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東北水研研究報告

第10号

Nov. 1957 

ワカメの生態及び養殖に関する研究※

黒木宗 向・秋山和 夫*

STUDIES OF ECOLOGY AND CULTURE OF UNDARIA 

PINNATIFIDA (SUR.) HARIOT 

By 

Munenao KUROGI and Kazuo AKIYAMA 

Undaria Jうinnatifida，a species of Laminariales， is widely distributed in Japan and 

it is uti1ized for food. 

Observation in the field 

In Matsushima Bay， south of the Oshika Peninsula， north-eastern Honshu， the plants 

grow in the lowest Iittoral to subIittoraI regions of 2-4 m in depth. They are visible 

to the naked eye in ear1y November， grow to about 30 cm in height in ear1y D配 ember，

to 100-150 cm in Iate January to ear1y February， and attain 200-300 cm in Apri1 to May. 

Then they disappear in Iate July to the middle of August. The plants Iiving in shallow 

water disappear earlier than those of deep water_ 

Their sporophylls begin to be formed in late December as an ear-like lateral 

growth of the stipe. They fully grow and Iiberate zoospores in April (or March) to the 

end of the season_ 

In the region north of the Oshika Peninsula， where the water temperature is less 

higher in summer and less lower in winter compared with Matsushima Bay， the plants 

survive later and they are lost to sight in late August. Sοmetimes they are seen in 

deeper water in September and rarely in October. 

Culture of zoospores 

As reported by Kanda (1935， '36)， Iiberated zoospores attach to the substratum 

and become spherical after their active movement for several minutes to one hour. 

Then they issue a germination tube and form an embryonic cell at its apex. The cells 

successively divide and develop intοa scarcely branched filamentous male or female 

gametophyte. Male gametophytes are generally slender， more branched and greater in 

number of cells than female ones. 

In the culture of Apri1 16， 1952， the gametophytes were distinguished as male or 

female after nine days， formed antheridia or oogonia and produced sporophytes on the 
female gametophytes after 20 days. The sporophytes reached a length of 500-600μ 

or occasionally 1.5 mm after about one month. 

The required number of days for maturation of the gametophytes di妊eredaccording 
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to the cultures. In another culture (May 15， 1952) it was 48 days， in the third (May 

29) 30 days and in the fourth (June 23) 23 days. This seemed to be due to the 

di妊erencesof the enviromental factors， such as water temperature， specific gravity， 

light， nutrient， etc.. 

In the other culture (August 1， 1951) unmotile cells， which are perhaps unmatured 

zoospores， were abundantly liberated from the zoosporangia together with a small 

number of motile cells (zoospores). The plant used for the experiment had liberated 

zoospor邸 twodays ago and was dried for one night before the experiment. Only a 

few of the settled cells on a slide glass issued a germination tube in the usual manner 

and most of them showed no development for a long time except for enlarging in 

their diameter (10-15μ). In late August the spherical cells began to slowly divide 

without issuing a germination tube and subsequently developed into gametophytes as 

usual germlings (Fig. 2). On the other hand， the germlings with a tube did not well 

develop until late August， this seemed to be due to the high temperature of 26-310C 

in August. 

In this culture， of which the culture medium had not been changed throughout， 

the gametophytes grew unusually large and much branched， but did not become mature. 

This condition continued until June 29 of the next year， although some materials 

became mature by the change of the culture medium with nutrient one or by sus-

pending in the sea. (Fig. 3). 

On June 29， the culture medium of the unmatured gametophytes， which had Cl 

28.30J{o and no trace of N or P， changed with the filtered sea water without N and P， 

and with the sam(water to which was added KN03 0.1 g and Na2HP04 0.02 g per liter. 

In the last nutrient culture the gametophytes formed antheridia or oogonia after seven 

days， and produced sporophytes on the female gametophytes after 11 days. But in the 

first unchanged culture and in the second poor nutrient culture the gametophytes did 

not become mature and formed no sporophytes. 

Culture of sporophytes in the sea 

To observe the growth of sporophytes of Undariaρinnatがda，gametophytes with 
young sporophytes on“Amilan" threads or oyster shells were cultured in the sea at 

Onagawa Bay north of the Oshika Peninsula. 

The gametophytes were obtained from zoospores in the laboratory in April to June 

in 1952， of which sporophytes were about 1-5 mm high when they were hung in the 

sea. 

The gametophytes were fastend to a rope (2-5 m long， 2 cm thick) together with 

their substrata， then they were hung from a raft. The hanging was carried out every 

month from June in 1952 to April in 1953 except July and October. Additionally in 

June and August zoospores were hung as soon aち theyfixed on the substrata. 

The observation of the hanging materials was made every month from July to 

September of the next year except October. A great number of sporophytes were 

produced from each hanging gametophytes， and fully grew and become mature respec-
tively. But in the suspended materials of June， only a few sporophytes developed due 

to the covering of the rope with 1¥⑪tilus edulis， compound ascidia and other organisms. 
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The prbcesses of growth and maturation of sporophytes of each hang are shown in 

Fig. 5 and Table 3 in which August 12 a represents an individual which made the 

eariest development， O the other， and c the sporophytes derived from the zoospores 

which were hung soon after becoming fixed on the substrata. 

Soon after hanging in each month， except June， August a， September and April， 

most of the large young sporophytes appeared to fall off， and after one to one and a 

half months the sporophytes showed a size nearly equal to that when they had been 

hung. As to the early growth of the suspended sporophytes， it was presumed that， 

judging from the materials of June， August a and c， September and April and from 
the culture in the laboratory， sporophytes in a good condition have a length of about 

1 mm one month after the liberation of Z003pors， about 2 cm after two months and 

about 7-8 cm after three months. 

Sporophytes of the suspensions of August and September had the largest length 

of 2 m or more， and those of the other trials showed a less length as the experiment 

was late in the season. Suspended sporophytes of June had the smallest size， and one 
of those of August (a) did not grow so large as the ones of August. Sporophytes 

appeared to cease to grow when attaining maturity. 

The season of their full growth was March to April in the trials of August and 

September， and it was gradually prolonged as the hanging was late in season. 

Then sporophytes stopped to grow and were gradually shortened due to dying of 

their apical parts. At last there remained the mid-ribs of the leafy parts and sporo・

phylls at the basal parts of the plants. These basal parts also fell 0妊 inJune to 

September in all of the suspension trials. 

New sporophytes were continuously produced for a long time in each hang. In 

the ones of August and September there were seen young sterile sporophytes of 10-50 

cm in height in May， and in the trials of November to April there were those of 

5-30 cm in June to July_ 

Judging from the result of the hang of June， it is presumed that in the late season 

of Undariaρinnatがdαtheremay be some plants derived from the zoospores which 

are liberated in its early season of maturation (March to April) ， besides those from 

the zoospores in the preceeding year. 

