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東北水研研究報告

第13号

Mar. 1959 

アオノリ類の生態的研究(1)ヒメアオノリ ※，淑

Enteromoゅhanana var. minimαS]OSTEDT 

秋 山和夫

ECOLOGICAL STUDY OF ENTEROMORPHA 

(1) Enteromoゆhαηαηαvalτ mtntmαSJOSTEDT

By 
Kazuo AKIYAMA 

The writer observed E. nana var. minima in Matsushima Bay， Miyagi Prefecture 

in 1955 to '56， and made a culture experiment in the laboratory. 

1) The plant has the following character. Frond arising from a basal disc， filiform 

or linear-spatulate， simple， rarely scarcely branched， tubular， often somewhat compressed 

in the upper part， 5~7~ (15) cm long， 2~4~ (10) mm  broad and 14~20へ' (25)μthick;

cells 4へ，7μdiam，arranged in no definite order. 

2) The plant grows in the upper to lower part of the intertidal zone and is 

luxuriant in winter to spring. It is visible to the naked eye in the upper part in early 

September and fully grows in December， on the other hand in the lower part it is late 

in appearance and grows well in March. The plant in both parts grows in abun-

dance until early June， afterwards it gradually decays and in August it leaves only its 

disc and microscopic erect part. Mature plants with zoospores are seen throughout 

the year， but those with gametes are not found. 

3) Zoospores are pear-shar:ed， 5~7μlong， with four ftageIla， lack in an eye spot 

and show no phototaxis. Liberated z∞spores become spherical after attaching to the 

substratum and then issue a germination tube. Apical part of the tube becomes 

enlarged， rich in contents and is separated from the original spore by a wall. Original 

spores are empty. The apical cells develop into a pseudoparenchymatous disc， after-

wards the disc divides into two layer in the central part and then issues an upright 

bud there. The upright bud at first is formed singly on one disc， later it increases in 

number. 

4) In the culture of the zoospores three generations with zoospores only repeated 

during a year. 

5) From the observations and the cultures the plant seems to propagate by zoo-

spores and additionally by discs. 

アオノ リ類は食用、餌料、肥料等に利用されているが、反面海苔鎮に着生して海苔養殖上の害

藻としても見逃せないものである。こ のアオノ リ類については古くから多くの人々により研究さ

れて来ているが、之が利用及防除 ・駆除の立場から生態的な面の一層の研究が望まれている。又

この面の研究はアオノ リ類の分類に対しても資するものがあると思われる。

※東北海区水産研究所業績第 132号
※※アマ ノリ養殖の害敵菰類に関する研究 CStudiesof injurious algae to Porphyra.cu!ture) I 
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ヒメアオノリの発生 ・生態については先づ Bliding(1938)が E. minima N泊g.の名のも

とにスエーデン産の材料で観察を行っている。それによると 6 月 ~ 8 月 に繁茂し、 i滋走子のみを

形成して繁殖を繰返し、所謂世代交番は行われなし、。また激走子は小さくて限点なく 、趨光性を

持たず、その発芽体は盤状に発生し、後に直立部が形成される。更に之等の特徴が他のアオノリ

類と区別されるので、之を新属とすべきではないかと述べている。我国では山田・ 神田(1941，

'44) が室蘭産のものについて観察し、 4月 ~8 月 に生育する季節的消長の顕著な植物で 、 Bliding

の場合と同様に滋走子は発芽後盤状体に発生し、後に直立部を{乍り滋走子による繁殖だけを繰返

し、配偶子の見られない事を報告している。文、新崎 (19461，2)は伊勢 ・三河湾産の ものでは

11月 ~6 月 に生育し、 特に冬期によく繁茂し、 繁殖法及器産走子の発生様式は Bliding， 111閏 ・神

田の観察と一致することを述べている。

本種の学名及和名について、本種は Kutzing(1849)によって E.minima Nag.として初め

て記載され、Sjostedt(1939)は詳しい分類学的考察を行って之を E.nanαvar. minima (Nag.) 

Sjりstedtとした。後に Kylin(1947， '49)は Bliding(1938)が述べたようにその発生様式等

が他のアオノ リ類と具る点から Blidingiaなる新属を設け之を B.minima (Nag.) Kylinとし

た。この点について筆者はア オノリ 煩にはなお多くの不明の点があるように思われるのでこ Lで

は Sj出tedtの E.nana var. minimαなる学名を採

用した。和名については山田・田中がヒメアオノ リと

して新称し、新崎は19461，2に夫々ホソヲアノ リ，コ ス

チアヲ ノリとしているが、山田・ 田中のヒメアオノリ

を採用した。

今回、当地方に産するこの植物について生態的観察

を行ったので報告する。観察は1955年9月から翌年10

月に至る約 1年間、宮減県松島湾口の代ヶ崎地先の堤

防の積石に生育するものについて、 1vjm乃至 2湖毎に

採集観察を行った。観察はすべて生の材料で行った。

報告に先だち御指導と本報告の御校聞を していた与、

いた当研究所、黒木宗尚技官に心からの御礼を申上げ

る。又御激励をいたにいた当研究所谷田専治博士及本

種の分類学的取扱いに就て御教示を受けた北大教授山

田幸男博士に厚く感謝申上げる。

形 態 5 cm 
第 1図ヒメアオJリ E.nana var. 

