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東北水研研究報告

第 15号

Dec. 1959 

室蘭産のスサピノリについて

黒 木

P. YEZOENSIS UEDA AT MURORAN 

(NOTES ON PORPHYRA 1) 

By 

Munenao KUROGI 

-土'"刀て 尚

Along the northeastern coast of Honshu， there grows a kind of Porthyra 

resembling P. yezoensis Ueda (1932) in most characters. But it somewhat di妊ersin the 

formula of division of antheridia and of carposporangia from the original description of 

the latter. 

The type locality of P. yezoensis is not noted in the original description. On the 

sheet uf the type specimen it is written "Muroran?" in Hokkaido. 

The writer made a collection of POゆhyraat Muroran four times during 1955 to 

'56 to make clear the morphorogical and ecological features of P. yezoensis living there. 

1. There grows abundant Porthyra well agreeing with the original description 

of P. yezoensis in outer appearance as well as inner structure. The characters of the 

adult sexual plant are as follows. 

Frond lanceolate， elliptical， oval or round， with round， cordate or umbilicate 

base， undulate at margin， sometimes curling， often divided，generally being broader and 

irregular in shape with the advance in age， 5-25 cm long， 1-18 cm broad and (0，5)-1-5 

times as long as broad， without microscopic spin巴 atmargin， consisting of one cell 

layer， 40-52μthick; cells irregularly rectangular or polygonal， 10-26μin long diam.， 

8-16μin short diam.， in section rectangular， higher than broad， with a central stellate 

chromatophore; monoecious， antheridia forming nearly colourless patches at both middle 

to lower marginal part as well as stripes in upper inner part， str今回 (0.2)一.05-1.5-(3)cm 

long and 1-3-(8) mm  broad， sometimes showing a scattered figure， antheridia divided 

in formula， a /4， b /2-4， c /(4)-B-(occ. 16)， and producing mostly 64-128 spermatium， 

carposporangia divided in formula， a /2ー(occ.4)， b /1-2， c /(2)-4， and producing mostly 

8-16 carpospores; antheridia and carposporangia equal in size to vegetative cells in 

middle part of thallus or somewhat larger in surface view， tkicker in thickness， fully 

mature antheridial part somewhat thicker than carposporangial part. 

The formula of division of antheridia and of carposporangia， according to the 

※ 東北海区水産研究所業績第 139号
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黒 木 宗尚

origina1 d巴scriptionof P. yezoensis， are a /4， b /2， c /8 and a /2， b /2， c /4 respective1y. 

The Muroran plants show the formulas mention巴dabove. The divisions are less in the 

early season and in younger p1ants. Ther巴 areoft巴np1ants with the formulas of the 

divisions， a /4， b /2-(occ. 4)， c /8 in antheridia and a /2， b /1-2， c /4 in carposporangia， 

nearly equal to those of the origina1 description. The divisions seem to vary according 

to the age of p1ant and enviromenta1 circumstances within certain 1imit. 

2. The plants grow on rock， Mytilus and other algae in the intertida1 be1t， being 

especially abundant on Mytil'us. They grow in November (perhaps) to July and are most 

abund叩 tin Fcobrm.ry to M主y. Asexu主1as well as sexual repro luction are carried 

out. There are four sorts of p1ant; one with neutra1 sporangia on1y， the second 

with neutra1 sporangia and antheridia， the third with neutra1 sporangia， antheridia 

and carposporangia and the other with anth巴ridiaand carposporangia on1y. It 

seems tha t the as巴xua1reproductive organ is form巴din the young stage before 

February or March. Neutra1 sporangia are transformed from vegetative cells at th巴

upper margin of thallus without any division; 8-16 X 7-10μin surface view， about 

36μthick in section and producing one spore in each sporangium. The size of the 

sporangia is near1y equa1 to the vegetative cells be10w the sporangia1 part. 1n the 

p1ants with asexua1 and sexua1 reproductive organs， neutra1 sporangia， antheridia and 

carposporangia ar巴 mixed. Neutra1 spores (monospores) develop direct to a bud of 

Porthyra-thallus 

3. Carpospores deve10p into a Conchocelis-thallus， which produce monospores 

dev巴10pinga bud of Porthyra-thallus. 