As to the maturation， sporophytes of earlier hangs matured earlier， but those of 

February to April matured in nearly the same season (Table 3). Sporophytes of the 

later suspensions， especially in that of .June， required a less number of days for matu-

ration_ 

Sporophylls began to be formed in a certain size of plant as an ear-like outgrowth 

of the stipe. The size differed according to the season of hanging. In those of August 

and September and of February to April， sporophylls began to develop in the size of 

more than 30-50 cm of plant， and in the ones of November and December they started 

to be formed in the size of more than 60-70 cm. In the hang of June they were 

formed in the height of 15 cm， altough they were smal1. On the other hand， in the 

season of March to Apri1 there were seen sterile plants of 80-120 cm in height， but in 

July there were matured plants of 40-60 cm in height. 
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There were various shapes of sporophylls arnong each hang. This happened 

regardless of the di妊erenceof rnother plants frorn which cultured zoospores were 

obtained. Four types of sporophylls， broad type， long type， distant type and srnall type， 

were artificially distinguished， although there was not clearly. Broad type had a large 

diarneter of 20 crn or rnore and it generally appeared in Decernber to March in the 

hangs of August and Septernber. Long type had a length of 30 crn or rnore and a 

srnall diarneter of 5-10 crn， it rnostly appeared in February to May in the trials of 

August， Septernber and Novernber. The two types seern to belong to fか'PicaYendo. 

Distant type belongs to J. distans Miyabe et Okarnura which has sporophylls distant 

frorn the leafy part of the plants. 1t was not so large in size and generally appeared 

in April to June in the experirnents of Novernber， Decernber， January and February. 

Srnall type had a srnall size and a less fold， and it appeared in June to August in the 

hangs of February， March， April and June. The type seerns to belong to f tYPica or 
f narutuensis Yendo. 

There are three rnethods for the cultivation of Undaria Pin仰 t併da: 1) a naked 

rope with neither zoospores nor garnetophytes is hung frorn a raft， 2) a rope， on 

which a certain nurnber of sporophylls are put， is suspended frorn a raft， 3) a rope， 

on which threads or shells with fixed zoospores or garnetophytes are put， is lowered 

frorn a raft. Fixed zoospores are obtained on land (in the laboratory)， and garne-

tophytes are cultured on land or in sea until they are strung frorn a raft. 

The season of the hanging， frorn the above rnentioned results， seerns to be best 

done in August to October in such a sea as Onagawa Bay where the water ternperature 

of that period was 22-170C in each ten days average. August is the last season of 

Undariaρinnati刃向.
On the other hand， in Matsushirna Bay and in sirnilar areas， the profitable season 

for suspension seerns to be late Septernber to October， iudging frorn the change of 

water ternperature there and others. The last season of Undariaρinnatijida is late 

July to the rniddle of August. In such a sea the third rnethod of cultivation seerns 

best. 

緒 量
回

ワカメは我国ではアマノリ・テングサ・コンブ・アオノリと共に重要な水産植物の一つになっ

ている 。 北は北海道から南は鹿児島 まで広〈分布しているが、特に三陸沿岸に多く 、 全国の3~5

割をこの地方から産出している(第 1表)。

このワカメについては之までに多くの研究報告がある。即ち岡村 (1901， '36)、宮部 (1902)

遠藤 (1911)は発生・生態或は噌殖についても触れているが、主として分類学的研究を行い、神

田 (1935，'36)は瀞走子の発生 ・配偶子体の形成・胞子体の形成を明らかにしてドる。生態・増

殖の研究としては木下・渋谷 (1944)、木下 (1947)は瀧走子の発生適温を調べ、須藤 (1948，'52) 

はワカ メの成熟の状態及び滋走子の放出・運動・着生について詳 しい報告を行い、最近斎藤 (1956

a， b)は配偶子体・胞子体の発生と水温・比重 ・光線等の環境との関係を調べている。 また木
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第1表 我国の乾ワカメの府県別生産量 (10万賞以上の生産県を示す)(単位 :千貫〉

Table 1. Production of dried “Wakame" (Undaria) in ]apan by prefecture (unit : 1.000kan) 
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(段林省経済局統計調査部 1955， '56) 

下 ・柴田(1934)、木下 ・石架 (1940a， b)、木下 (1947)、川名 (1937)はワカメ の豊凶と水温等

の環境との関係を論じ、木下 (1944，'47)は成 実葉を純に挟んで滋走子付する垂下養殖を研究し、

更に木下 ・渋谷 ・広部(1950)はワカメの再生現象を調べ、之をワカメ養殖の際に利用すること

を報告 している。増殖に関してはその他各府県の試験報告も多数ある。

この様に多数の研究があるが、ワカ メの性状についてよく検討 し、また之が増殖 ・養殖につい

て考-えて見ると、なお多く の不明の点が残されている様である。筆者は1951年から1953年にかけ

て松島湾 ・女川湾に於いてワカメの研究に従事 し、特に天然に於ける ワカメの発生 ・生長 ・消失

に関しての観察 ・実験を行った。 観察 ・実験の不備その外なお検討すべき点もあり、 この研究

は更に続行すべきものであるが、こ、 にその結果を報告する。なおこの研究の一部は1953年の日

本水産学会大会(東京)で報告したものである。

この報告に先だちワカ メの培養(養殖)実験に際して、東北大学女川水産実験所の使用及び水

温 ・比重の観測資料の使用を許された同所長今井丈夫教授及び実験に種々の便宜をいたぜいた同

所酒井誠ー氏その他の方々に厚くお礼申し上げる。また本研究に色々助言をいたぜいた東海区水

産研究所須藤俊造博士、御激励をいたぜいた当研究所谷回専治博士に厚くお礼申し上げる。

東北沿岸に於けるワカメの生育状態

1951年から '53年にかけて行った松島湾に於ける野外観察について先に述べる。 松島湾ではワ

カメは外海に面する所に、また湾内にも多数生育している。湾内では海底のカキ殻等に附着し、

外海に面した所では低潮線前後及びそれ以下の岩 ・石等に附着している。 共にその生育深度は

2~4m 位ま でが大部分のよう であ る。

ワカメの出現期については1952年11月 18 日 に代ケ崎で、 低潮線附近に高さ1O~15cm あ り 、 葉

状部に裂片の形成され始めているのを採集したのが初めてであるが、11月初旬には既に肉眼で認

められる位の大きさに生長 しているものと考え られる。

その後の生長状態は 12月上旬に約 30cm、 12 月下旬に約 60cm、 1 月 下旬~ 2 月上旬に 100~

150cm或はそれ以上になる。 そして 4 ・ 5 月には 2~3m の大きさ に生長する。 なお 2・3月に

なるとワカメが黄ばんで槌色するのが見られる。

成熟に関して、 成実葉は12月下旬から 1月上旬にかけて茎部に膨みを生じ形成され始め、3月
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上旬には可なりの大きさに達する。活字定子が盛んに放出されるのは4月上・中旬からのようであ

る。

なおワカメの芽は11月以降続いて出現し、 5月下旬になお成実葉の形成のないものが存するが、

6月下旬になると成実葉の形成のないものは見られなくなる。初期に出現するワカメは一般に大

きく生長 し、幅の広い成実葉を有するが、之等は6月下旬には少くなる。後期に出現するものは

あまり大きくならず、幅の狭いそ して比較的に長い成実葉をもっている。またワカメの生育末期

には 30cm以下の小さいものでも成実葉を形成し瀞走子を放出する。

ワカメの消失期はその生育場所で差があり、低潮線前後で早<7 月下旬~8 月上旬に流失する

様であるが、深い所では 8月中旬頃にもいくらかは残っているものがある。なお調査期間中の;松

島湾の水温・比重を第1図に示した。
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第 1図松島湾桂島の水温・比重の旬平均とその変異

Fig. 1. Water temperature and specific gravity in each ten days at Katsurazima in 
Matsushima Bay (observed at 6.30 a.m. and 5.30 p.m.) 