体は微小な盤状の附着部と長箆状又は線状の直立部 mi，由na，1956年 5月 9日松島湾に
て採集の成熟個体

を有する。直立部は単条で稀に僅かに分校し、管状又 Fig. 1. Mature plant of E.叩 navar 

は時に上部に於てゆるく扇圧する。体の中上部に於て mmma，collected in Matfushma 
Bay on May 9， 1956 (Mature 

は多少飯を有する。葉長は普通 5~7cm、「ね 2~4mm fronds). x 7/10 

位なるも低水位或は岩蔭のもの等では稀に15cm位、巾 1cm位迄になる。長さは巾の1O~20倍位で

ある(第 1図)。体の下部は緑色を呈するが上部になるに従い梢黄色味を干ij'びる傾向が あ!る。成
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熱個体は先端に湯走子を放出した空の透明の細胞膜部をつける 。 細胞は小さ く 、縦横夫々 4~7μ

位の径を有し、角の比較的まるい不規則な4角形又は多角形をなし、)1国序な く配列する(第 2図

a)。基部近くの細胞は多少細長くなる。葉体の厚さは普通 14~20~ (25)μ 位で、内外膜共に薄く

a 

25 J! 

第2図ヒメアオj リ
a. 栄養細胞表面積。

b.同横断面

c. 成熟部表面観

Fig. 2. E. nana var. minima. 
a: surface view of vegetative part 
b : cross section of the same 
c: surface view of mature part. 

x 1000 

(第2図，b) 基音sに於ては内膜が精々厚くな

る。 色素体は板状で 1個、時に 2個 の ピレ ノイ

ドを有す。体の上部の細胞から順次官浮走子袈とな

って激走子を形成する。激走子嚢は 6~12μ位の

球形 ・随円形をなす。この成熟部ではi併走子襲，

栄養細胞及すでに淋走子を放出した空の細胞が夫

々不規則に混在し、ウスハアオノリ E.linzaや

プナアオサ Ulvapertusaで一般に見られる様に

葉体上部の或る部分の細胞が同時に成熟する様な

事は見られない (第2図， c)。

消 長

この植物は沌/j間待の比較的高い部分に見られ、

石その他に密生する。1955年から '56年にかけて

の観察期間で、出現は 9月初頃に肉眼で認められ

る微小体として見え始めた。 以後除々に生長して

冬 ・春の候によ く繁茂し、6月終噴になると急速

に衰退し8月及9月上旬には最も衰微した。

各観察時に採集した葉体について成熟個体の最

大長，最小長及未熟個体の最大長を、各回夫々 5

~10個体宛とって平均の長さを示すと第 3 図の様

である。なおこの期間中の塩釜港に於ける水温及

比重(午前10時、表面)の旬平均も併せ図示した。

即、1955年9月2日には潮間帯の高い部分に最

大0.3cm位のものが見られたが、 11月29日には 2

cm前後となり 、12月に入ってから急に生長が見ら

れ 1 月 12 日 には 8~9cm位迄になった。しかし

以後の伸長は殆んど見られず 3 月 ~ 5 月にかけて

の期間は漸時その葉長は減少した。6月に入ると

更に衰退し、6月8日には 5cm位、6月23日には2cm位迄になって居た。更に8月に入ると肉

眼的大きさの葉体は認められなくな り、密生していた部分に座(盤状部)のみが残存していた。

一方3月来頃から潮間帯の比較的低い部分や岩蔭の部分で新しい個体が現われ始め此等は良く生

長 して 5 月 9 日 には14~15cm位のもの迄見られた。しかし以後は此等のものも次第に衰微して

高水位部に生育していたものと同様8月には認められなくなった。 9月7日には未だ肉眼的な大
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きさの葉休はなく 10月4日に再び高水

