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The fine structure of a marine spiral chain forming colonial diatom, Bleakeleya notata, from epiphytic habitat in Japan 
was examined by light and scanning electron microscopies. The following morphological features of this species are 
described in detail for the first time. Bleakeleya notata has the areola occluded by the velum and the perforated bands 
consisted of three types.

Key index words: Bleakeleya, Bleakeleya notata, marine benthic diatom, morphology, spiral chain colony.       

（2012 年 12 月 25 日　受理）

海産珪藻 Bleakeleya notata (Grunow) F.E. Round の形態と生態

Morphology and ecology of marine diatom Bleakeleya notata (Grunow) F.E. Round

　マメホシガタケイソウ属 Bleakeleya は Round et 
al. (1990) により，ホシガタケイソウ属 Asterionella
から新しく組合わされた羽状類無縦溝珪藻で，
オ ビ ケ イ ソ ウ 目 Fragilariales， オ ビ ケ イ ソ ウ 科
Fragilariaceae に属する．本属のタイプ種である
Bleakeleya notata (Grunow) F.E. Round は Grunow 
(1867) により，ホンジュラス共和国 (Honduras)
から Asterionella  bleakeleyi  Wm. Smith  var. notata 
Grunow の名で新変種として記載された．その後
Round et al. (1990) により Bleakeleya に組合せられ，
現在に至る．本研究では，Bleakeleya notata の海藻
付着の様子と被殻の微細構造について新知見を得た
ので，ここに報告する． 

材料と方法
　本研究で用いた試料は，2011 年 5 月 19 日に千
葉県館山市坂田地先の磯 (34˚58' N, 139˚46' E) で
採集された紅藻ウスカワカニノテ Amphiroa zonata 

Yendo 上 か ら 得 ら れ た ( 標 本 番 号 : MTUF-AL-
HS1185，鈴木秀和 )．
　採集した試料はサンプルビンに入れて実験室に
持ち帰り，光学顕微鏡 (LM) で群体や葉緑体などの
生細胞の構造を観察した後，2.5% 海水グルタール
アルデヒド溶液で固定した．この試料は東京海洋
大学水産資料館に保管した．
　 珪 藻 試 料 は 定 法 ( 南 雲 1995， 長 田・ 南
雲 2001) に 従 っ て 処 理 し た 後，LM お よ び
SEM(HITACHI-S-4000 と S-5000) で観察した．本
稿で用いた珪藻の形態に関する術語は小林ほか
(2006) と Lobban et al. (2011) に準拠した。

結果と考察
Bleakeleya notata (Grunow) F.E. Round, In Round 
et al., Diatoms: 664, 1990.
Basionym: Asterionella bleakeleyi Wm. Smith var. 
notata Grunow, Hedwigia 6: 2, 1867.

Hidekazu SUZUKI1 , Yurika MIKAME1, Jiro TANAKA1 and Keigo OSADA2

1Graduate School of Marine Science and Technology, Tokyo University of Marine Science and Technology

4-5-7, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-8477, Japan
2Department of Biology, The Nippon Dental University, School of Life Dentistry at Niigata,

1-8 Hamaura-cho, Chuo-ku, Niigata 951-8580, Japan

鈴  木　秀  和
三  瓶　ゆりか
田  中　次  郎
長  田　敬  五

東京海洋大学大学院

新潟生命歯学部



2

Synonym: Asterionella notata (Grunow) Grunow, In 
Van Heurck, Synopsis: pl. 52, fig. 3, 1881. 
　本種は Grunow (1867) がホンジュラス共和国
産のホンダワラ類 Sargassum 上から発見した．こ
れまで浮遊性種として，世界の沿岸の温暖帯およ
び熱帯水域から報告がある (Körner 1970, Hasle & 
Tomas 1996, Viličić et al. 2009) 汎布種であるが，
付着性種として発見されることもあった (Lobban 
et al. 2011)．本邦では浮遊性種として南雲・真山
(2000) が沖縄県瀬底島沿岸から，付着性種として
は Takano (1963) が神奈川県真鶴沖の漁網上から , 
鈴木・南雲 (2004) が伊豆諸島八丈島産の紅藻カギ
ケノリ Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan 上
から報告している．今回，筆者らは本種が千葉県
館山市坂田地先磯の潮間帯に生育するウスカワカ
ニノテ群落上に広く付着する現象を確認した (Fig. 
1)．肉眼でも十分確認できるほどの被覆量で，これ

