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和歌山県沿岸に生育するカジメ・クロメ配偶体の生長と成熟

および胞子体の初期生長に及ぼす水温の影響

田中俊充1 四ツ倉典滋2 木村創3 能登谷正浩4

The Effects of Water Temperature on Growth and/or Maturation of 

Gametophytes and Juvenile Sporophytes of Ecklonia cava and 
E. kurome (Laminariales， Phaeophyta) growing 

in the Coasts ofWakayama Prefecture 

Toshimitsu TANAKA1， Norishige YOTSUKURA2， Hajime KIMURA3 and Masahiro NOTOYA4 

Abstract: The gametophytes of derived from sporophytes of Ecklonia cava and E. kurome 

collected at six sites in Wakayama Prefecture were cultivated for 30 days under 14， 18， 20， 22， 25 

and 28'C water temperature conditions. The growth of all gametophytes of both species increased 

with increasing temperature between 14 to 25'C， but they grew in abnormal at 28'C. The optimal 

water temperatures for maturation of the gametophytes and for early development of sporophytes 

were different among individuals from different sites. In addition， the shape of the juvenile 

sporophytes showed considerable differences among individuals cultured under different water 

temperatures. They took on round shape under 14'C culture， whereas did slender under above 

18'C cul加re.These results suggested that response of gametophytes and sporophytes to water 

temperature didn't reflect the difference between E. cava and E. kurome. 

Key words: Ecklonia cavα; Ecklonia kurome; Gametophyte; Juvenile sporophytes; Water temperature 

カジメ Eckloniacavaとクロメ E.kuromeは， 日本

の中部沿岸もしくは中南部沿岸の潮下帯岩礁上に生育

する暖海性の多年生コンブ目植物である。クロメは一

般にカジメより浅い水深帯に生え，葉体がやや小さく，

中央葉の厚さが中央部と縁辺部で同じであること，葉

面に簸ができること，茎が実質で中空にならないこと

などがカジメとの区別点となっている(岡村 1927;川

島 1989)。しかし，両種の形態は地域によ って著しく

異なり(岡村 1936;Tsutsui et al. 1996)，上記の分類

指標では識別の困難な藻体が多く確認されている(松

井ら 1981;大野 ・石)11 1982; Tsutsui et al. 1996)。こ
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のような形態変異は，年齢や季節のほか，生育水深

や波浪の強弱，年間水温などの環境条件が一因になる

ことが知られているが(岡村 1936;大野 ・石川 1982;

Tsutsui et a1.1996;筒井・大野 1992;Serisawa et al. 

2002; 芹沢ら 2002，2003)，他方で両種の交雑藻体が

中間的な簸を形成することや茎長の異なるカジメの移

植試験で形態が変化しないことが報告されており(右

田1984;Serisawa et al. 2003)，これらは遺伝的に異な

る形質を持つことを強く示唆している。近年，カジメ

やクロメの群落が磯焼けによって全国的に消失してお

り，これらを回復させるためには他の海域から母藻や
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種苗を移植する必要が指摘されている (中島 2003)。

