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II. 

アマノ リ属数種の細抱学的て研究

果胞子発芽体の細胞分裂II. 

鬼 頭 鈎*

Cytological stu:dies of several species of :Porphyra 

Mitosis in carpospore-germlings of Porphyra yezoensis 

Hitoshi KITO 

Abstract 

The carpospore-germlings of PO少phyrayezo側 sisobtained from the matぽ ial
c611ected in May at Nanaehama， near Hakodate，were fi却 d恒 Camoy'sfiuid and 
stained with a mixture prep晶，red即 co吋ingto Wiももmann'smethod.'l The nuclei 
and chromosomes in the germling cells were sぬinedwell乱ndcould be民地dily
observed by squωh method. The first di吋sionof the nucleus took place in the 
C品村.tyof the germinated c晶，rp倒 porewhen its germ-tube attained about 20μ h 
length. The number of chromosomωcounted in the meぬphωeofぬedivision 
were日ixindicating thatもhecarpospore-germling or the conchocelisstage of the 
prese凶 speciesis diploid， at least. in anω，rly伽 ge'of its development. In 
anaphase， the spindle fibers were ob関門事d，0，凶，weentwo grOllpB of da時 h飴r
chromsomes of which . one !VOup gr吋.uallymigraおdinto the germ-tube while 
ぬeothel' rem畠，inedwithin the original cavity of the carpospore. The second 
nuclear di吋sionωokpl町 ein the sept乱ぬdgerm-tube cell or the貧rsむ創晶menωm
cell of the conchoω，lis' stage. The'nucleus'in the Or単nalcavity of the ω可制pore
W舗 no色h仕le'!'t到sting鍋島gebu七'118帥】ly:inthein切首n“おもe前島ge回 nslsting'l)f 
U也ltIerouschiomat泊 granul凶， andrarel，ァ以港島ndivision-showing six chromsome唱
h回協1削8e.

車庫 書

アマノリ類の果胞子発芽体，すなわち糸状体の細胞学的研究はまだ充分行なわれていない点がある

ので，いくつかの種類について研究を試みているが POTphyrayezoensisの果胞子発芽体の初期発生

を室内培養によ'ヮ壱細胞学的に観察し，三三の知見を7得たのでここ Ir.報告する。

ζの研究は，筆者が北海道大学大学院在学中現花機道大学名誉教授時田 R智博士の御指導のもと

に行なったものであり深く，感謝の意を表する。

材 料 と 方 法

本研究の材料としたノリ葉体は 1967年5月3日，函館市外七重浜で採集し，北海道大学水産学部水

産植物学実験室に持ち帰り，温過海水でよく洗った後，溢過海水を満たして底にズライドグラスをしき

'つめ?と銀化ピニ-}レ艇のパットの水中従業体巻浮かしτ2日閉そのまま放置しp 崎県胞子の放出を行な

わせた。それから業体を取り除き，その後更に3日間常温室内で果胞子発芽体を繕養じてから，スライ

炉事 岩鴻遺大学ポ産学重苦植物拳薮室
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下グラス Cとカルノア氏液(アルコール 3，氷酢酸 1)で固定し，ウイットマン氏の酢酸・鉄ヘマトキ

シリン・抱水クロラール法η を用いて染色し，押しつぶし法lとよりプレパラートを作成して観察した。

観察結果

業体から放出された直後の果胞子の核は休止核ではなく，多数の染色粒がみられる。スライドグラ

スに附着した果胞子は放出後5日目にはほとんどのものが発芽管を出しており p 果胞子の細胞腔内に

ある核には放出直後と同様の多数の染色粒が存在する (Pl.I!， Fig. A)。やがて発芽管が長さ約 20μ

lC達する頃，果胞子腔内で核分裂が始まり，染色体が形成され，分裂中期には 6個の染色体が数えら

れた (Pl.1， Figs. A -F; Pl. II， Figs. B-D)。分裂中期側面観では染色体はー列に帯状に並ぶ (Pl.1， 

Figs. G & H; Pl. II， Fig. E) ，分裂後期には紡錘糸がみられ (Pl.1， Figs. 1 & J)， その後p 分裂し

たこつの染色体群すなわち娘核は次第に離れ (Pl.II， Fig. F) ，一方はそのまま果胞子腔内に残り，他

方は発芽管の中n，:入り p 次第にその中心または先端部へ移動する (Pl.1， Figs. K & L; Pl. II， Figs. 