緒 言

さきに筆者 (1957)が述べたように、松島湾その他東北の沿岸のアマノリにスサピノリと外形そ

の他に於いてよく一致するものがある。 しかしこれを原記載(殖田 1932)と比較して見ると、ア

マノリ分類の大きな特徴として重視されてきた精子嚢果胞子嚢の分裂に多少の差異が見られる。

スサピノリ の原産地は原記載には明らかにされていなし、が、東京水産大学殖田研究室に保存され

ている基準標本によると 、大野磯吉氏の採集によるもので、 υ 室蘭 ?"と記されてし、る。

筆ーヨぎはスサピノ リの生殖器官の分裂その他の形態的変異及び生態的特徴を明らかにし、その同定

に資する間的を以て、1955年 12月 17EI， 56 年 2 月 27 日 ~3 月 2 EI， 6月8日及び7河 18日の 4

回r.スサピノリの原産地と思われる室蘭で採集観察を行った。同地には外形に於し、てスサピノ リの

原記載とよく一致するものが多数着生繁茂してL、た。採集・観察の足りない点も多いが、こ の観察

結果を報吉すそ。室蘭に於:寸る採築地は鯨浜・モ トマリ・ ニラス岩及びポンモ イである。

本研究には北海道!大学理学部海藻研究所の山田幸男教授及び中村義輝時士の御教示をいたゾき、

また同所員の方々に種々の御援助をうけた。厚く 御礼申し上げる。またスサピノリの基塗標本を拝

見させていた~.'v、た東京水産大学殖田三郎教授にお礼申し上げる。

(44 ) 
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生 育状態

潮間帯の上部から下部にかけて、岩 -イガイ・フヂツボ及び他の海藻上に着生する。特に潮間帯

の中央部よりや 〉低レ所に多し、。基質としてはイガ イ上に最も多く 、盛期にはこの上に密生する。

他の海藻上に着生するも のはあまり多くなし、。基質となる海藻としてはフクロフノリ・マツノリ・

エゾイシゲ ・マツモ等が観察された。

生育期については、 12 月 17 日に既にかなりの着生を示し、 2 月 27 日 ~3 月 2 日には最 も多く

繁茂していた。 6月8日にもなお多数の着生が見られたが、 や 〉衰微し、 7月 18日には大部分が

流失して、古レ個体がし、くらか残っているだけであった。なお詳細な観察が必要であるが、これか

ら推して 10月乃至 11月には肉眼的大きさとして出現し、 2 月 ~5 月に最も繁茂し 、 7 月下旬乃

至8月上旬には流失するものと想像される。

外 形

未熟な幼体は楕円形乃至長楕形を示し、円し、或は襟形の基部を有する。成熟初期のものも同様な

形を示すが、 次第に幅を増し、 卵形或は円形となり 、 その基部は心臓形或は!隣形を示すようにな

る。体はゆるく波雛し、屡々浅く或は深くさけ、縁辺にて巻くものがある。体の裂けるのは波のあ

らL、そして上水位のもので、また縁辺の巻くのは比較的若いもので多いようである。老成したもの

或は波の荒L、所のものは卵形或は円形がくずれて不規則な形をとるに至る。

体は長さ 5~25cm， 幅 1~18 cm あり 、 長さは幅の (0.5 ) ~1~5 倍位為るO 長さは 5~15cm

位のものが普通である。

イ本は雌雄同体であるが、成熟し始めのものでは体の上緑に白くぼやけて雄斑が先づ現われ、この

内方に淡色の雌斑が突出してくる。っし、で雄斑は体の両縁に拡がりまた内方の雌部に介入するが、

上縁のまfj;斑は流失して雌斑が上縁に露われる。このようにして成体では体の中下部の両綜に雄斑を

示し、 体の上部では綜辺に対して直角に或は斜に雌部の聞に介入する縞状の雄斑が形成されてい

る。この縞状の雄斑は楕円形或は長椅円形の長い形を示す休では休の両縁に略々平行に走ってい

る。雄斑の上端は体の緑辺に露出しているときと 内生してし、ると きとがある。縞状の雄斑の長さは