このことから，遺伝的に定ま った形質と環境条件によ

り変異する形質を明らかにし，両種の分類学的な再検

討を行うことが緊急の課題である。

著者らは，これまで和歌山県下の 7地点で採取し

た両種の形態的特徴や，特定 DNA領域の塩基配列を

調べ， 茎状部や側葉に大きな形態変異が認められる

ものの，遺伝的多様性は低いことを明らかにし，何ら

かの環境条件が形態変異に大きな影響を及ぼしている

と推察した(田中ら 2007)。なかでも，和歌山県沿岸

では，年間の平均水温が 20'Cを越える場所に側葉に

鍛の見られるクロメが分布していることから，生育

水温が両種の分布域や形態に大きな影響を及ぼして

いると推察される。ところで，同じコンブ目植物であ

るワカメ Undariaρinnat併daとヒロメ U.undarioides 

は，配偶体の成熟温度が種間で異なり，両種の分布

域を決定する要因になることが知られている (Morita

et al. 2003)。また，コン ブ属のマコンブLaminaria

japonica，リシリコンブL.ochotensis，オニコ ンブL

diabolica，ホソメコンブL.religiosa，ナガコンブL

longissimaは，幼芽胞体の葉長や葉幅の生長に温度に

よる種間差異が認め られると報告されている (岡田ら

1985)。これらのことから，カジメとクロメについて

も配偶体の成熟適温や胞子体の生長適温が種間で異な

ることも予測されるが，これらの配偶体の温度特性に

関して詳細な比較が行われた事例はない。

そこで，本研究では和歌山県沿岸の 6箇所に生育す

るカジメとクロメについて，配偶体の生長や成熟およ

び幼胞子体の生長に及ぼす水温の影響を調べた。

材料および方法

実験に供した母藻について カジメは加太 (和歌山

市)，野島(御坊市)，三輪崎 (新富市)の3地点，ク

ロメは比井崎 (日高町)， 目津崎 (みなべ町)，江津良

(白浜町)の3地点より，いずれもスキューパ潜水で

2005年10月に採取した (Fig.1)。これらは両種の最も

大きな形態的差異である側葉表面の織の有 (ク ロメ )・

無 (カジメ)を指標に種の同定を行った。また，母

藻を採取した群落の近くに，メモ リ一式の水温ロガー

(onset杜 StowAwayTidbiT)を設置 し 1年間にわ

たって水温を測定した。

採取した藻体は，直ちに和歌山県水産試験場増養

殖研究所に持ち帰り，流水方式の屋外水槽で、数日間

馴致させた後， 子嚢斑形成部分を切り出し遊走子の放

出を行った。放出した遊走子はパスツールピペットを

用いて Fe成分欠乏の ASP12- NTA培地 (Provasoli.

1963)を入れた 50mlファルコンチューブに単離し，
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Fig. 1. Map of collection sites for this study. 
• E. cava 0 E. kurome 

配偶体の状態で保存培養した。およそ 1ヶ月後，そ

れぞれの雌雄配偶体は解剖用メスを用いて細断し，

目幅100μmのナイロンメッシュを通して体長を平均

100μmに調整した後， 6穴マルチウ ェルプレートに

移して培養を開始した。培養液は人工海水(日本製

薬(株)ダイゴ、人工海水 Sp)をベースにした PES培地

(Provasoli et al. 1957)を使用し， 3日ごと に全量を交

換した。実験温度は14，18， 20， 22， 25， 28'Cの 6段

階とし，光源には白色蛍光灯を用い，光量 50μmol

Im2/s，明暗周期14L:lODの条件で30日間培養を行っ

た。期間中，配偶体や発芽した胞子体の観察は 3日ご

とに行った。各条件下での配偶体の生長は，無作為に

抽出した雌雄それぞれ10個体の最大体長を計測した。

成熟率は雌性配偶体20個体のうちで受精卵や芽胞体

を形成した個体の割合を調べた。胞子体の生長は， 最

も生長の良かった10個体について葉長と葉幅を測定し

た。

結果

和歌山県沿岸の水温状況

各母藻採取地点の最高および最低水温は，加太が

25.3'C (9月上旬 ) と8.8'C (2月下旬 )，比井崎が

26.5'C (9月上旬)と13.1'C(1月上旬)，野島が27.1'C(9

月上旬)と 12.1'C (12月下旬)， 目津崎が27.6'C (8月

上旬)と15.1'C (12月中旬)，江津良が27.3'C (9月中

旬)と16.3'C(12月下旬)，三輪崎が26.4'C(8月中旬)

と12.1'C (2月上旬)であった。各地点聞の水温差は

夏期に比べて冬期に大きく 最も差の大きかった江津

良と加太の間では， 12月中旬~ 4 月上旬にかけて 5'C

以上の差が認められ， 2月下旬には最大の8.3'Cとなっ

ていた (Fig.2)。
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野島産では雄性配偶体22t (平均体長337μm)と雌

性配偶体25t (平均体長457μm)，三輪崎産では雌雄

配偶体ともに22t(平均体長347μmと371μm)であっ

た。クロメは雌雄配偶体ともにすべての地域で25tが

最もよく，平均体長は比井崎産が雄性配偶体440μm

と雌性配偶体552μm，目津崎産が雄性配偶体440μm

と雌性配偶体568μm，江津良産が雄性配偶体568μm

カジメ・クロメ配偶体に及ぼす水温の影響

配偶体の生長と温度の関係

配偶体の生長は，今回実験したすべての温度範囲で

認められた。培養21日目までの体長は，雌雄配偶体と

もにいずれの地域に生育するものも最適温度までは温

度上昇に伴い増大したが それ以上では逆に減少した

(Fig. 3)。最も生長の良かった温度区は，カジメが加

太産では雄雌配偶体ともに25t (平均体長416μm)，
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Fig. 2. Seasonal changes in water temperature from July 2005 to June 2006 in Wakayama Prefecture. Data企om

