されなくなっている2りが，味と香りの良

さから再度見直されており，各地でアサクサノリの試験

養殖が試みられてきた22-26)。三重県では、さらに進めて

アサクサノリ製品のブランド化に取り組み、成果を上げ

ている叫今回採集されたアサクサノリの葉状体は多様

な形態（固 2) に加え、葉長が約80cmの大型の葉状体

（図 2-N) もあり、遺伝資源として多様な形質を含んで

いると考えられる。今回発見されたアサクサノリの特性

を明らかにし、その特徴を活かした育種素材や地域特産

としての利活用が期待される。
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図 2 調査地点で発見された葉状体の状況と採集された葉状体

A-B・謡l査地点での葉状体の状況， C-0:採集された葉状体 （標本） • A: 麓Jil,B: 黒瀬川，C:地御前 （カイガラアマノリ ），

D・黒瀬川 （ソメ ワケアマノリ ）， E:地御前，F:太田川放水路，G:猿狽川， H:的場川 （青芽）， I:的場川 （赤芽） ，J・

大屋J!I,K: 長谷川，L:麓川，M・太田川 （倉橋島）， N:大谷川， 0:黒瀬川．スケール 5cm
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図 3 雌雄生殖細胞の形態

A: 精子涵表面観，B-C:精子涵断面観，0-G:接合胞子涵表面観，H-0:接合胞子嚢断面観 A-0: 地御前，E 太田川放水路，

F: 大屋川，G:太田川 （倉橋島）， H:地御前，l-J 太田川放水路，K:的場川 （青芽）， L:大屋）II. M: 麓川，N:太田川 （倉

橋島）， 0・黒瀬川 スケール10μm.
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要 旨

広島湾およびその周辺海域沿岸におけるアサク

サノリの分布

藤吉栄次・玉城泉也・阿部真比古

吉田吾郎・安江 浩・ 相田 聡

有用遺伝資源の確保に向けた基礎的な調査として，広

島湾沿岸の河口域を中心に19地点でアサクサノリの分布

調査を行った。採集された葉状体について、形態および

DNA分析で種判別を行った結果、 9地点で採集された葉

状体がアサクサノリであることが明らかになった。アサ

クサノリが採集された地点では、広い感潮域または干潟

が形成されていた。そのうち 3地点では、希少アマノリ

類のカイガラアマノリまたはソメワケアマノリも確認さ

れた。採集されたアサクサノリの葉状体は多様な形態に

加え、葉長が約80cmの大型の菓状体もあり、遺伝資源

として多様な形質を含んでいると考えられた。
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