(0.2) ~0.5~ 1.5~ (3) cm， 幅 1~3~(8)mm あり 、幅は一般に若し、もので細レ。体の下犠辺の雄斑

には小区割の雌斑が介在することがあるが、多数の介在は少L、ょうである。体の上部にて時々細く

て短し、小 さい雄斑が雌部に多数混在して飛白状を示すことがある。一般に若し、体で多し、。 6月以後

の老成せるものでは雄斑があまり顕著に現われてし、なL、。

体の構造

体は一層の細胞からなる。成熟せる有性体の中央部に於し、て 40~52 ，u の厚さを示す。縁辺に顕

搬鏡的鋸歯はない。

細胞は表面観で不規則な四角形乃至多角形を示し、 その大きさは長径 1O~26μ，短径 8~16μ あ

る。断面にて四角形をなし、高さは幅より大きく 幅の略々 2倍近 くあるものもある。 仮根を有する

(45 ) 
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Fig. 1. P. yezoensis. vegetative organs. A-B vegetative cells in surface view. 

C the same in cross section. D-E basa! cells with rhizoids in the upper basa! 

part (D) and in the lower part (E). A. D. E x 500. B x 930. C x 380 

基部細胞(厳密にはその内容)は卵形乃至楕円形をなす。

生殖器官

形成される生殖器官に無性生殖器官と有性生殖器官がある。個体別に見ると、中性胞子嚢だけを

有する無|主体，中性胞子襲と精子襲を形成している体，中性胞子襲 ・精子嚢・ 果胞子襲を形成して

し、る体及び精子嚢と果胞子嚢だけをもった有性休が見られた。無性体では勿論雄斑は認められない

が、第二番目の体では精子嚢の多少によって雄斑の認められるものと認められなし、ものとがある。

第三呑目 の体及び四番目の有性休では雄斑が認められる。第二-三番目 の無性生殖器官と有性生殖

器官をもった体ではその維部に有色細胞(中性胞子嚢或は果胞子襲)を不規則に混在する。

これらの個体は若いうちに無性生殖器官を形成し、生長するにつれて有性生殖器官を形成するに

至 るようである。

(46 ) 
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E 

D 

Fig. 2. P. yezoensis， asexuaJ reprodllctive organ. A marginaJ neutraJ sporangial 

part in surface view， B the same in cross section， C neutral sporangillm， D neutral 

spore， E its germlings. A， E x500， B x380， C， D x930 

無性体は体の上縁の細胞がそのま 〉内容を充実して中性胞子襲を形成し、胞子襲形成部は一層の

ま 〉である。胞子嚢の大きさ，この部分の厚さも休の上中央部の栄養細胞のそれと同じである。 3

月2日に採集せる長さ 6cmの卵形をなせる無性体の例を Table1に示す。

Table 1. Dimension of vegetative cells and neutral sporangia of an 

asexuaJ pJant of P. yezo仰 s-is(6 cm high， ovaJ) 

veget. cells 

neut. sporangia 

surface view 

8~16 x 7~10 1'-

1O~16 x 7~12 

thickness 

36/" 