だけ多量に，かつ大きな群体が観察されたのは初
めてである．
　被殻は異極性．葉緑体は円盤状あるいは楕円体
状で，殻壁に沿って細胞全体に散らばる (Figs. 2, 3)．
採集後，数時間経過した細胞の葉緑体は粒状に変
形し，核の周りに凝集する (Fig. 5)．殻面の外形は
逆楔型．殻幅の狭い殻端は頭状に膨らみ ( 以降，頭
端と呼ぶ)，殻幅の広い殻端は角の丸い四角形（以降，
足端と呼ぶ）になる (Figs. 6-8)．殻長が長い殻面は
殻中央部がわずかに膨れ (Fig. 6)，殻長が短くなるに
したがい楕円形になる (Figs. 9, 10)．帯面の外形は四
角形で足端部はやや広い (Figs. 11-14)．殻長は 30.4
〜 124.8μm，殻幅は足端部で 9.6 〜 12.0μm．殻肩
は足端部では不明瞭，殻中央部から頭端部にかけて
明瞭な針列をもつ (Fig. 15)．針端は鋭く尖り，すべ
て頭端側を向いて並ぶ (Fig. 17, 矢印 )．さらに頭端部
には短い針が数個並ぶ (Fig. 17, 矢印 , Fig. 26)．頭端

Figs. 1-5. Bleakeleya notata. LM images of living cells. Figs. 1. Colony attached to Amphiroa zonata. 
Figs. 2, 3. Living cells. Figs. 4, 5. Spiral chain colonies.
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には 1 個の唇状突起が軸域に沿って存する (Fig. 6, 
8, 15, 16, 矢尻 )．唇状突起の外部開口は楕円形で
突出しない (Figs. 15, 17, 矢尻 )．内部開口は 2 枚
の唇状の縁をもつが，一般的な無縦溝 Fig. 26)．頭

には 1 個の唇状突起が軸域に沿って
存する (Fig. 6, 8, 15, 16, 矢尻 )．唇状
突起の外部開口は楕円形で突出しない
(Figs. 15, 17, 矢尻 )．内部開口は 2 枚
の唇状の縁をもつが，一般的な無縦溝
珪藻に見られる唇状突起のような長い
管をもたない (Figs. 16, 18, 矢尻 )．足
端部には足端小孔域 (basal pore filed, 
campus pororum basalis, Lobban et al. 
2011 による新称，日本語訳は本研究
で新称 ) をもち，殻面の条線列とはブ
レース（ } ）型の無紋域 (Figs. 6, 8, 矢印 )
により区別される．ブレース（ } ）型
の無紋域部は外面にわずかに肥厚する
(Fig. 11, 矢印 , Fig. 19, * 印 )．被殻は細
胞分裂後，この足端小孔域のみで繋が
り，頭端は扇状に広がる (Fig. 5)．そ
の際，足端小孔域の殻套の微妙な差
異 (Fig. 27, * 印 ) により，分裂後の殻
が順にずれて，らせん状群体が形成さ
れる (Fig. 4)．条線は 10μm 当たりに
35 〜 40 本で，殻面全体でほぼ平行
に配列し (Figs. 19, 20)，足端小孔域
ではブレース（ } ）型の無紋域部の中
央を基点 (Fig. 19, 二重矢尻 ) に放射状
に配列する (Körner 1970, p. 645, fig. 
130)．条線は 1 列の胞紋列からなる．
各胞紋はほぼ四角形で，篩板をもつ
(Fig. 21)．間条線は狭く，内面にわず
かに肥厚する (Figs. 18, 20)．
　半殻帯は少なくとも 4 枚の帯片をも
つ (Figs. 22-25)．何れの帯片も幅広い
表出部 (Fig. 28, Pe) に楕円形の胞紋列
を伴う．胞紋列は縁に平行な 1 本の無

