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アサクサノリの糸肢体の車胞子放出について※

(2）放出の 日 週 期

黒木宗街・平野和夫

ON THE LIBERATION OF MONOSPORES FROM THE FILAMENTOUS 

THALLUS (COVCHθつELIS-STAGE)OF PθRPf!.YRA TENERA KJELL¥1. 

(2) THE DAILY PERIODICITY OF THE LIBERATION 

By 

恥fonenaoKUROGI and Kazuo HIRANO 

Kurogi (1953), one of the present writers, reported on the period of the liber仕

tion of monospores from Conchocelis-thalli of Poゅhyratenera Kjellm. under the 

same title. In this paper the writers examined the daily periodicity of the liberation. 

Experiment 1 

As the material, Conchocelzトthalliof P. tenera (long iY1うe), which had been 

cultured in the oyster shell in the laboratory from December 9, 1952, were used. 

The thalli in two shells (No. l and No. 2) were examined. The shells had a number 

of Conchocelis『 thalliand were coloured dark violet by the thalli. The examination 

was carried out on October 26 to 29, 1953, when the liberation of monospores was 

active. The shells were hung in a glass vessel (9. 5 cm high and 4. 8 cm diam.) on 

the bottom of which a glass plate (3. 8× 2.7cm〕 wasplaced, and the number of 

monospores liberated on it was counted. The results are shown in Table 1. 

The liberation became active after sunrise, and the majority of th~ manοspores 

was discharged in the morning. The number of monospores liberated during 7 to 13 

O’clock was more than 90 percent of the total number 6f monospores liberated during 

a day. During the afternoon the number decreased and in the night it became verγ 

few. 

Experiment 2 

Supposing a close relation between the light and the liberation of monospores 

from the above experiment, the daily periodicity was examined after having kept the 

Conchoceliトthalliin a dark room from 9 to 13 o’clock. As the material two kinds of 

concocelzトthalliof P. tenera (long tyρL cultured in oyster shells in the laborβtory 

were used. One of the two (No. 3) had been cultured from December 9, 1952, the 
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other (No. 4〕fromMarch 7, 1953. The examination was carried out on November ・9 

to 11, 1953-by仕iesame method as in Eゆeriml!nt1. The results are shown in Table 2. 

On the first day the number of liberated monospores was not counted in detail. 

On the second day it showed the same periodicity as in Experiment 1. On the third 

day it exceedingly increased after 13 o’clock when the Conchocelis「 thalliwere remov-

「 edto a light room. 

裳に黒木（1953）は室内培莞のアサクサノリの糸扶休 （Conch?celis体j左用いて、その車胞子

の放出量 ・放出期を報告した。その後筆者等は寧胞子の放出は 1日の中でどの様友嬰イ七をするか

即ち放出の日費化について調べたので報告する。

責験 1.

Table 1. Daily change in the number of liberated monosp::ires (showing the total number 
i口 50fields of the microscope with lO×10 magnifkation every time）・

material 

timP 
No.1 No.2 
date 

luct. 26-271ふ28
date 

Oct. 26-27 I 27-28 I 28-29 I 29 I 28-29 I 29 

5 -7 46.2 123 220 887 241 116 

7 -9 6,060 (6,704〕 2,711 く17,856) (15,056〕 2,838 

9-11 1,993 4,436 2,811 (13,072) (13,280) 6,557 

11-13 1,187 1,060 1,228 (6,240〕 (3,554〕 1,413 

13-15 213 2i3 598 730 1,440 1,569 

15 17 142 30 145 331 676 466 

17-19 31 6J 74 473 339 170 

27 229 

21-23 19-24 29 19 30 155 128 43 

23-1 25 145 

6 6 22 76 49 25 

3-5 4 6.~ 

Note・: nllmerals within( ) indicate the calculated number from that obtained by the microscope 
with 10×40 magnification. 