次に松島湾以外の東北の沿岸、特に牡鹿半島以北の所調三陸沿岸のワカメについてのべると、

十分調査は していないが、松島湾よりおそくまで生育しているようである。牡鹿半島の鮎川・金

華山附近では8月上旬にもなお多数のワカメが存し、ワカメ採りを行っているが、 8月下旬には

殆ど流失してしまうようである。 しかし業者の話によると探所ではなお 9月にもワカメが存し、
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時には10月になっても見られることがある由である。 また岩手県越喜来湾で、は 7 月中旬~8 月上

旬に海に縄を入れて、多数のワカメを附着させて養殖している。更に筆者は宮城県北上村相川で

1956年10月初めに建込んだノリ鎮の施設縄にワカメの附着しているものを1957年2月に観察した。

之等の所も大体鮎川 ・金華山附近同様の生育期を示しているものと思われる(第6図参照)。

瀞走子培養

1951年から '52年にかけて数回行った培養実験の中、順調な発芽・成長を行ったもの(実験1)，

異状な発芽を行ったもの(笑験 2)及び栄養塩添加と配偶子体の成熟についての実験についての

ベる。

瀞走子付に使用した母誌は松島湾で採集、培養実験は塩釜の当研究所で行った。培養に際して

培養器は300~1，000cc容のガラス製培養

器弘基質はスライドグラス ・アミラン

糸 ・カキ殻を使用した。培養液は天然海

水を櫨過し之に海水 1L ~こ対し 、 KN03

0.1 g， Na2HP04 0.02 gを力日えたものを

用い、5日毎に換水した。

培養実験期間中の室温は第2表の通り

である。

実験 1

1952年4月16目、砂尻にて母藻採集、

蔭乾して翌17日に跡走子を放出させ、そ

の濃厚瀞走子液を 1/1，000乃至 1/10，000

に稀釈して瀧走子付を行った。

放出した瀞走子は数分乃至1時間位の

後に基質に附着して運動を止め、直径 6

~ 7 μ の球状体になる。 以後の発芽 ・ 成

長の経過は次の女1:1くである。

1 日後球状体(原胞子)は太さ 2~3μ，

長さ25μ 位までの発芽管を出す。

2日後原胞子の内容は発芽管に移行し

始め、発芽管の先端が膨らんでく

る。発芽管は45μ佼までの長さを

第 2表 培養実験中の室温

Table 2. Temperature in the laboratory during 
the experiments. 

max. 1 mean 11 min. 1 mean 

1952 Apr. 1~10 16 16.0 7 7.0 
11~20 20 14.9 9 10.6 
21~30 20 17.5 8 9.4 

May 1~10 21 19.9 11 11.9 
11~20 22 20.4 11 12.5 
21~31 25 22.4 14 16.8 

June 1~10 24 21.5 15 16.7 
11~20 25.5 23.6 18 19.1 
21~30 26.5 21.9 19 20.3 

July 1~10 30 26.2 20 21. 7 
11~20 27 25.4 21.5 22.2 
21~31 33 29.3 23 24.4 

Aug. 1~10 32 28.8 23.5 24.0 
11~20 33 29.0 23 23.8 
21~31 34 30.1 22 23.6 

Sept. 1~10 29 27.0 22 23.2 
11~20 27 24.1 19 20.9 
21~30 24 22.8 17.5 18.8 

Oct. 1~10 21.3 16 17.7 
11~20 22 19.9 14 16.3 
21~31 19 16.7 9 12.7 

Nov. 1~10 16 14.9 9 . 11.2 
11~20 14.3 6.5 9.5 
21~30 16 13.9 8 9.1 

Dec. 1~10 15 13.1 5 6.1 
11~20 16 12.9 4 5.6 
21~31 13 10.9 3 3.6 

The temperature was measured by a maximum 
and minimum thermometer 
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有する。原胞子の内容の全く空になったものも見られる。

4日後 原胞子の内容はすべて発芽管の先端部に移行し、隔壁が形成される。先端部の太さは5

~7.5μ となる。

9日後 発芽体の先端細胞が分裂して 2~4個細胞になり、中には枝分れもして太さ 5~7.5μ の

細いものと、 1~2 個細胞で太さ 8.5~12.5μ の太いものとが区別出来る。前者は雄性配偶

子体に、後者は雌性配偶子体になるものと思われる。

19 ・ 20 日後雄性配偶子体は長さ 150~200μ 位まで、 2 ・ 3 個乃至 4 ・ 5 佃の校を有し、細胞数を

増し、その太さは 6~9μ となる。長さ 6~8μ，幅 3~5μ の蔵精器の形成が認められ、

精虫を放出して空になっているものも見られる。雌性配偶子体は長さ 100~150μ 時に200μ

位までとなり、 2 ・ 3 の枝を有するものもあるが、細胞数は雄性体より少い。太さは 10~

15μ あり、 長 さ 100μ 位まで，隔 15~20μ の蔵卵器を形成し、既に受精を終って胞子体を

形成しているものもある。

29日後 多数の胞子体を生じ、胞子体は 500~600μ 時に 1.5mm に生長 した。

実験 2

1951年 7月30日業者が鰐ケ淵水道で

母謀採集、採集後容器に入れた海水に

浸潰し、翌日海水からあげて研究室に

もって来たものを材料として月jいた。

この成実葉上には多数の挽走子の発芽

体が附着しているのが見られた。この

発芽体を洗い落して瀞走子の放出を試

みたが、放出は殆と、なかった。この成

実葉を再び蔭乾して翌日 (8月 1日)

瀞走子の放出を試みた。多数の放出を

見たが、鞭毛をもって運動しているも

のは極めて少く大部分は不動の細胞で

あった。

@ 

8 
0 
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B 

、与、
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第2図 ワカメの滋走子の異状発穿〔実験2)

Fig. 2. Abnormal development of zoospores of Undaria 
ρinnatifida (Harv.) Sur. (Experiment 2)， 

A 26 days old (Aug. 27， 1951)， 
B 33 days old (Sept. 3)， 
C 57 days old (Sept. 27) x ca 270 

放出した之等の細胞はその一部だけが実験 1と同様に発芽管を出して発芽し、大多数は長い間

その直径を増して膨大したが発芽管を出さないでいた。発芽管を出 したものもまた生長は殆ど認

められず、その多くは先端細胞を膨大したま、で、あった。そ して放出後26日目(8月27日)には

(1) 発芽管を出して発芽したものの先端細胞が分裂せずに10~15μ に膨大しているもの或は 2 ・ 3

個細胞になっているものと、 (2) 未発芽のま、 10~15μ に膨大した球形のもの或は之が唖鈴状或
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は瓢箪形になっているものが見られた (第21支1A)。

この実験では培養水には栄養取を)JIIえずま た之までの間及び以後もJ:;¥:11*は交換せずに観察し

たが、その後 (1)の発芥体は|徐々に生長 し、 また (2)の膨大車11111包は発立一管を出すこ となく 、(1)