G-I)。分裂終期には発芽管の基部の近くに細胞膜ができ，第1回目の細胞分裂が完了する。

果胞子腔内11:残った娘核は休止核の状態を示すζ となし多数の染色粒のかたまりの状態にとどま

っている。発芽管内Iζ移った方の娘核は第 l回目の核分裂と同様の分裂を続げp 第3回目の分裂まで

観察する乙とができたがp 分裂中期lとはいずれも 6個の染色体を数えることが出来た (Pl.1， Figs. 

M-S; Pl. II， Figs. J-M)。

考察

アマノリ類の果胞子は，受精の結果形成きれる場合(POゆhyratenera5)， P. yezoensisの，Porpyra 
Sp.2)等の例がある)と，受精なしに形成される場合 (P.umbilicalis3

)) とが知られ，前者では受精直

後Il.減数分裂が行われて呆胞子は haploidであるとする説的と，減数分裂なしに果胞子が形成され，

従って果胞子は diploidであるとする説2)6)とがある。呆胞子の発芽体すなわち糸状体の核分裂相11:

関しては haploidと diploidの両方の場合があるとの報告があるが (P.t朗 eral)).詳細な発表はま

だ無い。糸状体の染色体については Krishnamurtlポ〉が写真と図で示しており，また，糸状体の胞子

形成の際，胞子嚢の内容が2-4個lζ分裂してそれぞれ胞子になり，真正紅藻類の四分胞子形成と酷似

する ζ と，すなわち胞子形成の際lC減数分裂が行なわれるのではないかという ζ とが最近p 右田・安

部のによって論じられている。乙のように，アマノリ類の生活史の上から糸状体の核分裂を明らかに

する乙とが必要であるが本研究によって， P・yezoensisの糸状体は少なくとも発生の初期は diploid

である ζ とが確かめられ，本種の diploidである果胞子がめP 減数分裂なしに発芽して糸状体を作る

ζ とが明らかになったわけである。今後の課題は，糸状体の発達過程および胞子形成過程における核

分裂の研究である。
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Explanation of Plates 



PLATE 1 

Porphy叩 yezoensisUed晶

Photomicrogr晶.phs of ωrpospore-germlings fixed and st乱.ined according to 
Wittmann's method to show the nuclei and chromosomes (2n=6) 

Figs_ A-F. Met晶ph乱鴎 ofthe first di吋sion，showing six chromo自ome自

Figs. G & H. Side view of the me旬.phase

Figs. 1 & J. E晶rly晶n晶pha鵠 of the fir白色 division; 自pindlefibers make their乱.ppe品r乱nce
beもweentwo daughter-chromosome groups 

Figs. K & L. One and the飢 megermling photographed by focussing at two different 
leveIB. One of the two d品ughter-chromosomegroups is seen migrated inωthe germ-tube， 
while the other is remaining in the original c肝 ityof the c畠中ospore

Figs. M & N. Metaphase of the自econddivision in the fil品mentouscell of晶 two-celled
germling 

Fig. O. Side view of the metaph品目ein the second division 

Figs. M & N. An乱.phωeof the seωnd di吋sion

Figs. R & S. Met乱phaseof theぬirddivision in the晶picalfilamentous cell of品 three-
celled germling 

(Figs. A-S， x 1030) 
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PLATE II 

Porphyra yezoensis Ueda 

。品mer品 Lucid乱世間ingsof carpospore静 rmlingsfixed and嗣 泊edaccording 
ωWi悦m乱nn'sme色hodもoshow the nuclei and chromωom田 (2n=6)

Fig. A. Prophase of the nucleus in the first division. showing twenty chroma品in
~r，晶nules within the nuclear caviもy

Figs. B-D. Metaphase of the fi悶 tdivision 

Fig. E. Side view of metapha鈎

Figs. F-I. Anaphωe ofもhefirsもdivision

Figs. J-M. Me旬phaseinもheseωnd division which tak回 placein もhefil晶menωus
冊 IIand乱Isorarely in the original c肝 ityof the carpospore (Fig. M) 

(Figs. A-M， x 14(0) 
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