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ノリ糸状体の色素並びに酸素放出について*

佐 脳
同

孝

ON THE PIGMENTS OF CONCHOCELIS-THALLUS OF PORPHYRA 

AND THE OXYGEN EVOLVED AT DIFFERENT 

ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

By 

Takashi SANO 

The investigation was made on the absorption spectrum of the pigments of 

Conchocelis-thallus in the shell and the quantities of oxygen evolved during Iillumination 

at di丘erentwater temperatures， chlorinities or the concentration of nutrient salts of 

C onchocelis-thall us. 

The results were : 

1) The absorption values of the hydrochromes extracted from Conchocelis-thallus 

were 495~500 mμ. 540mμ. 560~570 mμ. 620mμ. 

2) The absorption values of the chlorophyll， carotenoids measured in 90 percent 

ethanoI soIution were 435~440 mμ. 480mμ. 660~670 mμ. 

3) The absorption values of those pigments were almost identicaI to those of the 

extracted pigments fr官 nthe Iaver-thallus. 

4) Under the analogous exp巴rimentalcondition， the quantities of oxygen evolved 

during illumination decreased when the water t巴mperaturewas over 300C and at the 

chlorinity below 8%0 of the culture medium. 

5) The concentration of nutrient salts in the culture medium might be adequate 

when the Phosphate-P was kept under 2μg-atoms and Ammonia-N or Nitrate-N were 

kept under 80μg-atoms in liter of sea water. 

ま えがき

近年アマノリ 類の生活環に関しては、新崎1)(1952) .黒木2)(1953)・須藤3)(1954) .斎藤4)(1956)

山崎5)(1957)・尾形6)(1960)等の報告があり 、糸状期の生態が究明されるに従い、糸状体の人工培

養が行なわれるようになった。然し、ノリ の人工採苗を目的 とする糸状体の培養及び管理は、長期

間を要する ことから、それらに関しては猶種々な問題があるように思われる。

著者はノリ糸状体の生育環境を解析する 1方法と して、糸状体の色素について測定を行なし、、併

キ東北海区水産研究所業績第 157号
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ノリ糸状休の色素並びに酸素放出について