の発芽符を出して発非したも のの先端細胞と 同様な働をなして配{尚子体を形成して行った。即ち

9月 27 日 (57 日後)に 5 ・ 6 制以トJI~í:に 15'flì;I*1I 1 11包か らなるものが見られ、 JHng縦の区別も 出来るよう

になった (第 2 1ヌIC)。 以後~に生長 して行ったのであるが、 こ のli討をでは発~.:{ì'r を 111 したも のも

111 さなかったも の も ~I・市に{ql長 し、 また分以するのみで12月 13 日 に前る も雌紙生殖部符は形成 さ

れずこの状態は翌年6月29日に於いても同様であった (第31ilA)。

実験 3

実験 2に於ける未熟の配1Pl子体の一郎を栄養塩を)JIIえた培養*で'1{'，:養 し、或はi1li:に屯下して培

養すると間もな く雌雌の生殖器符を形成し、11包子体も形成されたが、これらの実験の一つについ

てのべる。

A B 

第 3図 異常に生長したワカメの配偶子体 C:X!.I食2)

Fig. 3. Unusually grown gamet叩 hytesof U daria仰向natifidaCHarv.) Sur. (Experiment 

2)， A u山nn刊1口肌T

medi川u叩』川I口m，134 days old (Dec. 13， 1951)， B sporophytes on a female gametophyte 

in the same culture， after removing to the nutrient mediul11. xca 65 

níi~Lの未熟の~IL{Pl子休の:1:;"':義一液 を 19521，1: 6月291/に (1)栄養分と して N，Pの布イlを殆ど認

めることの出来ないi1在地泌水、(2) (1)のI'IJf7)，1 Lに対 し栄公取として KN03 O.lg， Na2HP04 

0.02gを)JIIえたも のと換えて培養し、jiT養械を換えないま、 のものとJ七'1皮して制然した。

このII~Jニの配偶子体は ~íl年12月 131二l と 同械に生縮問符・の形成はなく 、 体の伸長 ・ 分校は同じかそ
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れ以上で、細胞は内容乏 しくいくらか膨らんだ形をしていた。またこのときの培養液は長j{;Jj問換

水しなかったために、 蒸発 して濃縮し C128.30ぷあり 、N，Pの存不「も認められなかった。

結果は (2)の栄養塩を加えた培養で、は換*-後 7EI 後に)~N.卵器・政精器の形成を見、 11 日後には

卵の排出及び胞子体の形成が認められた。一方 (1)の栄養l担を加えなかったもの及び、換水しなか

ったものでは、その後も雌雄の生殖探管 ・!出子体の形成は行われなかった。

考察

実験 1のi持走子の発芽，配偶子体の形成の経過は順調で、神間 (1935，'36)が報告している通

りであるが、この配偶子体の発達の経過即ち{III長 ・分校の程度或は僻定子の発5!二から雌雄生殖需

管の形成及び胞子体形成に至るまでの日数等は、科111:1が述べている よう に必ずしも一定 していな

い。即ち実験 1と2或は他の実験をも併せて比較して見ると、夫々異なった仲長 ・分校を示 し、

また同じ if4:養でも光線をよくうける所のものと然ら ぎるもので差が見られる。 成熟に~する日数

も実験1では約20日を要し、実験2では極めて長〈 、吏に1952年 5)'115日に行った培養では48目、

5月29日の培養では30日、6月23日のIf養では23日を要 している。

之等の配偶子体の発達の差は柿々の峨養条{{I即ち水ili[・比市・光線・栄薬分等にメ1.ヰiされてい

るものと考えられる。之に関 して突験3からはN或はPのような栄養分の有無多少が成熟と関係

することが察知される。瓶度については木下・渋谷 (1944)、木下(1947)は悦定子の発生適漏lの

あることを述べ、最近斎藤 (1956)はこの|問題を収-''.げて、配偶子休の生長・成熟と水1111・比重 ・

光線の強さ・色光との関係更に胞子休の生長と之らの劉丞|との関係を詐 しく制べた。

次に実験2に於いて放出lされたものの大部分が不動で、運動しているものは械少数であったこ

とについては、色々のjlf(囚も考・えられるが、i計定子放出笑験の前日に成突来に多数の発芽体が附

着 していてî'Ií1 々日潟水に炭1i~ した時にJ./X 出を行っていると考えられることから 、 未熟なi持走子が

蔭]1屯しておいたことによって機械的に放出さ れたためではないかと思われる。

また附着したものの多くが、 長い間発芽せず、しかも発立に際して発芽管を出さずに発達して

行ったことについては未熟な悦走子の肝H昔によるということも考えられるが、 Hil述の様な不動細

胞がと、の{il:附着したかも明らかでなく、はっきりしたことは云えない。このような異状発芽につ

いては神田 (1935)も稀に原胞子が空にならないでそのま、細胞分裂を行うことがあるとのべて

いる。何れにしてもワカメの櫛走子裂から多数の不動細胞が放出され、また多数のものが発非管

を出さないで配仙子体に発達することがあることを大¥1ることが出来た。

なお発芽に際 して発芽管を出したものも出さなかったものも 8月中の生長は殆どなく、 9月に

なって除々に生長 したが、之は 8 月の Ell:l:l の気瓶が 26~31oCの而涜lを示 していたことと関係が

あるように思われる。
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B 、

第 4図養殖ワ カ メ (1951~~ 8月 1IJ iui:走子十j"， 12月251J ム:)11(1';1こ恨の

Fig. 4. Undariaρzn叫tifida(Harv.) Sur. cultured at Onagawa， which were derived from 
zoospores liberated on AlIg. 1， 1951 and hung in the sea on Dec. 25; 

A before hangi時 inthe sea x ca 20， B Feb. 12， ] 952 x ca 1/2， 

C Apr.11 xca 1/5， D May 10 xca 1/5， E JlIne 11 xca 1/5 
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海に於ける胞子体の培養

(ワカメの養殖)

ワカメの生態即ちその出現・生長・消失或は成熟等の詳細は、天然に生育するワカメの観察だ

けでは十分に掴み難い。之を明らかにし、更にワカメの増殖・養殖に資する 目的で、室内で培養

した配偶子体を 1951~'53 年に松島湾・女川湾で海に垂下して培養し、之より生じた胞子体(ワ

カメ)の生育状態を観察した。 以下1952~'53年に女川湾に於いて行った実験についてのべる。

材料と方法

材料 1952年4月17日， 5月15日・ 29日， 6月23日に、松島湾のワカメを用いて、瀞走子付し

て得た配偶子体を材料として用いた。j持走子付に使用したワカメは何れも f.かρicaに属すると

思われるものである。配偶子体附着の基質はシュロ・アミランの剰nい加及びカキ殻である。この

配{尚子体を海に垂下するまで、 実験室で培養しておいたが、成熟・!也子体形成後は殆ど換水せず

放置 しておいた。 海?に垂下した時の配偶子体は何れも胞子体を形成しており、その大 きさは 1 ~

3mm、時に 4~5mm であった。

方法 上言己の配偶子体・胞子体の附着している統・ カキ殻をタール染した誌縄 (直徒約2cm)

に、紐は縄の全長に亘 り繕i務に沿って巻つけ、カキ殻は 15~30cm 間隔に しばり つけ、 之 を筏に

とりつけて垂下した。使用した藁縄の長さは 3m(一部のもので 2m，5m) で l 固に 1~2本を

垂下した。

垂下時期 1952年 6 月 ~'53年 4 月の問、 7 月 .10月を除いて毎月 1 回即ち 1952年 6 月 11 El， 8 

月12日， 9月27日， 11月141:1，12月16日， 1月19日， 2月19日，3月17El，4月17日合計9回に

分けて垂下した。

垂下場所垂下実験を行った所は宮城県女川湾小来地先 (東北大学女川水産実験所の所在地)

