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粘質や呈味成分の溶出は，コンブを食品としてみた

場合重要であるにもかかわらず，これに関わると考えら

れる粘液腔道についての研究は少ない。特に本邦産の

コンブ属植物についての詳しい研究はKasahara1）のミツ

イシコンブ，Laminaria angustata Kjellmannおよびゴ

ヘイコンブ，L. yezoensis Miyabeについての報告が唯一

のものである。

一方，古くよりマコンブは本来の分布域よりはるかに

南で養殖されている2，3）。しかしその品質はいわゆる本

場物より劣り，マコンブ本来の用途である，“だし昆布”

としてよりは直接食するミツイシコンブやナガコンブと

似た利用が生産者側から提唱され消費者の間で定着し

てきている。

以上のような利用方法の異なりと粘液腔道の大きさ

や分布の異同との関連の検討を試みるために，“だし昆布”

として有用な北海道産マコンブ，L. japonica Areschog

およびリシリコンブ，L. ochotensis Miyabeと，主に煮

物や昆布巻きなど直接的な食材として優れているミツイ

シコンブ4,5）および東京湾で養殖されたマコンブについて

粘液腔道の構造，大きさそれに分布について観察・比
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Comparison of Mucilage Canal of Laminaria japonica,
L. ochotensis and L. angustata from Hokkaido 

and L. japonica Cultivated in Tokyo Bay

Teru IORIYA＊1 and Hirokazu MARUYAMA＊2

Abstract: Comparison of mucilage canals was made on Laminaria japonica, L. ochotensis, L. angustata

from Hokkaido and L. japonica cultivated in western part of Tokyo Bay. 

In L. japonica from Hokkaido, mucilage canals were arranged in single layer in outer cortex,

sometimes in two layers near fascia; the diameter was about 200-100μm in inner layer and 100-50μm in

outer layer. 

The distribution pattern and diameter of mucilage canals of L. ochotensis and L. japonica are almost the

same except it was distributed in single layer in all parts of the frond of L. ochotensis. 

Mucilage canals of L. angustata were arranged in single layer in all parts of the frond, its diameter was

about 10μm in fascia and 5μm near the marginal part. 

In L. japonica cultivated in Tokyo Bay, mucilage canals were arranged in single layer in the frond

except basal part. Mucilage canals were rarely arranged in two layers around the center of basal part of

the frond. The diameter of mucilage canals was about 10μm. Generally, their size and distribution

pattern resembled to those of L. angustata. 

Based on our observation, it seems that while fully developed mucilage canals are good for making

broth, poorly developed mucilage canals can be used for direct eating.
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較した。なお，種の分類は川嶋5）に従った。

材料および方法

南茅部町産養殖マコンブ（2年目），東利尻町産リシ

リコンブ（2年目），様似町産ミツイシコンブ（2年目），

および横須賀市産養殖マコンブ（1年目で葉長 3 m以上

のものおよび葉長 4～10 mm程度の幼体）の乾燥標本と

ホルマリン固定標本を用いた。

粘液腔道の観察は，表面から直接，あるいは凍結ミ

クロトームにより切片を作り，必要に応じてメチルグリ

ーンあるいはメチレンブルーで染色して観察した。粘液

腔道の直径測定値は固定標本の凍結ミクロトーム切片

についてのものであるので，比較のための目安として記

載した。

結果及び考察

北海道産マコンブ 中帯部（fascia）の横断面観では，

表皮（epiderm）と髄層（medulla）の中央よりやや表

皮側の皮層（cortex）内に良く発達した直径100～200

μmの粘液腔道が多数存在する層と，その外側に，その

層と表皮とのほぼ中央の皮層内に前者より数は少ない直

径50μmから100μmの粘液腔道が分布する層がある。時

に粘液腔道が表皮を貫通しているように見える部分もあ

る（Fig. 1. A）。
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Fig. 1. Cross-section showing mucilage canals of Laminaria. A, L. japonica from Hokkaido;  B, L. ochotensis;
C, L. angustata; D, L. japonica from Tokyo Bay.  Arrowheads indicate the outer mucilage canals in Figs.
A and D. Scale bars = 1 mm.