8 March to 18 May 2006 at Miwasaki was lost by the loss ofTidbiT. 
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遅いものでは18日目(野島産カジメの18，25"Cおよび

目津崎産と江津良産クロメの25"C)に確認された。ま

た，芽胞体の形成率も産地によって異なり，野島産カ

ジメでは他の地域でほぼ100%に達した培養18日目に

おいても最大40%であった。培養18日目で芽胞体形成

率の高かった温度区は， カジメが加太産で14~20"C (形

成率70~90%) ， 野島産で20~22"C ( 同30~40%) ， 三

輪崎産で14~25"C (同85~ 100%) であり ， クロメは

比井崎産で14~25"C (同90~100%) ， 目津崎産で14~

18"C (同 90~ 100%) ，江津良産で14~20"C (同 65~

95%)であった (Fig.5)。

田中 ・四ツ倉・ 木村・能登谷

と雌性配偶体695μmで、あった。一方， 14"Cと28"C下

では，いずれの地域の配偶体も生長が遅く ，特に28"C

では塊状に細胞増殖する異常発生体が多く観察された

(Fig.4-A)。
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配偶体の成熟と温度の関係

今回の実験では，いずれの地域に生育するものも 14

~25"Cの範囲で雌雄配偶体上に生卵器並びに造精器の

形成が認められ，芽胞体の発生が確認された。しかし，

芽胞体の発生に要する日数は，産地や温度によ って異

なり，早いものでは 6日目(加太産カジメの14"C)， 

B A 

lmm 100μm 

Fig. 4. Gametophyte and young sporophyte grew to an unusua! form. A; gametophytes of E. cava from Miwasaki 

cu!tivated at 28"C for 6 days. B; young sporophytes of E. kurome from Ezura cu!tivated at 25t for 24 days. 
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示した温度区は，カ ジメ が加太産と野島産で18'C (平

均葉長3581.3μmと2482.4μ m)，三輪崎産では22'C

(同3427.9μm)であり ， クロメが比井崎産で25'C

(同3403.1μm)， 目津崎産と江津良産では20'C (同

2836.4μmと3125.9μm)であった。一方，最も生長

が悪かった温度区は， 形態異常の見られた温度区を除

くといずれの産地のものも 14'Cであった。

一方，Fig.7に示す通り ，培養30日目で葉幅が最大

カジメ ・クロメ配偶体に及ぼす水温の影響

胞子体の生長と温度の関係

発芽した胞子体は，測定値に多少のばらつきが見ら

れるが，14-25'Cの範囲で生長が認められた。しかし，

22'Cと25'Cで発生した目津崎産ク ロメ，および25'Cで

発生した江津良産ク ロメは ほとんどの個体で葉状部

が不規則な波状と なる形態異常を示 し， 生長は鈍かっ

た (Fig.4-B)。

Fig.6に示す通り，培養30日目で葉長が最大生長を
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生長を示した温度区は，カジメがすべての地域で14t