である。

なお 6月と 8月には上記の材料を垂下した外に、現地でシュロの紐・カキ殻にj持走子付したも

のを同様にして直ぐ海に垂下した。

結果

観察は10月を除いて1953年9月まで毎月 1回行った。

6月11日垂下した配偶子体及び胞子体は、ムラサキイガイ、複合ホヤその他の生物が縄に多数

着生し之に覆われて少数しか生長しなかった。8月12日以降に垂下したものでは附着生物は少く

多量の胞子体(ワカメ)が生長・繁茂した。

発生・生長 ・消失

垂下して 1 ヶ月 ~1 ヶ月 半後の状態を見ると、 6 月 11 日垂下のものが 3cm、 8 月 12 日垂下のも
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の一部(a) が 1cm、 9 月 27 日垂下のものが 7~10cm、 4 月 17日垂下のものが 3cm に生長したが、

1月19日、2月19日垂下では肉眼的胞子体は見付からず、また残り の8月12日，11月14日， 12月

16日， 3 月 17日垂下のものでは垂下l時と 11浴々同じく 4 ~ 5mm 位までの大きさであった。 即ち之

らでは垂下時に肉眼的大きさになっていた胞子体の大多数或は殆どすべてが垂下後間もなく脱落

し、 顕微鏡的大き さの胞子体或は垂下後に形成された胞子体が新しく生長して行ったものの様で

ある。 この 1 ヶ月 ~ 1 ヶ 月半後の肉|眼的大きさの胞子体は一般に紐よ り も カキ殻に多く見られ、

また9月 ・4月以外のものでは海の表層近くで多く見られた。

以後の生長について、各垂下の早く発生し早く大きくなったいくつかの胞子体を選んで観察し

た生長の経過を第5図に示した。なおこの図は生長が[1:まるまでの大きさを示したものである。

その概略をのべると次の通りである。

6月11日垂下 7月11日(1ヶ月後)に約3cm，8月12日(2ヶ月後)に約15cmに生長したが、
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第 5図 各時期に霊下したワカメの胞子体の生長経過及ひ・その生長限界に達するまでの回数

Fig. 5. Growth of the sporophyte of Undariaρinnatがda(Harv.) Sur. hung in the sea 
in various seasons， and number of days required to grow to the largest size. 
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間もなく脱落して 9月27日にはなくなっていた。

現地で瀧走子付して、すぐ垂下したものでは垂下縄に前記の如 く他の生物が密に附着し、

胞子体の発生を認めることが出来なかった。

8月12日垂下 1個体だけ水面近くで特別に早く生長したものがあった(第5図8月12日α)。

之について先にのべると、11月14日(3ヶ月後)に40cm、12月16日(4ヶ月後)に 105cm

に生長した。以後の仲長は殆どなく 、反って体の先端部から枯れて、3月17日には100cm

の大きさを示していたが、4月17日には脱落していた。

他のもの(第4図8月12日b)は11月14日(3ヶ月後)に 10cmに生長し、3・4月 (7・8

ヶ月後)に最も大きしその長さ 2mを越すようになり、 最大は290cmあった。 以後の

伸長は見られず、体の先端部から次第に枯れて 5月18日には2m位まで、になった。6月19

日には更に短く体の中肋部・成実葉を残すだけになった。7月18日には之も多数脱落した。

その後縄が切れて 8月以後は観察出来なかった。

現地でj持走子付してすぐ垂下したもの (第5図8月12日c)も多数の胞子体を形成し、上

記の bと殆ど同時に肉眼的胞子体が発生し、Eつ同様な生長を示した。

なお 8 月 12 日垂下のものでは水深 1 ~ 3m の所でよ り大きく生長 し、それよ り以浅ではあ

まり大きくならなかった。

9月27日垂下 8月12日より約1ヶ月半後に垂下したものであるが、8月12日垂下のもの (b

. c )と殆ど同時期にそ して同様に生長した。即ち 11月14日(約1ヶ月半後)に 10cmにな

り、3・4月(約6ヶ月後)に最も大きし最大215cmに生長した(この聞大きいものが少

し脱落した)。その後の伸長は殆どなく 、5月18日に 2mまで、 6月19日には 150cm位ま

でと短くな り、 7月18日には体の中肋部 ・成熟葉を残すだけになった。8月19日には之も

大部分流失 し、 9月20日にはすべて脱落してなくなっていた。

11月14日垂下 1月19日(約2ヶ月後)に 1cm位のものが現われ、5月18EJ(6ヶ月後)に最

も大きし 最大 160cm まで生長 した。以後は 6 月 19 日 に 120cm、 7 月 18 日に 80~100cm

と次第に衰退 し、8月19日には成実葉部を残すだけとなり、9月20日にはすべて脱:落した。

12月16日垂下 2月19日(約2ヶ月後)に4cm位のものが現われ、5月18日 (5ヶ月後)に最

も大きく 100cmに達 した。6月19日は殆ど変らず、7月18日には体の上部枯落し、8月19

日には中肋部・成実葉を残すだけになった。9月20日にはすべて脱落した。

なお 5月までは水面近くのもので生長が早かったが、6月には下層のものが生長 して来た。

1月19日垂下 3 月 17日(約 2 ヶ月後)に 7~10cm の も のが発生 し、 5 ・ 6 月 ( 4 ・ 5 ヶ月後) に

最も大きく、 120cm位までに生長 した。その後は殆ど生長なく 、体の上部枯死 して次第に

短 くなり、9月20EJには脱落していた。

なお、 12月垂下のものと同様に 6 月以降下層の水深 2 ~ 3m の所の も のが生長よく 7 月に
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130cmになったものがあった。

2月19臼垂下 4月17日 (約2ヶ月後)に 2cm位のものが現われ、6・7月 (4・5ヶ月後)に

最も大きし 80cm位までに生長 した。 8月19日には葉状部殆ど枯れ、 9月20日に稀に成

実葉だけを残すものが見られた。

3月17日垂下 下層部の発生悪く、上層部にもあまり多く 出なかったが、5月18日(2ヶ月後)