中帯部の外側では，粘液腔道の存在層は1層となり，

その層は中帯部での位置よりやや内側にある。縁辺部

に近づくに連れその層は表皮よりになり，粘液腔道の数

は減って直径は小さく，100μm前後となる。縁辺部では

直径はさらに小さく，30μm前後となる。粘液腔道の直

径については今まで記載されていないが，Miyabe6）の付

図から読みとると内側の層で110～166μm，外側の層で

75μm前後であり今回の結果と比べわずかに小さい。

表面から見ると，中帯部では太い粘液腔道が葉長方

向に平行に走っているが，横の連絡は少ない（Fig. 2.

A）。中帯部から縁辺への移行部分では，太い粘液腔道

が良く発達した網目状構造を示す（Fig. 2. B）。縁辺部

に近づくと粘液腔道は細くなるとともに互いの連絡がや

や粗になり，網目状構造の発達程度が悪くなる。最縁

辺部には存在しない。

リシリコンブ　横断面で見ると，粘液腔道は髄層の
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Fig. 2. Surface view of mucilage canals of Laminaria, stained with methylene blue. A and B, L. japonica;  C and
D, L. angustata;  E and F, L. japonica from Tokyo Bay. A, C and E showing arrangements of mucilage
canals in fascia or median part of the frond. B, D and F showing net work arrangements of mucilage
canals in marginal region of the frond. Scale bar=1 mm.