せて同化作用に影響を及ぼす 2. 3の環境要因につレて、若干の知見を得たのでその結果を報告す

る。

試料並びに測定方法

A) 試料

実験に用いた試料はすべて室内培養の糸状体で、果胞子はすべてカキ殻の内面に播種し、貝殻の

内面を上にして室内培養したものであるO 材料は昭和 33年4月29日に宮城県雄勝湾口で採取し

た母藻(スサピノリ?)を使用し、栄養塩類を加えて培養した糸状体につし、て、水溶性 ・脂溶性色素

の吸収曲線並びに同伯作用による酸素放出量の測定を行なった。

B) 色素の測定方法

1) 糸状体の水溶性色素

水溶性色素の抽出及び測定は、糸状体の穿孔した貝殻数枚をブラシでよく洗糠して附着物を除去

した後、貝殻を粉末にし約 80gを硝子瓶に入れ、蒸溜水と数滴のクロロホルムを加えてよく振り、

暗所に 7日間放置して色素を拍出し、東洋温紙 NO.5 Cで漣過した液を厚さ 1cmのセルに入れ、

目立製 EPU-2 型分光光電光度計で 450~650mμ の吸光値を測定した。

2) 糸状体の指溶性色素

脂溶性色素の抽出及び測定は、水溶性色素の測定と同様に貝殻紛末 2~3g に、 90% アセトン

20 cc を加えて、 1 夜抽出した後、抽出液が無色になるまでくりかえし、 全拍出液にエーテル 1O~

20 ccを加えて振り、更に蒸溜水を加えて色素をエーテル層に移行させた。 次にアセトンー水系

を除去した後、エーテルを減圧で溜去し、残溜物に 90%アルコール 10ccを加えて色素を溶解さ

せ、水溶性色素の測定と同様に光度計で 400~700mμ の吸光値を測定した。尚卵殻に穿孔した糸

状体についても同様に測定した。

C) 糸状体の酸素放出量の測定

糸状体の穿孔した貝殻を海水でよく洗糠して附着物を除去した後、 広口硝子瓶 (300cc)中に貝

殻の内面を上にして l枚づっ入れ、静かに培養海水を加えて口まで満たし、酸素瓶の蓋の様に斜め

に切ったゴム栓で密閉した。次にこれを硝子水槽中に設置し、約 30cmの距離から 100Wの電球

を照射し 2時間培養し、培養海水中の酸素量を Winkler法で測定し、 lL中の酸素量(cc)で比較

した。

測定結果

A) /リ糸状体の色素

先づノリ糸状休並びに藻休のy水'kく溶i性生色素及び

糸状体は空気を送入しながら一定量の栄養塩をカ加日え、約3ヶ月以上室内で培養したもので、貝殻の

内面は一面に黒くなったものである。尚ノリ藻休は昭和 33年4月29日、雄勝湾口で採取したもの

で約 0.2gを使用した。
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量主野佐

水溶性色素1) 
D 

室内培養した糸状体の水溶性

500mμ 色素の主要吸収値は、

・ 540mμ ・ 560~570mμ及び

これらの吸620mμ であった。

収値はノリ藻体の水溶性色素の

吸収値に一致し、 ノリの藻体と

同様にフイコエリ スリ ン・フ イ

コシアンの存在を示すものと考

2) 

ノリ 糸状体の脂溶性色素の主

435 ~ 440mμ ・

Q8 

要吸収値は、

480mμ ・ 660~670mμ であっ

た。糸状体の脂溶性色素の吸収

値は、水溶性色素の吸収値と同

様に、ノリ藻体の脂溶性色素の

脂溶性色素

えられる。
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ピークに一致してし、る。即ち、

クロロフィル ・カロ チノイド系

400 

色素が主要成分と考えられる。

次に糸状体の穿孔した貝殻を

紛末にし、その紛末量と脂溶性

色素の吸光値との関係は第 2図に示すようにな

水溶性色素友ぴ脂溶性色繁の吸収曲線
A .B.C・.....水溶性色素
A.B ・e・e・糸状体(貝殻)

C・0・6・ 藻 体
D.E・F・G ー脂溶性色素

D.E 一糸状休(貝殻)G一糸状休(卵殻)
F ー藻 体

第 1図

る。

脂溶性色素の 435mμ 及び 670mμ におけ

D 

。

る吸光値は、いづれも糸状休の穿孔した貝殻粉

末の量に比例して直線的となり 、同一条件の貝

殻粉末の一定量を用いて色素を測定することが

出来る。この測定を用い糸状体の培養日数と脂

溶性色素の吸光値について しらベた。

糸状体は昭和33年4月29日にカキ殻に播種

したものを、lOL入の硝子水槽中で空気を送
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入し、 海水の pH を 8.0~8.4 に調節しながら、

一定量の栄養塩類を加えて室内で、培養したもの

である。培養海水は時々松島湾内から採水した

( 40 ) 

11) 2D 3.0 g 

貝般粉末畳と色素の吸光値との関係
0-435mμ の吸光値

・一一670mμ の吸光値

0.2 
第 2図



ノリ糸状体の色素並びに酸素放出について

海水と交換した。

培養日数と脂溶性色素の 435mμ.670mμ の吸光値 (D)は、第 1表に示すようになる。

第 1表 培養回数と色素の吸光値 (D)

0.2 i 0.5 1 1.0 1 5，0 I 7.0 

培養後 1ヶ月経過した糸状体は、

肉眼でようよう観察出来るようにな

ったもので、貝殻粉末 5g以下では

培養日数

1 ヶ 月

何小可 6釘mベ小7苅4十01十い|ド435川吋 6い:側
一:一l!一|一:一|一!-1ド0.041i 

色素は顕出されなかった。然し 2ヶ

月後には糸状体は可成り生長し、貝

殻粉末 19・1ヶ年後には O.2gの

粉末量で色素の測定が可能であった。

糸状体の色素量は貝殻に穿孔した糸

2 ケ 月 1 - i -10叫-10.1中吋叩 05

ケ 年 0.1中ゆ 2中ゆ的 261 i 1 

状体数によって、相異するものと思

われるが、糸状体が生長するに従って、色素は増加することが考えられる。

B) 糸状体の酸素放出量

これらの結果、ノリ糸状体は藻体と同様に、クロロフィル・カロチノイド系色素並びにフイコエ

リスリン・フイコシアン等の色素の存在することが推察される。そこで糸状体の光合成による酸素

放出量について、水温・塩素量及び栄養塩に
02""lpH 

却

勾|

8.2 

8D 

1.0 

• 

-• 

./ 

l' 2 3 4 5 6 時分 '