に 6~8cm の胞子体が生じ、 7 月 18 日 ( 4 ヶ月後)に最 も大きし 80~100cm の大 き さに

なった。8月19日には葉状部が流失し、9月20日にはすべて脱;落した。

4月17日垂下 5月18日(1ヶ月後)に 3cm位の胞子体が現われ、 7月18日(3ヶ月後)に最

も大きく、約75cmになった。以後衰退し 8月19日には成実葉を残すもの或は小さい個体

が見られたが、 9月20日には稀に成実葉を残すものが存しただけであった。

以上の如く 8月12目、9月27日に垂下したものは最も大きく生長 して 2m以上になったが、垂

下時期がおそ くなるにつれて生長は小さし 11月14日のものが 160cm位、12月16日，1月19日の

ものが 100~120cm までしか生長せず、 2 月 19 日， 3月17日， 4月17日垂下のものは更に小さ く

80~90cm までにしか生長しなかった。 一方8月以前即ち 6月11日垂下のものではもっと小さく

15cm位までしか生長せず、 また 8月12日に霊下し早く発生したもの (a)では 1m位までにしか

生長しなかった。

この最大生長期をすぎる と何れも その先端部より次第に枯れて短 くなり、終には中肋部・成実

葉を残すだけになって間もなく脱落した。この脱落期は6月垂下のものでは翌年の繁茂期まで残

らないてeその年の9月には脱落し、8月 ・9月のものでは他よ りや 、早く 、6月・ 7月に中肋部・

成実葉或は成実葉を残すだけで、 8月には殆どすべて脱落した。11月から 4月にかけて垂下した

ものではその脱落期は殆ど変らず8月に中肋部・成実葉を残すだけで9月には殆どすべて脱落し

fこ。

このように早く 垂下したもの程大きく生長し、そして長期に亘って繁茂 したのであるが、胞子

体は垂下後間もなく 発生したもの許りでなく、 各垂下共に長期に亘って次々に新胞子体を発生す

るのが見られた。即ち 8月12日， 9 月 27日垂下の も のでは 5 月 18 日 まで 1O~50cm の未熟体が、

6 月 19 日 にも稀に 20cm 位の未熟体が見られた。 11月 14 日 ~ 4 月 17日に垂下 したものでは何れも

6 月 19日まで 5~30cm の未熟体が多数存し 、 7 月 18日にも少数ではあったが 5~10cm の未熟体

が存していた。 しかして之等の消失は上記と同様で、あった。

成熟

前記したように、 各時期jの垂下によって、その生長の度合は契!なったが、何れも夫々の大きさ

で成実葉を形成して成熟した。観察の不十分なものもあったが、各時期に垂下したものの成実葉

の形成され始めた時期及び十分な大き さに達した時期等を第3表に示した。
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第3表成実葉の形成期とその形

Season of the formation of sporophyl1 and its shape. Table 3. 

full grown season 
of plant 

shape of 
sporophyll 

full grown season 
of sporophyl1 

date when the 
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8月・ 9月垂下では11月・ 126月垂下のものでは形は小さいが 8月に成実等を形成している。

月から茎部にl膨みを生じて成実葉を形成し始め、 2月・3月には十分な大きさになっているが、以

しかして 2月・ 3月・ 4月垂下では殆ど同じ後の垂下ではその形成時期は次第におくれている。

3月のものは 2月のものより短時4月のものは 3月のものより、時期即ち 6 月 ~7 月に成熟し、

日で成熟している。

成実葉を形成し始める時の胞子体の大きさ，及びそれが成熟する時の胞子体の大きさもまた各

即ち 8月・ 9月に垂下して11月 .12月に生長期を迎えたも垂下によって多少の差が見られる。

の， 2 月 ・ 3 月 ・ 4 月 に垂下 して 4 月 ~ 6 月に生長期を迎えたものでは早いものは 30~50cm か ら

成実葉を形成し始め、更に 6月垂下のものでは 8月に 15cmの極めて小さいもので成実葉を形成

した。之に対 して11月・ 12月に垂下 して 1月 ~3月に生長期を迎えたものでは早 くても 60~70cm

更に之を時期的に見ると 3 ・ 4 月 の候には 80~の大きさになってから成実葉を形成し始めた。

100~130cm 以上のもので十分な大きさの成実葉を形成し120cmのものでも未熟のものがあり、

成熟している。 之に対して 7 月に繁茂しているものでは 40~60cm の大きさで成熟している。

成実葉の形

形成された成実葉に色々の形があり、之が時期によって差異があるのが見られた。その形には

中間的なものあり連続していて必ずしもはっきり区別出来るものではないが、次の 4つの型に区

別して見た。

幅が広く 、幅に対して長さはあまり長くない。大きいものでは 20cm内

8月12日に垂下 して特に早く生長したもの (a)及び8月12日， 9月27日に垂
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broad type 

外の直径を有する。

( 1 ) 



下して生長の早かったものに於いて12月 ~3 月の候に多く見られた。

( 2) long type 長く 、之に対してl隔のあまり大きくないもので円筒形をなす。 その長い

ものは 30cm或はそれ以上で、直径は 5~10cm 位である。 この形は 8月12日， 9月27日に垂下

して少しおくれて出て来たも の及び11 月 14 日垂下 したも ので 2 月 ~ 5 月の候に多く見られた。

( 3) distant type 成実楽が根部にくっつき、 葉状部との聞があいているもの。成実葉の

大き さはあまり大きくない。之は11月垂下して少しお くれて出現した もの、12月16日， 1月19日

垂下 したも の及び 2 月 19 日垂下 したも のの一部で 4 月 ~ 6 月の候多くに見られた。

( 4) small type 小さくて成実葉の錠が顕著でないもの。2月19日垂下したものの一部及

び 3月17日，4月17日， 6 )H1 日垂下したもので 6 月 ~8 月に現われた。

なお 8月・ 9月垂下 したも のでずっとお くれて発生したものでは distanttypeも、また11月

~1 月に垂下してずっとおくれて発生したものでは small typeも現われた。

水温 ・比重

実験期間中の女川湾の水温 ・比重を第6図に示した。旬平均で見ると水温は 8月上・中旬に最

も 高 く 、 2 月 上旬が最も低くなっている。 比重は雨の多かった 5 月 ~ 8 月 に低くなっている。

なお女川湾の水温を塩釜湾のそれと比較して見ると、 夏期にあまり高くなし冬期にあまり低
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くならない。

考察

以上の結果について 2・3考察を行う。

先づ初期の生長に関して、この実験では垂下初期の詳細な観察に欠き、また既述したように垂

下直後に幼胞子体の脱落が見られた等のため、胞子体の初期の生長状態を十分に明らかにするこ

とが出来なかった。そして各時期に垂下したものがすべてその時期の生長を代表 しているとは限

らず、 6月11日，8月12日(a)，9月27日， 4月17日以外のものでは 1ヶ月前後おくれた生長を示

したものと思われる。 しかして上記の 6月・ 9月・ 4月に垂下したもの、 8月に瀞走子付してす

ぐ垂下したもの及び室内の培養実験結果から推測して見ると、順調な発生・生長を示すものでは

滋走子付後 1ヶ月位で約 1mm、2ヶ月位で約2cm、3ヶ月位で約7・8cm位に生長するものと想

像される。

以後の生長については既にのベた通りであるが、上記の点をも考慮、に入れると、肉眼的大きさ

になった胞子体で‘は 9 月 ~10月に、 j持走子-付直後のものでは 8 月 ~9 月に垂下 したものが最も大

きく生長 し、 11月 .12月が之に次ぎ、以後は次第に小さくなるようである。

各lF1i抑lに垂下 したものの生長の限界即ちどの位まで大きく なるかは上記の通りであるが、生長

速度即ち一定の大きさに至るまでの生長の早さは、 各I~i・;JVJの水iili'lの差か ら各垂下に差があるので

はないかと思われたが、はっきりしたことを掴むことが出米なかった。之は実験・観察の不備に

もよると思うが、胞子体の老幼によって水源による影響に差があり、この実験地に見られる範囲

内の水瓶では、或る程度に大きくなった胞子休は水温による生長度の差はあまり大きくないのか

も知れない。また水深による生長度の差は8月・ 9月垂下のもの、 1月.2月垂下のもので差が

あるように見られたが、十分な資料を得ることが出来なかった。

次に成熟に関 して各垂下によって成熟する時期 ・大きさが異なり、また成熟に至る までの回数

に差が見られるが、之と水混との聞に関係があり、 高7J¥.iill1.で、はより早 く成熟に至るようである。

しかして各垂下全体を通して見ると、胞子体の成熟はかなり早 くから行われることを知った。ま

た胞子体の生長限度は成熟と関係があり、成熟して来る と生長はとまるか抑制されるものの様で

ある。更に成実葉の大きさは成熟と必ずしも関係なし 或る時期(後期)には小さくとも十分に

成熟しているようである。

成実葉の形は前記 した通りであるが、この (1)，(2)の broadtype， long typeは f.tyρica 

Yendoに (3)の distanttypeはよ distansMiyabe et Okam.に、そして (4)の smalltype 

は丈かρica或は f， narutuensis Yendo vこ当るものと思われる。之等の胞子体を生じた瀞走子

の母藻は何れも f.かρicaに当るもので、また幾つかの母誌からの配偶子体を各時期に夫々垂下

しているので、 母諜の差による成実葉の形の差は考えられなかった。之等の形が、勿論中間的な
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ものがありはっきりした線を引くことは出来ないが、垂下時期によって異なっていることから推