中心部と表皮との中央よりやや表皮に近い皮層内に 1層

に並び（Fig.1. B），その分布位置は後述するミツイシコ

ンブよりも内側であった。中帯部ではその直径は100μm

あるいはそれ以上である。中帯部と縁辺部の中間の部

位ではその直径は70μm前後で，縁辺部に近づくに従い

その数は減少し，かつその直径は小さく，30μmあるい

はそれ以下となる。Miyabe6）, 遠藤4）はまれに 2層の

配置がみられると述べているが，本研究で用いた材料で

は 2層の存在は確認できなかった。粘液腔道の大きさに

ついては今まで記載されていなかった。

表面から見ると，中帯部では平行して多数の粘液腔

道が走り互いの連絡は少ないのに対し，中帯部より外

側では網目状の構造が良く発達している。縁辺部に近

づくと粘液腔道は細くなるとともに互いの連絡が粗にな

り，網目状構造が切れ切れとなる部分も少なくない。

阪井・中津7）はリシリコンブの幼体についてほぼ同様な

点を報じている。最縁辺部には存在しない。

リシリコンブとマコンブの粘液腔道は，リシリコンブ

において 2層の配置が観察されなかった点を除けば両種

はよく似ている。

ミツイシコンブ 横断面で見ると，粘液腔道は皮層

内の極めて表皮に近い部分に 1層に並ぶ（Fig. 1.C）。

中帯部ではその直径は大きいものでも50μm以下であ

り，大部分は10μm程度である。縁辺部に近づくに従い

その数は減少し，かつその直径は小さく5μm前後とな

る。最縁辺部には存在しない。

表面観では，中帯部では平行して多数の細い粘液腔

道が走り互いの連絡は少ないのに対し，中帯部より外

側では網目状の構造が発達している（Fig. 2. C-D）。縁

辺部に近づくと粘液腔道は細くなるとともに互いの連絡

が粗になり，網目状構造が未発達で切れ切れとなる部

分が多く見られる。最縁辺部には粘液腔道は存在しな

い。

Kasahara1）は室蘭産のミツイシコンブについて上記と

ほぼ同様な点につき詳しく報告をしているが，粘液腔道

の直径は述べていない。その付図からすると，10～60

μm 程度であり，ここで述べた様似産のミツイシコンブ

よりわずかに大きい。Kjellmann and Petersen8）はこの

種には粘液腔道は存在しないと述べており，遠藤4）や岡

村9）は網目状構造が不完全なため，切片で見た場合見え

ないことがあるとしている。また，Kasahara1）はこの種

の粘液腔道の発達は環境条件に支配されることを示唆

している。今回は全ての材料で粘液腔道が観察された。

この報告で述べる昆布属植物 3種の中でもっとも粘液

腔道の発達が悪い種と言える。

横須賀市産マコンブ 葉長 3 m以上の葉体横断面で

は，中帯部から縁辺部まで表皮直下の皮層内に細い粘

液腔道が 1層に並ぶが，葉体下部の中帯部ではその外

側にまれにもう 1層に存在する（Fig.1.D）。その直径

は，中帯部で30μm前後，縁辺部で10μm，2層存在す

る葉体下部では，髄層側で50μm，表皮側で30μm前後

であった。粘液腔道の直径はミツイシコンブのそれに近

い。

岡村9）は老成したマコンブの中帯部にのみ 2層の粘液

腔道が存在するとしたが，今回，1年目葉体下部でも 2

層分布することが確認された。

葉体中・上部表面観では，中帯部でやや細い粘液腔

道が葉長方向に走り，横の連絡が少ない（Fig. 2. E）。

ミツイシコンブの中帯部と似通っているがその分布はや

や粗であった。中帯部から縁辺への移行部分で網目状

構造が発達する点，縁辺部で先のとがった枝のような未

発達の粘液腔道が存在する点は，2年目マコンブなどと

同様であった（Fig. 2. F）。葉体下部表面観では，葉体

中・上部と異なり縁辺部でも網目状構造が発達してい

た。最縁辺部には粘液腔道は存在しない。

葉長およそ 4～10 mmのマコンブ幼体では，中帯部は

分化していない。葉体中央部の粘液腔道は下部や縁辺

部よりも太く網目状構造が発達している。葉体下部で

は中央部よりやや細く，横の連絡が少なく網目状構造

が未発達である。また，先端部に近づくにつれ網目状

構造は粗になる。最縁辺部および先端部の細胞が 1層

の部分では粘液腔道は見られない。阪井・船野10）は伊

達町産のマコンブ幼体について観察し体長 3 mm以上の

ものには全て粘液腔道が形成されていた，と述べてい

る。また葉体下部での網目状構造は東京湾産マコンブ

幼体よりも伊達町産のマコンブ幼体の方が細かに良く発

達している。

以上のように同一種でも産地によって粘液腔道にいく

つかの相違が見られる。この相違の原因は今のところ明

らかではないが，環境条件によって粘液腔道の発達に違

いができることが指摘されている1,11,12）。

要　　約

北海道産マコンブ，リシリコンブ，ミツイシコンブお

よび横須賀市産マコンブの粘液腔道を観察し比較した。

北海道産マコンブでは，粘液腔道は中帯部で 2層あ

り，その直径は内側で200～100μm，外側で100～50μm

中帯部外側では 1層でその直径は100μm，縁辺に近づ

くとさらに小さくなる。リシリコンブは 2層の部分がな

い点を除けばほぼマコンブと同様であった。

ミツイシコンブでは，粘液腔道の分布層はどの部位で

も1層であり，その直径は中帯部で10μm前後，縁辺部

では 5μmであった。存在部位は皮層内の表皮直下でマ

コンブやリシリコンブよりも表面に近かった。

横須賀市産マコンブでは，葉体の大部分で 1層，葉

体下部でのみ 2層の粘液腔道が分布し，その直径は10μm
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前後で大きくても50μmであった。その存在部位は皮

層内の表皮直下でマコンブやリシリコンブよりも表面に

近い点，およびその大きさはミツイシコンブと類似して

いた。

食材としての昆布の利用方法と粘液腔道の構造が関

係深いことが考えられる。すなわち，粘液腔道の発達

の良好な種は“だし昆布”として，その発達が悪いも

のは直接的な食材としての利用が適当であると推測し

た。
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