Jl'験にJDいた材料は室内培接のナカやパ型のアサクサノι リの Conchocelis休で、 1952年 12月 9

日、よ長胞子付したカキ殻 2つのものによって賀験した。 ζのカキ殻の大さは 1つ CNo.l）は長侮

5×短仰4.5×厚さ0.2～0.3cmで、他 （No.2）は長格5.5×短保 4×厚さ0.1～0.3cmであっ

た。 共に附着させたよ長胞子は多数で、 Conchocelis体 ば 3搾？に繁茂し、カキ殻の商はために一様に

暗紫色を呈していた。

if験は単胞子放出の雄1切であ った 1953年10月26日13時から29日13f時まで3日間、 2時間毎

の放出量を調べ（但し27日19時から 28日5時までと、28日19時から .29日5時までの夜間は 5

時間毎とした入 1日の各時刻の放出金乞比較した。

放ll:I量制定の方法は管瓶（直純4.8cm，高サ 9.5Cm）の応にガラース，仮 （3.8×2.7cm）をゐき
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上から上記。カキ殻を一定時間吊し、 1日後にガラ ス板上に沈下した箪胞子を数えた。測定はが

ラス板上に 10×10及び10×40の倍率の願微鏡で夫々 50ffi見野をどとって行った（10×10で 1視野

の直俸は 1.OOmm, 10×40で 0.25mm）。賀験期間中の日出・日浅は女の通りである。

結果は Table1に示される様に、呆胞子のTime of sunrise and sunset during 
the experiment 

date sunrise sunset 

1953.10.26 5. 56 16.45 

27 5.57 16.44 

28 5.58 16.43 

29 5. 59 16.42 

放出は夜明と共に盛になり、午前中に 1日の放

出量の大字をと放出し、以後減少して夜間の放出

は極めて少くなる。今'2:1日5時から 28日5時

までの 1日の締放出量と各時聞の放出量をと比較

して見ると、 7～9時には組放出量の 40～60%,

9～11時には 18～38%,11～13時には 9～20%

を放出し、 7～13時の聞に 90%以上を放出しているととになる。

責験 2.

賀験1の結果から単胞子の放出が日Ill即ち！明るくなるととによって刺激されるととをど想像し、

1953年11月9日から 11日まで9～13時の間、 Conchocelis休を暗所に沿いて放出量の愛佑を調

べた。用いた材料は室内培養のナガパ型のアサクサノ リの Conchocelis休で、 1952年12月9日

及び、1953&.i:; 3月7日来胞子付したカキ殻2つをと使用した。 前者（No.3）のカキ殻は長街 5×短

筏 3×厚サ 0.1～0.2cmで、後者 （No.4）は長仰6×短但3.5×厚サ 0.4～lcmであった。 方法

は貰験1と同様で、ある。 I主験期間中の日／:I：＼・日淡は次の通りである。

…
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I able 2. Daily change in the number of liberated 
monospores, when the Cone加celis-thalli
were kept in a dark room from 9 to 13 
o’clock(showing the total number in 50 
fields of the micros::ope with 10×10 
magnification every time). 

material 
No.3 No.4 
date 

Nov.10-111 11 Nov.10-11: 11 

5-7 23 62 

7-9 508 693 

9-11 2,003 1,203 5,228 4,335 

11-13 542 922 1,886 2,320 

1sl1s 205 2,590 1,113 9,155 

lS"-17 80 723 

17-5 206 697 

結果はTable2に見られる通りである。

1日目は各時聞の測定は行わ主主かったが、 2

日目は前記の貰験と同様な傾向の放出を示

した。3日自には庭理後‘ 即ち暗所から明

所に出した 13～15時の間に'!fl.胞子放II：＼の

念増が見られた。

最後に本報告の校閲をいただいた北海道大泉教授山間幸男先生及び、賀験に劃して御激励をいた

だいた常研究所谷間専治博士にた躍を申し上げる。
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追記

との報告の印刷に先立ち、草胞子放出の日週J明に闘しで賀l験1と同様な賞験結果を山崎1),

須藤 ・丸山・梅林幻が報告したので附記する。
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