36 

放出された胞子は直径 14~ 18μ あり 、 発芽してアマノ リ の幼芽となる。

精子褒-果胞子襲の分裂につし、て、外形に於いてスサピノリの基準標本の特徴をよく示してL、る有

性休を選び、最も良く熟してし、る部分を観察したが、精子嚢は a/4，b/2~4 ， C/(4)~8 の分 裂様式

を示し、果胞子嚢は a/2，b/h2， C/(2) ~4 の分裂様式を示してレた。 各採集日に於け る 2・3の

例を Table2に示す。12月 17臼の材料及び比較的若いと思われる体ではなお十分な分裂を示して

TabJe 2. Division of antheridia and carposporangia of 

P. vezoen.sis 

antheridia 
collect. date 

carposporangla 

a b c a b c 

1955 Dec 4， 2~4 ， 4 1~2 ， 1へ2， 2~4 

1956 Mar 4， 2~4 ， 4~8 1~2 ， 1~2 ， 2~4 
4， 2~4 ， 8 2， 1 ~2 ， 4 

June 4， 2~4 ， 8 2， 1 ~2 ， 4 

(47 ) 
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Fig. 3. P. yezo問 sis，sexual reproductive organs. A-B antheridia in surface 

view， C-D the same in cross section， E-F carposporangia in surface view， 

G-H the same in cross section， 1 f巴malecells in cross section， J connection 
of spermatium with female cell. A-B， E-F x 500， C-D， G-H， 1 x 380， J x 920 

いなかった。しかして精子嚢・果胞子嚢の Cの分裂が夫々 8，4となり 、十分成熟してし、ると恩わ

れる個休で精子襲の bj4の分裂の少し、ものが比較的多く 、 またこの bj4の分裂が稀にしか見ら

れなし、体もあった。また精子嚢の C の分裂が 8~16 になれるもの、 果胞子嚢の a の分裂が 2 以上

になれるものも存した。

(48 ) 
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精子襲 ・果胞子嚢の大きさは表面観に於いて休の中央部の栄養細胞と略々同じかや 〉大きいが、

厚さは栄養細胞部より厚く 、また充分な分裂を示した精子麗部は果胞子護部よりや 〉厚L、場合が多

いようである。 6月8日採集の長さ 10cmの円形の仮|体によって観察した例を Table3に示す。

Table 3. Dimension of vegetative cells， antheridia and carposporangia 

of a sexual plant of P. yezoensis (10 cm high， round) 