第 3図 時間による酸素放出量と pH
・一一酸素放出量 (02ccjL) 
O -p H  

2) 水温の影響

よる影響をしらベた。糸状休はし、づれも同一

のものを使用して実験を行なった。

1) 時間による酸素放出量と pH

先づ水温 ・塩素量による影響について述べ

る前に、沖合から採水した海水 (C118.6施。)

を用し、て、IOOWの電球を照射し、水温

I40C における酸素放出量及び pHと時間と

の関係について検討した。

時間による酸素放出量と pHは、第3図に

示したように、 一定の培養条件では酸素放出

量は、時聞に比例して直椋的となり 、糸状体

の同イじ作用によって海水中の炭酸塩が消費さ

れ、 pHは次高に高くなったものと考えられ

る。

夏季糸状体の人工培養を行なう場合、気温の上昇と共に培養海水の水温が高くなる場合が予想さ

れるので、300C以下のそれぞれの各水温における酸素放出量について しらべた。

水温による酸素放出量は、 第4図に示すようになった。 尚同時に測定した pHについても図示

した。
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佐野 孝

糸状体の酸素放出量は 160C. 200C・250C

・270Cの各水温で、2時間培養した場合に

は、培養海水中の酸素量はほぼ一定で変佑

は見られなかった。然し水温 300Cで培養

した場合には、水温 270C以下よりも酸素

の放出量は著しく減少した。尚 pHは水温

270C以下では、いづれも 7.8より 8.0に

o oclPH 

「一一一-1 s-ー曹

¥ 

¥、

上昇したが、水温 300Cにおいては pHは 0.6 

上昇しなかった。
16 18 20 25 'l:7 30 Vlt't: 

3) 塩素量による影響 第 4図 水温による酸素放出量と pH
@一一酸素放出量 (02ccjL)

O-pH 
塩素量 18.0%0の海水に蒸溜水を加えて

それぞれの濃度に稀釈し、一定量の栄養塩

類を加えて、水温 140Cで2時間培養した。糸状体は水温の影響をしらべたもの (・)と同一で、

あるが、更に別の糸状体 (-0ー)につし、ても同様に培養を行なった。

Occ 
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0.6 
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4 8 10 14 16 CQ~t1 

第 5図塩素景による酸素放出量

主昆素量によ る酸素放出量は、第5図に示すよう

に、C18施。以上では酸素の 放出量はほぼ一定で変

イじがなかったが、 C14施。内外では酸素の放出量は

急激に減少した。

4) 栄養塩の濃度による影響

塩素量 18.05%0の海水中に、KH2P04・NH4Cl.

KN03をそれぞれ種々の濃度に加え、水温 170Cで

100Wの電球を照射して 211寺間培養した。

海水は松島湾内から採水したもので、Phosphate

-Pは 0.6μg-atomjL・Nitrate-Nは 4.0f-Lg-

atomjL・Ammonia-Nは殆 んど顕出されなかっ

た。

栄養塩の濃度を異にする場合の酸素放出量は、第2表に7.rすようになる。

第 2表 栄養塩の温度を異にする場合の酸素放出量 (02ccjL)

栄養温の濃度 I 2 1 5什1 10川lμ::プγi:了オa抗「t1r(

目吋a匂日P¥ド同iば川:認;| i i 3 |ド川同川iば改川;泣判~\ 二| 二| 二| 二1 =: 
Ammo山 |二l二|111|ij;|iロ|iJ111剣
山 e-N ¥二 1:jillfili:i;i:|i認|11;lii; 
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ノリ糸状体の色素並びに酸素放出について