Figs. 6-14. Bleakeleya notata. LM images 
of valves and frustules. Figs. 6-10. Valve 
views. Figs. 11-14. Girdle views of frustules. 
Arrowhead indicates the rimoportula. Arrow 
indicates the }-shaped rim.
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Figs. 22-28. Bleakeleya notata. SEM images of cingula. Fig. 22. Girdle view of a frustule. Fig. 23. Girdle 
view of apical pole, showing the cingulum composed of a valvocopula (VC) and three bands (B2-B4). Fig. 
24. Girdle view of basal pole, showing the cingulum composed of a valvocopula (VC) and three bands (B2-
B4). Fig. 25. Bands. Arrowhead indicates the chasm of band. Fig. 26. External apical polar view showing 
the cingulum composed of a valvocopula (VC) and two bands (B2, B3). Fig. 27. External basal polar view 
showing the cingulum composed of a valvocopula (VC) and two bands (B2, B3). Asterisk indicates the 
valve mantle. Fig. 28. Detail of external view of a valvocopula. EV. Epivalve. HV. Hypovalve. Pe. Pars 
exterior. Pi. Pars interior.

4

紋域によって 2 〜 5 個の胞紋と 1 〜 2 個の胞紋に
分断される (Fig. 28)．帯片内接部は狭く，胞紋列
や突起等をもたない (Fig. 28, Pi)．これらの帯片は
ほぼ同様な構造ではあるが，微細構造によって以
下の 3 タイプに区別できることが明らかになった．
　タイプ１(VC) : 接殻帯片．殻に隣り合う帯片で，
頭端部で開放し (Fig. 26)，閉鎖端で表出部が半円
状に広くなる (Fig. 27)．
　タイプ２ (B2, B3) : タイプ１とは，1 〜 2 個所で
途切れ (Figs. 22, 23, 25, 矢尻 )，断片様の帯片をも
つ点と足端部付近で大きく湾曲する (Fig. 24) 点で
異なる．第 2 帯片は頭端部で開放 (Fig. 26)，第 3

帯片は閉鎖型．両帯片とも胞紋列はタイプ１と同
じ構造． 
　タイプ３ (B4): タイプ１と２と比べ，次の点で構
造が異なる．胞紋の大きさが小さく，その数も少
ない．表出部は足端部付近で急に広くなり，胞紋
が散在する (Fig. 24)．タイプ２と同様に途中 1 〜
2 個所で途切れ，断片様の帯片をもつ (Fig. 23)．開
閉は不明． 

謝　辞
　本研究を遂行するに当たり，生命歯学部生物学
教室の南雲保教授には，終始，有益なご助言をい

Figs. 15-21. Bleakeleya notata. SEM images of valves. Fig. 15. External view of a whole valve. Fig. 16. Internal view of a 
whole valve. Fig. 17. External apical polar view showing the opening of rimoportula (arrowhead) and spines (arrows). Fig. 
18. Internal apical view showing the rimoportula (arrowhead). Fig. 19. External basal polar view showing the }-shaped rim 
(asterisk) and a small eccentric nodule (double arrowhead). Fig. 20. Internal basal polar view showing a small eccentric 
nodule (double arrowhead). Fig. 21. Detail of external view of valve showing the areolae with vela.
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逆問題としての不確かさ

Uncertainty as an Inverse Problem

生命歯学部 大崎弥枝子

Yaeko OHSAKI

Department of Physics, School of Life Dentistry at Tokyo

The Nippon Dental University,

Fujimi 1-9-20, Chiyoda-ku,Tokyo,102-8159,JAPAN

(2013 年 2 月 8 日 受理）

Usually exprimental deta are represented with error, however, these notation are not necessarily 
universal, nor adequate, especially in the phenomena of probability. Uncertainty representation is 
proposed in 1993 as GUM ( Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement ). In this article
we discuss error and uncertainty from the point of inverse problem.