であ り，平均葉幅は加太産が1787.0μm，野島産が

857.4μm，三輪崎産が1155.8μmであった。クロメは

それぞれ，江津良産が14t (平均葉幅1343.9μm)，

比井崎産が25t (同3427.9μm)，目津崎産が20t (同

3427.9μm)であり，比井崎産と目津崎産のものも

14tが2番目に良好な生長を示した。

考 察

カジメ属の配偶体の生長や成熟に及ぼす温度の影響

については，千葉県勝浦で採取されたカジメについて

20~25t で生長が早く ， 成熟は20t 以下で誘導される

ことが報告されている (太田 1988)。また，宮崎県都

農町で採取されたクロメについて25tで最も早く生長

し ， 成熟の上限温度は20~25t の間にあると報告され

ている(成原 1987)。今回 和歌山県沿岸 6地点で採

取したカジメやクロメの配偶体についても，生長はい

ずれの地域も 22~25t で最も良く，これらの報告と一

致していた。しかし，その成熟の温度特性は地域間で

大きく異なっており ，18~20t 以下で芽胞体形成率の

高い地域(加太産カ ジメ，目津崎産および江津良産ク

ロメ ) と 20~22t で形成率の高い地域 (野島産カジメ ) ， 

お よ び14~25t の広い範囲で形成率の高い地域 (比

井崎産ク ロメ，三輪崎産カジメ )の3つに分かれた。

このように同種でも地域によって成熟温度が異なる現

象は，E. radiata (Novaczek 1984)やアラメ Eisenia

bicyclis (倉島 2003)で知られており ，アラメでは子

嚢斑が多く形成される10月の各地の水温と配偶体の成

熟適温がほぼ合致することが報告されている。和歌山

県沿岸のカジメやクロメについても，概ね10月頃に多

くの地域で子嚢斑が観察されるが (木村 ・藤井 1987;

筒井 ・大野 1992;山内ら 2000)，今回調査した 6地点

の秋季の水温と配偶体の成熟適温が合致する時期は，

カジメが加太で11月中旬，野島で10月下旬， 三輪崎で

9月中旬，クロメが比井崎で10月中旬， 目津崎で12月

中旬，江津良で12月上旬であり ，両種ともに各地点間

で最大2ヶ月程度の差が認められた。このことから，

カジメやク ロメの配偶体で見られる成熟適温の違い

は， アラメで報告されている ような生育場所の水温差

によるものではなく， 地域集団ごとの温度特性の違い

であると推測される。

一方，幼胞子体の生長適温についても，地域によ っ

て違いが認められ，20t以下で芽胞体形成率の高い目

津崎産や江津良産のク ロメは， 22tや 25tの高水温

下で形態異常を呈 し生長の鈍い個体が多く観察された

が，25tでも高い形成率を示す三輪崎産カジメや比井

崎産クロメは， 高水温下でも良好な生長を示した。ま

た，胞子体の形態は，いずれの地域のものでも 14t

培養で葉長に比べ葉幅の生長が良く葉形が丸形を呈し

たのに対し (Fig.8-A) ， 18t以上では葉幅に比べ葉

長の生長が良く葉形が細長形となった (Fig.8-B)。

コンブ目植物の形態と培養温度の関係については，

これま でマコンブ，リシリコ ンブ，オニコンブ，ホ

ソメコンブ，ナガコンブについて調べられており，

いずれの幼胞子体も高い温度で幅広で丸形に，低い温

度では細長形になり ，今回のカジメやク ロメの形態形

成と逆ではあるが，培養温度が生長速度のみならず葉

形にも大きく影響することが報告されている (岡田ら

1985)。このことから，胞子体発芽時の温度は広くコ

ンブ目植物にと って形態に影響を及ぼす重要な要因に

なっていると推察される。

今回の実験では，和歌山県沿岸に生育するカジメ

やクロメの配偶体の成熟適温や胞子体の生長適温が，

単一種内であっても地域間で大きく異なり，種の違い

を反映していないことが明らかとなった。このことか

ら，藻場造成でカ ジメやク ロメを移植する場合，同種

であってもこれらの温度特性が類似する産地のものを

選択する必要があると考えられる。 また，両種の胞子

体は生育水温に よって葉状部の形態に大きな影響を与

えることから，その形態は温度によ って変化しやすい

不安定な形質であると考えられる。

Fig. 8. Young sporophyte of E. cava from Miwasaki cu!tivated at 14t (A) and 25 t (B) for 24 days. 
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要約

和歌山県沿岸 6箇所に生育するカジメとクロメに

ついて，配偶体の生長や成熟および胞子体の初期生長

に及ぼす温度の影響を調べた。その結果， 両種の配偶

体の生長は種聞や産地に関係なく，最適温度22~25t

まで、は高水温ほど早く生長し 28tでは異常形態、を示

すものが多く観察された。配偶体の成熟は産地によ っ

て温度特性が大きく異なり ，20t以下で芽胞体形成率

の高い地域と 20~22t で形成率の高い地域，および14

~25t の広い範囲で形成率の高い地域の 3 つに分かれ

た。また，胞子体の生長適温も産地によ って異なり，

いずれの産地とも 14t下では葉長に比べ葉幅が発達し

た丸形を呈すのに対し， 18t以上では葉幅の狭い細長

形となった。これらのことから，和歌山県沿岸に生育

するカジメやクロメの配偶体の成熟適温や胞子体の生

長適温は単一種内であって も地域間で大きく異なり，

胞子体発芽時の温度は葉状部の形態にも影響を及ぼす

ものと推測される。
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