すと、之が胞子体の生長期の水温と関係があり、所謂北方型としての f.distans、南方型として

よかρicaという差が生ずるのかも知れない。

なおワカメの繁茂期に関して、 4月に瀧走子付して 6月に海に垂下したものが、十分な大きさ

にはならなかったが、 8月には小さい乍らも成実葉を形成して、 9月には流失した。之より見る

とワカメの繁茂の終期には、前年繁茂したワカメの櫛走子に由来するものだけでなく、その年の

早くに放出された瀞走子に由来するものも存し得るものと想像される。

最後に本実験に於いては 3~5m までの水深でワカメの培養を行ったのであるが、より深い所

に生育するもの或は潮間帯の下部のような浅い所に生育するものでは、前記したように、その繁

茂・成熟の状態はいくらかづつは違ってくるであろう。また水温等の環境の異なる他の場所とも

いくらかの差が見られるであろう。 しかしてなお検討すべきことは多数あるが、本実験によって

ワカメの生態について概略は想像出来るものと思う。

ワカメの養殖について

以上の拘lき実験・観察の結果と関係して、ワカメの養殖について少しのべる。

所謂投石等による憎殖は別として、ワカメの養殖法(特に種付)には次の3つの方法がある。

( 1 ) 筏に縄を垂下 して、 之に瀞走子を附着させて養殖する方法。

アマノリの養殖と同様な天然種付とも云うべきものである。岩手県越喜来湾、で試みられてい

る。

( 2 ) ワカメの成実葉を縄に挟んで校に垂下し、縄に指定子を附着させて養殖する方法。木下虎

ー郎博士 (1944)によって考案さ れたもので、 半人工極付とも云うべきものである。有珠湾

及び岩手県の一部で行われている。

( 3 ) ワカメの成実葉を採取し、容器の中で紐・カイ殻等に瀞走子を附着させ、之を太い純には

さみ或は巻きつけて筏aに垂下して養殖する方法。

大槻洋四郎氏によって考案されたもので、人工種付とも云うべきものである。筆者の行った

実験もこの方法の中に入る。 1954年以来女川湾その他で行われている。

なおこの場合に滋走子付してすぐ垂下する場合と、何らかの工夫をして陸上或は海で暫くか

こって後垂下する場合とがある 。

之等の方法によってワカメの養殖をうとき (1)は (2)より、 (2)は (3)より筒箪な方法であり

逆に (3)は (2)より、 (2)は (1)より確実な方法であるといえるが、養殖を行う場所の条件その

他によって何れかの方法が選定されることになる。

何れの方法にしろ、ワカメの養殖即ち垂下はワカメの成熟期なら何時、何処で行ってもうまく

いくとは限らない。垂下の適期或は適所というものがあるようである。
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垂下の時期については6月11日に垂下したもので分るように先づ他の附着生物の少い時期を選

ぶこと、更に滋走子の発生，胞子体の発生・生長に好都合な時期で、あることが大事である。

松島湾で1951年6月に (2)の方法でワカメの養殖垂下を業者が試みたことがあり、また筆者も

1952年6月に (3)の方法で 5mm位の胞子体を垂下し、更にj持走予付直後のものを垂下してワカ

メの養殖試験を行ったことがあるが、何れも複合ボヤ或は桂藻等のf也生物の附着極めて多く失敗

している。

このような附着生物の問題及び滋走子・胞子体の発生・生長を考えた場合に本実験を行った女

川湾では、年による差はあると思うが、既述したように瀞走子付直後のものでは大ざっぱに云っ

て 8 月 ~9 月、胞子体を形成した配偶子体では 9 月 ~10月が垂下の適期のようである。この時期

の水温は句平均にして 22~170C 位になっている。そして 6 月 11 日， 8月12日(a)の垂下で分る

ように、之以前の垂下では附着生物が少かったとしても、十分な大き主に達せずに成熟し生長が

止る恐があり、また11・12月以降でもその生長は小さくなる。

この垂下時期に関 して木下 ((1944，'47)が (2)の方法による養殖試験を行うに当って、垂下時

期の選定にワカメの発生適粗から、高極水温を避け、水瓶変動の傾向を考慮しだとのべている。

そして実験を行った 1942年、 '43年共に 8月13日に垂下しているが、 最高水温は両年共に 8月上

旬に現われ、垂下した 8月中旬の水温は夫々 23.20C，24.30Cとなっている。

なお松島潟、で、は以上のような垂下適期は 9月中下旬以降のようである。

以上のような垂下時期に対してワカメの成熟期を考えて見ると、東北沿岸では瀞走子の盛んに

放出される時期は大体 4月 ~7月 ~(8月)で、 8 月になると女川湾その他の牡鹿半島以北の地域で

はなお多くのワカメが存するが、松島湾その他の牡鹿半島以南の地域では殆どなくなってしまう。

8月までワカメの残っている所では成熟の末期と垂下の適期が辛 じて重なるが、 8月に殆どなく

なる所では之が一致 しない。 しかもか、る所ではその垂下適期も更におくれるようである。この

ような所では前記の (1)，(2)の方法による養殖は困難で、(3)の方法でワカメの成熟・繁茂期に

種付し、適当な工夫を行って陸上或は海で垂下適期までかこっておくか、或は適地で瀞走子付し

たものを移殖するとかの方法が必要になってくる。

次に養殖の適地については、垂下適期についてのべたことと関連するが、場所によって水温変

動の範囲或はその推移が異り、ワカメの繁茂期或は附着生物の種類・附着期も異なるから之を十

分把握しておく必要がある。そして夏期の水温があまり高くならず、ワカメの繁茂期と垂下適期

がいくらかでも重なる所がよいことになるが、また冬期の水温がどの位まで下るか、或は海水の

栄養分の豊富な所かどうかということ等についても考慮、しなければならない。例えば松島湾では

前記したようにワカメの繁茂期と垂下適期が重ならず、更に 1・2月の水温は低く、栄養分も一

部を除いて 1 月 ~4 月には非常に不足している。か、る所ではi盛期内で出来るだけ早く垂下して

早く生長させなければならない。か、る点を考慮、しでもなお 1 月 ~4 月の栄養不足期を迎えなけ
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ればないということは不利な養殖地であると云わなければならない。之と関連して松島湾で1952