Key words : Uncertainty, Error, Inverse Problem

1. 順問題と逆問題

近代科学はコペルニクスの天体観測による地動

説やガリレオの実験結果等で見出された様々な法

則にはじまる。その後、ケプラーはティコ・ブラー

エの膨大な天体観測記録を惑星運動の３法則にま

とめた。ニュートンは運動を記述する法則を発見し、

ケプラーの法則などを基に万有引力の法則を導い

た。運動法則は微分方程式として表わされ古典力学

の基礎となった。

物理法則は関数方程式、特に微分方程式として表

わされることが多い。その法則が成り立つと思われ

る現象では、それらの方程式の初期値問題や境界値

問題として、設定条件を満たす未知関数を求めるこ

とや固有値等を計算することを順問題という。この

ような順問題では、その多くは解の存在や一意性、

安定性が保障されている方程式であり、解いた結果

と観測や実験データを比較検討して解析する。原因

を入力して、数理モデルからの予測で結果を推定す

る方法である。

一方、測定や観測で得られた結果から、元の源を

推定したり、法則を見出す問題を逆問題という。前

述の物理法則の多くは観測データから逆問題を解

いて得られたものとみなすことができる。自然科学

に限らず社会現象等においても、いろいろな経験則

が知られているが、それらも観察結果のデータ類等

から、逆問題を解いて導かれたといえるであろう。



すなわち結果から原因を推定したり、データから数

理モデルを推定する方法である。しかしながら、逆

問題は解の存在性、一意性、安定性が保証されてい

ないという意味で非適切な問題だといわれている。

現実の世界では様々な測定を行い、ときに数理モ

デルの結果とつき合わせ、ときにシステムを考え直

す等、いわば、順問題と逆問題の両視点を行き来し

ているといえるが、逆問題からの視点を意識するこ

とは少ないと思われる。

近年、技術の進歩はハードだけでなくソフト面で

も著しく、自然科学以外でも様々な分野で多くのデ

ータが蓄積されている。それらを活用して有用な情

報とするには、もっと逆問題の視点からの様々な分

析やいろいろな解析が開発される必要がある。

2 誤差と不確かさ

科学的な解析には適切な、あるいは与えられた条

件での測定・計測が欠かせない。測定結果の信頼性

を表現する伝統的な方法は、測定値と真値の差とし

て定義される「測定誤差」の考え方に基づいてきた。 

 

測定誤差はしばしば系統誤差（かたより）と偶然

誤差（ばらつき）に分類され、それぞれについて評

価を行ったうえで、二乗和方式あるいは絶対値和方

式で合成し、総合的な誤差が求められる。しかしそ

の概念としてのわかり易さにもかかわらず、「真値」

という不可知量が定義に含まれることによる原理

的困難、偶然誤差と系統誤差の境界がしばしば判然

としないこと、系統誤差をどう合成するかについて

の考え方の混乱など、現実の評価にあたっての幾つ

かの困難が、測定誤差という指標には存在した。 

また、このような測定や計測値の信頼性の表現は

それぞれの目的や歴史的な背景のため、国や時代、

分野によって異なる。しかし計量標準として SI 単

位系が採用されたように、測定結果の信頼性の評価

と表現の統一的な方法を定める必要がある。 

国際度量衡委員会（CIPM）は 1970 年代後半に、

測定結果の信頼性の評価・表現について、問題を提

起し、1993 年に ISO(国際標準化機構)等を含む７つ

の国際機関の名前で「計測における不確かさの表現

のガイド（Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement : GUM）」が出版された。 

GUM は評価手順のルールの中に「真値」や「測

定誤差」といった原理的に不可知な量は持ち込まな

いという立場を採用し、従来からの同種の概念と区

別するため、測定の信頼性の新しい指標として「不

確かさ（Uncertainty）」を導入した。GUM に述べ

られた不確かさ評価の考え方には、技術的合理性と

一貫性が認められたため、｢不確かさ｣の考え方は測

定の信頼性が重要となる局面で利用されるように

なっている。計測標準の国際比較 などの他、測定

結果のトレーサビリティの表明などでは、必須情報

として広く利用されるようになっているが、一般の

学術論文や技術文書の中での利用は、まだ部分的で

ある。しかし測定データが国や時間を超えた広い互

換性を有するためには、データの信頼性が共通の方

法で表現されていることが必要である。SI単位系が

広く普及したのと同様に、今後、測定結果の信頼性

の報告や信頼区間の表示には、GUM に則った不確

かさが広く用いられることが望まれている。 

 