位部の岩に残存した座(盤状音s)から

0.5cm位迄に生長した葉体が出現して

来ていた。

繁殖器官の形成

観察せる 1年聞を通じて成熟個体が

得られた。即、1955年 9月2日， 14日

のものは葉長が最大で0.3cm位の微小

個体であったが淋走細胞の放出が認め

られた。なおこの 2回の ものは放出数

が少かった為、之が激走子であった事

は確認していない。 1955年9月29日か

ら翌年7月25日に至る聞の16回の観察

に於ては成熟個体多く 、 各国20~30個

体宛の観察で‘何れも滋走子だけーを放出

し配偶子を放出する個体は見られなか

った。この問、秋から冬にかけては葉

長のj首加と共に遊走子の放出も多くな

り、特に冬 ・春の候には放出が盛であ

った。なお生育盛期の冬 ・春でも第3

図に示した様に0.5cm{立の小型の個体

迄成熟しているものが見られた。 56年

8月14日， 20日及9月7日の3日間の観

察時には葉体は肉眼で認められなかっ

l 、か叩 Spee，grav

11V 
VIII IX X XI XlI I D III IV 'V VI VII VlD 
195b 問団

第3図 ヒメアオj りの葉畏の季節的変化及塩釜
港における水混・比重 (旬平均〉

Fig. 3. SeasonaI change of E 持anavar. 

間 znzma，water temperature and specific 
gravity of Shiogama Harbour 
(average of every ten days) 

IX .X 

たが、高水位部の密生していた部分には座(盤状部)を残し検鏡すると200μ位迄の小型の直立部を

多く存し、これらの中には小数乍ら成熟細胞を有する個体があった。此等の葉体からの海走細胞

については放出が稀であったので直接には観察出来なかったが、座のついている石片を取りスラ

イドグラス上にて培養したところ、明にヒメアヲノリと思われる新しい発芽体が少数認め られた。

上記の夏期に於ける、助走細胞は燐走子なる事は確認していないが、葉体成熟部の状態及附着後

の発芽様式等が激走子の場合と全く異らず、又この期間以外は瀞走子を放出する個体だけが見ら

れ配偶子を放出する個体は見られなかった事及後述する培養実験の結果(培養実験II)が激走子

による繁殖だけを繰返した苓r等から、このS伴走細胞も激走子ではなかったかと推察される。この

様にこの他物は放出量には勿論盛衰はあるが周年激走子による繁摘が行われていた。なお観察せ

る何れのn~j'期にも繁殖器官を形成してない未熟の徴小の幼体は認められた。

瀞走子の培養

実験 I

1956年 1月12日採集の業体を用い同日に淋走子を放出させて室内培養を行った。培養水は櫨過

(111 ) 



X b 
d 

c 

25 f 
第 4図 ヒメアオJリの滋走子とその発芽体
1956年 1月12日培養を始めたもの(1)
a 滋走子 b~l.滋走子の発芽体 b. 附着直後

c， d. 2日後 e. 4日後 f. 7 日後 g~i. 24日後
j~l. 34日後

Fig. 4. E. nana var. minima， zoospore and its 
sporelings in the culture of Jan. 12， 1956. (I) 
a zoospore， b~l sporelings of zoospores 
in the various stages， b : settled spore， 
c， d : after two days， e: after four days， 
f: after seven days， g~i : after 24 days， j~l: 
after 34 days. x 1000. 

海水 1LにKN03~0.lg， Na2HP04 

~0.02g・を加えたも のを使用し、径

7.5cm，深さ9.5cmのガラス製培

養器を用い基質にはスライ ドグラ

スを使用した。培養水の交換は10

~20 日 毎に行った。

放出された滋走子は西洋梨型で

長さ 5~7μ，巾4~6μ位あり 、 先端

部に長さ 8~10~(12)μ の 4 本の

鞭毛をもち、限点を欠き趨光性は

ない。放出後、小さな円をかき活

発に泳ぎ廻るが運動時聞は区々の

ようである。短いものでは放出後

間もなく着生するが長いものでは

スライドグラス上にて放出後5時

聞を経て も大部分のものが活発に

泳ぎ、24時間後にても少数減泳し

ていた ものがあった。

激走子は附着後、偽盤状体と な

り、後に中央部に直立部を形成す

るが、その経過は第 4，5及6図に

示す通りである。即、附着後鞭毛

を失い 4~7μ の球状体となり 、 2

日後にはこの球状体から発芽管を

出しその先端が 4~8μ位に膨大

し、内容が移り隔膜が形成されて

原胞子は空になっていた(第 4図b~d)。次いでこの発芽管の細胞は分裂を始め 7 日 後には2細胞

になり 、以後細胞分裂を続けて不規則に枝分れして互に相接し、34日後 (2月15日)には15細胞

位、 径30~40μの一層細胞の盤状体になった(第 4 図e~l) o 46日後 (2月27日)には更に細胞数

を増し50~80μ位の盤状体となり中央部の細胞は 2 層になり直立部の原基が形成され始めている

のが認められた(第 5図)。以後更に盤状部の増大及中央部の細胞の分裂が進み中空の直立部が

形成された(第 6図)。 この直立部は発生初期に於ては普通 1つの盤状体に 1つ時に 2つ形成さ

れるが、生長と共に順次その形成数を増し、後には10本以上の直立部が形成された個体 も稀では

なかった。

実験 H

次に激走細胞を長期培養した結果について述べる。培養の方法は突験 Iの場合と同様である。

1) 1955年9月2日に採集した葉体の 1つが放出した滑走細胞を培養した。此が翌年 1月来

(112 ) 