年1月5日に大きさ 5mm位の胞子体を海に入れて培養実験をやって見たが、女川湾の実験と比

較して見ると、その発生も少なかったが、 2月12日に 1cm、3月29日に 5cm、5月7日に 20cm

と生長極めて悪く、ワカメの色も不良であった。

要 約

1. 東北沿岸に於けるワカメの生育状態

松島湾ではワカメは低潮線前後から水深 2~4m 位までの所に多く生育している。 11月上旬

に肉眼的大きさになって現われ、 3 月 ~6 月に最も繁茂している。 7 月下旬~8 月上・中旬に

は流失する。成実葉は12月下旬~1 月上旬から形成され始め、 3 月上旬には可成りの大きさに

なる。i持走子の盛に放出されるのは 4月になってからのようである。

!fl鹿半島以北では松島湾よりおそくまで残り、 8月上旬にもなお多数存するが、下旬になる

と殆ど流失するようである。 しかし深所では 9月、時には10月まで見られることがある。

2. i持走子の培養

i持走子は神田 (1935，'36)が報告しているように、 基質に附着後発芽管を出して発芽し、糸

状の配偶子体になる。

順調に発達したものでは配偶子体は発芽後9日目頃から雌雄の区別が出来るようになり、 20

日目位で雌雄の生殖器管を形成 し、また胞子体が形成される。この瀞走子の培養から配偶体の

成熟、胞子体の形成されるまでの日数は培養によって異なり、極々の環境条件に支配されるよ

うである。

2目前に瀞走子を放出したと思われる成実葉を蔭千 してから瀞走子の放出実験を行った所、

多数の不動細胞が放出され、また附着 したものの多くは膨大は したが長持1問球状のま、で過し

て後、 発芽管を出すことなく分裂 して配偶子体を形成した。

配偶子体の培養てー長期間培養水を突換しないでおいた所、配偶子体は異常に伸長 ・分校 した

が、成熟しなかった。この培養7](をN，Pを含んだ培養水と換えた所まもなく成熟して胞子体

を形成した。

3. 海に於ける胞子体の培養(ワカメの養殖)

室内で紐・カキ殻に瀞走子付して得た配偶子体・胞子体を女川湾で太い縄にとりつけ筏に垂

下し、胞子体の培養(ワカメの養殖)実験を行った。

1952年6月から翌年4月まで、 7月・ 10月を除いて毎月垂下したが、 6月垂下のものではイガ

イ・ホヤ等の附着のため少数の胞子体しか生長せず、また翌年の繁茂期を待たずに流失した。

他の垂下では何れも多数発生し十分な大きさに生長し、冬から夏にかけて多数繁茂した。

繁茂期は早く垂下したもの程早〈且つ長期に豆仇おそく垂下したものでは短かった。
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8月・ 9月垂下したもので最も大きく生長し、垂下時期が遅くなるにつれて生長は小さかっ

た。

垂下時期によって違うが、或る大きさに達すると胞子体は末枯れを始め、 6 月 ~9 月に枯葉・

流失した。

6 月 垂下のものを除いて、胞子体は次々に発生し、 6 月 ~7 月まで未熟体が見られた。

早く垂下したもの、おそく垂下したもの何れも成実葉を形成して成熟した。

成熟は早く垂下したもの程早かったが、成熟に要する日数は逆に遅く垂下したもので少なか

った。

成実葉を形成し始める大きさは時期によって異なり、 11月 .12月、 4 月 ~6 月或は 7 月・ 8

月に生長期を迎えたもので小さいうちに成実葉を形成し始め、 1 月 ~3 月に生長期を迎えたも

のではより大きくなってから形成された。

成熟が早いと生長は抑えられ、この成熟がまた水祖と関係があるように思われた。

発生時期によって成実莱の形に変化が見られ、之を broadtype， long type， distan t type 

small typeの4型に分けた。

なお 6月垂下したものの例からワカメの繁茂の終期にはその年の初めに放出された瀧走子に

由来する胞子体も存すると想像される。

ワカメの養殖には、 (1)縄その他のものをそのま、垂下する方法、 (2)成実葉を挟んで垂下す

る方法、 (3)瀧走子付してから垂下する方法がある。 (3)の場合には③瀞走子付後すぐ垂下す

る場合と、 @ 或る期聞かこって(士宮-養して)から垂下する場合がある。

この垂下の時期は、場所或は年によって違うと思うが、女川湾のような所では、上記の (1)，

(2)， (3) の ④ の養殖の場合は 8 月 ~9 月 、 (3) の @ の場合は 9 月 ~10月の水温 22~ 170C位の

時期が附着生物の有無及び配偶子体・胞子体の生長の点から適期であると思われる。そしてワカ

メの成熟期は 4 月 ~7 月 ~8 月であるので、出来るだけおそく瀞走子付垂下するか、或は瀧走子

付後垂下適期まで、かこっておく必要がある。

松島湾のような所では垂下適期とワカメの成熟繁茂期がー致しないので、 (3)の@の方法だ

けが利用される。

文 献

神田千代ー (1935) 二三の昆布科植物の配偶子体に就て(第二報) 北大理学部海藻研究戸市民告 4， 

p. 1~16，図版 1~ 2 

Kanda， T. (1936) On the gametophyte of some ]apanese species of Laminariales， Sci. Pap. Inst. 

Alg. Res.， Fac. Sci. Hokkaido Imp. Univ. 1 (2)， p. 221~260 ， Pl. 46~48. 

川名 武 (1937) 越前地方のワカメの豊凶と水温並に気象要素との関係水産研究誌 32(5)， p. 247. 

木下虎一郎・柴田幸一郎 (1934) 北海道寿都地方に於けるワカメの豊凶と海水温度との関係について

(116 ) 



日水誌 3(4) 

木下虎一郎 ・西粟俊良 (1940a) 北海道福山地方のワカメの豊凶と海水温度との関係について 日水誌

9 (2)， p. 79~80 

一一←一一一 (1940 b) 北海道産ワカメの豊凶と水温との関係(総括) 北水試旬報 469

木下虎一郎 (1944) ワカメの新養殖法北水試月報 1(5)， p. 259 

木下虎一郎・渋谷三五郎(1944) ワカメの発生適温試験北水試月報 1(7)， p. 369 

木下虎一郎 (1947) コンブとワカメの増殖に関する研究 北海道浅海水族の増殖に関する研究 其の 1

北方出版社

木下虎一郎・渋谷三五郎・広部武男 (1950) 新憎殖t去の研究 ワカメの努切増殖北水試研究報告 7，

p. 76~94 

宮部金吾他 (1902) 北海道水産調査報告巻之三昆布採取業北海道庁殖民部水産課

農林省農林経済局統計調査部(1956) 昭和30年漁業養殖業漁獲統計表

(1955) 昭29年漁業養殖業漁獲統計表

岡村金太郎(1901) わかめ繁殖予備試験報告水講試験報告 2(1)， p. 121~127 

一一一一一 (1936) 日本海藻誌 p.281~282 

斎藤雄之助(1956a) ワカメの生態に関する研究 I 配偶子体の発芽 ・生長について 日水誌 22(4)， 

p. 229~234 

一一一一一ー(1956b) 同上 E 配偶子体の成熟と芽胞休の発芽生長について

向上 22 (4)， p. 235~239 

須藤俊造 (1948) 昆布科植物の滋走子の放出運動並びに着生〈海藻胞子付けの研究 第 1報)，向上

13 (4)， p. 123~128 

一 一一一 (1952)ワカメ ・カヂメ及びアラメの滋走子の放出について n(海藻の胞子付けの研究 第13

報)，向上 18 (1)， p. 1~5 

遠藤吉三郎 (1911) 海産植物学 p. 377~402 

(117 ) 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