先づ松島湾内から採水した海水を用レて、水温 170Cで 100Wの電球を照射して 2時間培養し

た場合には、酸素の放出量は約 1ccjL程度で、あった。この海水中に Phosphate-P0 Ammonia-N 

. Nitrate-Nとして、第 2表に示したそれぞれの濃度で、同一糸状体を使用して培養した。

この結果では、 Phosppate-Pとして 2μg-atomjL以上の濃度では、酸素の放出量は減少する

傾向が見られる。 Ammonia-N の場合は 80μg-atomjLの濃度までは、酸素の放出量は次第に増

加したが、 それ以上の濃度では酸素の放出量は減少した。 Nitrate-Nは Ammonia-N とほぼ同

様に 100μg-atomjL以上の濃度では、酸素の放出量は減少する傾向が見られる。

考 察

糸状休の色素の吸収曲線で見られる顕著な ピークは、アサクサノリに固有な吸収帯と考えられ

る。即ち、水溶性色素においては 500mμ ・540mμ .560~570mμ 及び 620mμ，脂溶性色素で

は 430~440mμ ・ 480mμ. 660~670mμ(90% エ タノール溶液)で、ノリ 藻体の扱収1FFにほダ一

致する。前者は色素蛋白フ イコエリスリン・フ イコ シアン・後者はクロロフィル ・カロ チノイド系

色素と考えられる。従って、ノリ 糸状体は諜体と同様に、これらのクロロフ ィル・ カロチノイ ド色

素を主体として、光合成を営むものと考えられる。

糸状体の同化作用に影響を及ぼす瑞境要因中、水温 ・塩素量及び栄養塩の濃度について見ると、

同一培養条件ならば、水温 300Cでは糸状休の同化作用は阻害されるようで、夏季糸状休の培養は

なるべく 300C以上に上昇させなし、ことが必要のように思われる。

塩素量の濃度による影響は、C18施。以下では糸状体の同化作用は阻害されるようである。

ノリ糸状体の生長と塩素量の濃度に関して、新崎は C110 施。以下 ・斎藤は C111 施。以下ではい

づれも糸状体の生長が遅れることを見ており 、又尾形は chlorossityが 11.6以下では、糸状体の

生長がおさえられることを報告してレる。糸状体の生長は水温 ・光等によっても相具するものと思

われるが、特に春季には珪藻類の増殖・赤潮等の発生により 、海水中の燐酸塩 ・窒素塩等の存在量

は少なく 、時には皆無にな る場合もある。従って、人工培養の際には糸状体の生長が遅れる可能性

が考えられる。更に糸状休が生長するに従って、 培養海水中の pHは上昇し、炭酸塩 ・燐酸塩 ・

及び窒素塩等は不足することも考えられる。

このような場合には、Phosphate-Pとして 2，ug-atomjL以下・ Ammonia-N及び Nitrate-N

としては 80μg-atomjL以下の濃度で、pHを調節しつつ培養することが適当のよ うに思われる。

その他、 有機質が多 く亜硝酸塩等の含有量が多L、湾内水で、長期間糸状休を培養した場合には、

海水中の有機物の分解等により 、亜硝酸塩 ・アン モニア塩等の増加となり 、これと反対に海水中の

酸素は消費され、糸状体に病室を起す可能性も考えられる。

従って、長期間に亘る糸状体の培養 ・管理に関しては、これらの対策に対しでも考慮すべきであ

ろう。

摘 要

ノリ糸状体の水溶性色素及び脂溶性色素について測定し、糸状休の同化作用に影響を及ぼす水
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佐野 孝

温。塩素量並び7こ栄養塩の濃度につL、て検討した。

1) 糸状体の水溶性色素の吸収帯は、 495~500mμ. 540mμ ・ 560~570mμ 及び 620mμ であ

った。

2) 糸状体の脂溶性色素の吸収帯は、 435~440mμ ・ 480mμ ・ 660~670mμ(90% エタノール

溶液)であった。

3) これら糸状休の色素の吸収帯は、ノリ藻体の色素の吸収帯に一致する。

4) 一定の培養条件では、水温 300C以上・ 塩素量 8%0以下では、糸状体の同化作用は阻害さ

れるようである。

5) 栄養塩の濃度は、燐酸塩として 2p.g-atomjL以下・アンモニア態窒素及び硝酸態窒素は

80μg-atomjL以下の濃度で、培養することが適当のように思われる。

終りに本文の御校闘をいただし、た当研究所谷田専治博士・谷井潔博士に厚くお礼申上げる。
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