50μ 

第 5図 ヒメアオJリの滋走子の発芽体 1956

年 1月12日培養を始めたもの (1I) 46日後
(2月27日〉

Fig. 5. E. nana var. minima， sporelings of 
zoospores in the culture of Jan. 12， 1956 
(II) After 46 days (F巴b.27). x 700. 

第 6図 ヒメアオJリの波走
子の発芽体 1956年 1月12

日培養を始めたもの (1II)
85日後 (4月7日〉

Fig. 6目 E.nana var 
間 inima，sporelings of 
zoospores in the cul ture 

of J an. 12， 1956. (III) 
After 85 days (Apr. 7). 

x60. 

には葉長 3~5cm 位迄の大きさに生長し、 成熟せる個体 も多く 見られた。 しかして此等の成熟

個体は何れも滋走子を放出した。

2) 次にこの成熟個体の中の 1つを選び滋走子を放出させて 2月2日に再び培養を始めた。

此等は 6月初には 3cm位迄の大きさに生長し、 成熟個体は何れも再びi滋走子を放出した。

3) 更にこ の中の成熟個体の 1つが放出した滋走子を 6月8日に培養を始めたところ 8月16

日 には200~300μ位の直立部を有する未熟の盤状体に生長した。

以上の様に各回の生長には多少の遅速が見られたが、その発生様式や成熟については同様であ

り滋走子による繁殖だけで略 1年の聞に 3代を繰返した。

なお培養実験中の室温を第 1表に示した。

考 察

上記の如き観察 ・実験により本植物は当地方では殆ど周年その存在を認めることが出来るが 8

~9 月に最 も衰微し 、 12月 ~ 6 月に最も良く繁茂している 。 そして殆んど周年激走子を形成し之

によって 2・3代或は数代の繁殖を繰返してL、る。叉この激走子による繁殖と共に盤状部即ち座
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第 1表培養実験中の室温
Table 1. Temperature in the laboratory during the culture experiments. 

Date 
1 Mean 1 Max. 1 Min. 11 

Date 
1 Mean 1 Max. 1 Min 

1955 1956 

Sept 1~10 23.2 27.2 20.3 Mar. 1~10 14.0 4.5 
11~20 21.8 27.2 19.3 11~20 14.0 16.7 4.4 
21~30 20.7 25.7 21~31 13.6 6.2 

Octo. 1~10 19.6 24.7 15.9 Apr. 1~10 13.2 15.1 7.0 
11~20 17.6 21. 9 14.1 11~20 14.7 20.2 10.7 
21~31 16.1 20.7 13.0 21~30 14.1 : 19.2 9.7 

Nov. 1~10 13.3 18.2 9.6 May 1~10 20.8 10.9 
11~20 11.8 16.3 8.7 11~20 16.6 20.9 12.9 
21~30 11.0 17.4 7.0 21~31 18.8 I 23.8 14.2 

Dec. 1~10 10.2 17.4 5.9 June 1~10 20.8 25.8 16.9 
11~20 9.7 16.4 2.7 11~20 20.9 I 25.0 17.1 
21~31 10.0 18.0 4.7 21~30 20.1 24.1 16.7 

1956 July 1~10 20.9 23.7 18.7 
Jan. 1~10 7.4 16.4 3.8 iI 11~20 21.1 26.1 19.0 

11~20 13.4 15.2 3.5 21~31 24.2 I 29.4 21.0 
21~31 13.1 14.7 4.1 

¥ Aug. 1~10 25.6 ! 30.5 21.1 
Feb. 1~10 12.5 3.3 11~20 242 | 27.7 21.3 

11~20 13.2 15.9 3.7 21~31 21.3 24.0 19.3 
21~29 11.9 14.1 2.7 

The temperature was measured by an autothermometre 

の残存越夏、及之による直立部 (葉体)の増加が見られた。

この生育期を山田・神田 (1941，'44)，新崎 (19461) の報告と比較してみると伊勢 ・三河湾産

のそれに近く、室蘭のものは当地方よりあとにずれているように思われる。

滋走子の形質 ・発生様式は此迄の報告と一致している。培養の場合に山田・神田の報告による

と培養を始めてから約1年後の 6月未になって成熟し、古車走子を放出しているが、今回の実験で

は約1年間に略3代を繰返している。
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