division 
dimension of thickness 

a b surface view 
c 

avnetghee t cells 16~24 x 1O~16/" 52μ 
ridia 4， 2~4， 8 16~28 x 14~20 60 

carposporangta 2， 1~2 ， 4 16~26x12~ 18 60 

生殖器官の 季節的変化

前記したように無性体 -有性体及び無性生殖器官と有性生殖器官を有する休が存するが、これら

の存在を季節的に見ると、12月 17日には中性胞子護と 精子襲を有する休， 中性胞子嚢・精子褒

・果胞子襲を有する体及び精子護と果胞子1コ有性体が存した。しかしこ の有性休ではその精子裏部

に有色細胞をf 、 また果抱子渡部に 2~4 個集まった小さい中世胞子褒を僅h乍ら介主するも の多

く、これらの介在のないも のは少なかった。即ち十分に有性化された個体 は少なかったよう であ

る。 中|笠胞子重要だけの無性休は低潮の小さい昼間の不十分な採集のためか、採案することが出来な

かった。

2 月 27 日 ~3 月 2 日には大部分が有性体であったが、 中 性胞子襲だけの無注体，中性胞子嚢 ・

精子褒を有する体及び中性胞子麗 ・精子褒・果胞子嚢をもった休 も存した。

6月7日にはすべて有|全体になってし、たが、他藻上に中性胞子襲 -精子褒をもった体及び中性胞

子襲・精子嚢 -果胞子襲をもった休を犬々 l個体見付けた。

7月 18日には有性体だけで、あった。

以上のように、採集観察には不充分な点も多し、が、2・3月頃まではその若い時代に無性生殖器官

を形成し、生長するに従って有性生殖器官が形成されるようである。

コンコセリス体

12月27日及び2月27日採集した母.藻を用いて、カキ殻に果胞子付 して コンコセリ ス休を得た。

コンコセリ ス体は放射状に生長して円し、暗紫色の斑を示した。その形態はアサクサノ リのそれと区

別が困難で、 枝は対生或は輪生し、 五fH \，、所で 3μ 位、 膨大部で 5~1O μ あった。胞子嚢枝は分枝し、

9~12μ 太く 、 10 個以上の単胞子護からな り 、 単胞子嚢は長さが幅と略々等しし 、かや 〉 長く 、 中央

に塊状或は星状の色素体を有する。

山単胞子は塩釜に於レて9月下旬から放出したが、(9)~1O~12~ (14)μの直径を有し、発芽して

。アマノリ の幼芽となった。幼芽は (4) ~7~1I 個細胞のときに縦の細胞分裂を行った。

( 49 ) 
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Fig. 4. P. yez即時sis，Conchocelis-thallus in oyster shell. A-C vegetative branches， D， E 

sporangial branches. x 380 

考察

上記せる室蘭の材料をスサピノ リの原記載(殖田 1932)と比較してみると、 生態的な特徴につ

いては詳し く述べられてし、ないが、その体形 ・大きさ・精子褒斑の形・体の厚さ ・細胞の形・大き

さ・果胞子襲の分裂等よ く一致する。また精子護ヱコ分裂もよく似ているが、bの分裂が原記載では

2であるのに対し、室蘭の材料では大部分の精子襲で2となってし、る体が多く見られたが、4まで

分裂してし、る。また精子護の Cの分裂が8以上になっている場合も見られた。これに関して Tanaka

(1952)は記載に於L、ては殖田と同様な分裂様式を示してし、るが、 図を見ると精子嚢のbの分裂が

4になってし、るものもある。福原 (1958)は北海道各地のスサピ ノリ を調べて、精子嚢のbの分裂

( 50 ) 



2昼 間 肢の スサピ ノリ に つ い て

は4である とのべてし、る。また須藤

(1957)は東京湾に於いて スサピノ

リを同定し、その精子重量のbの分裂

は 2~4 と記してし、る。

これより 見ると、基準標本の再調

査も必要であるが、スサピノ リの果

胞子護 ・精子護の分裂にはある変異

があり 、原記載は前記したような精

子醸の b/4の分裂がおfljにしか 見ら

れなし、ような標本によったのではな

し、かと想像される。

初めに述べた松島湾の材料と の比

につレては別に報吉する。

ど____)

ハ
同
村
円
切
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Fig. 5. P. yezoensis， monospores of Conchoιelis-thallus 

and its germlings. The left with contents x 770， th巴

others x 580 
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Plate 1. P. yezc間口s，plants on high tide level at Kujiraharr."， on Dec. 17， 1955. A 

plants ¥Vith neutral sporangia， antheric1ia anc1 carposporangia， B sexual plants with 

anther;c1ia anc1 carposporangia. x ca 3/5 
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Plate 2. P. yezoens'is. A sterile ancl yOLlng sexu，，1 plants， s， C sexual plants. At NirasLl 

on Feb. 27，1953. x ca3j5 
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Plate 3. P. yezoensis， scxual plants. At Niras:J (A-C， E) and I(uj i rahan~a (D) on Feb. 27-Mar. 2， 

1956. x ca3/5 
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Plate 4. P. yezo仰 s-is，sexual plants. r¥t Nirasu (A-B) ancl i¥IototT'.引 i(C-Dl 011 June 8， 

1956. x ca 3/5 
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Plate 5. P. yezoensis. A asexlIal plant with nelltral sporangia， B， D plants with nelltral 
sporangia and antheridia， C plant with nelltral sporangia， antheridia and carposporangia. At 
Kujirahama (A) and Nirasll (B-D) on Feb. 27-Mar. 2 (A-C) and On June 6 (D)， 1956. x ca 
3/5 
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