GUM では不確かさは、測定の結果に付随した合

理的に測定量に結びつけられ得る値のばらつきを

特徴づけるパラメータ(parameter, associated with the 
result of a measurement, that characterizes the dispersion 
of the values that could reasonably be attributed to the 
measurand) と定義されている。 

 

具体的には次の２つのタイプで評価している。 

 

A タイプ：実験からデータを得てばらつきを求める

実際の測定データについて統計的に解析して標準

偏差を求め、不確かさの要因が多い時は分散分析、

回帰分析あるいは実験計画法の方法等を用いる。

B タイプ：実験以外の方法でばらつきを推定する 

今までの経験、知識などでばらつきの大きさを推

定する。装置の仕様、文献値、他者が発行した校

正証明書のなかに書かれた値などを用いる。 

これらを合成することにより、全体としての不確か

さを求める。様々な不確かさの成分には、計測者が

知り得る限りのあらゆる成分を入れる必要があり、

不確かさの質は、計測者の計測対象に関する知識や、

計測に対する誠実さに左右されることになる。
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3 放射線の計測 

2011年3月の福島原発事故をさかいに日本国民の

放射線に対する関心の度合いは大きく変化し、いろ

いろな人達が様々な場所で放射線を計測するよう

になった。しかし測定しているのは事故によって拡

散した人工放射線源の影響によるものか、宇宙線等

に由来する自然のバックグランドなのか判然とし

ない。また、それらを判別・分類することは難しく、

事故から時間が経過し、ある程度距離のある地点で

は複合したバックグランドを計測していると思わ

れる。 

不安定な原子核は放射性崩壊（放射線 α,β,γ

線を放出）して、より安定な原子核に変わる。原子

核崩壊は確率的な現象で、多数回測定すれば、その

測定は平均値をm として、 標準偏差 m=σ の

ポアソン分布になることが知られている。このよう

に放射線の計測は確率的なもので、真値という概念

自体が存在せず、従来の誤差解析とは相容れない。 

ここでは、過去の人工放射線源を用いた 6 秒間の

カウント計測や最近の室内と屋外での放射線バッ

クグランドの cpm （1 分当たりのカウント数に換算

した値）、それぞれ 100 回計測の例について、その

ヒストグラムを平均値の平方根 m 、不確かさ（標

準偏差）σと共に示す。

図１.  人工放射線源  m ＝3.0 =σ 3.1  

図２.  室内１  m ＝5.3 =σ 4.0  

図 3.  室内 2  m ＝5.2 =σ 3.5  

図 4.  屋外１  m ＝6.5 =σ 6.9  

図 5. 屋外 2  m ＝6.8 =σ 6.1  

放射線量は常にゆらいでいるが、放射線源から近

くの計測数は近似的にポアソン分布の特徴を持ち、

標準偏差と平均値 m の平方根が近い値になること

が期待される。今回の例では図１.人工放射線源の

場合は当然として、屋外の 2例 図 4.と図 5.の場合

も標準偏差と平均値m の平方根が近いことから、ポ

アソン分布に近く、道路など放射線源を含有した舗

装材等による影響があるといえる。一方、室内では

2 例ともポアソン分布から遠く、線源からの直接的

なものではなく、建物などで吸収された結果を計測

しているのかもしれない。ただし、その建築材によ

っては逆になる。このように不確かさから統計的な

傾向を知り、一般に室内の放射線の方がより低い計

数であることの理由が推測できる可能性がある。
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4 逆問題としての不確かさ

誤差と不確かさを順問題と逆問題の視点からみ

ると、誤差解析は真の値は存在して、誤差の分布は

正規分布であるという前提の下でなされるので、正

しい法則が存在して、結果は計算やシミュレーショ

ンすることができるという仮定の下での順問題に

対応させることができる。一方、不確かさは私達が

知ることのできる知識には限界があるという前提

で、まず測定した結果をそのばらつき・不確かさも

含めてそのままに受け入れ、結果からその原因や法

則など有用な情報を導き出すという逆問題的発想

に対応させることができる。

前節では、ポアソン分布特有の統計的特徴から、

放射線に関する計測傾向を環境についての情報と

して、不確かさだけから逆問題的に引き出す可能性

について述べた。このように、計測と逆問題は密接

な関係にあり、計測結果の不確かさから得られる情

報を、逆問題の結果から原因や法則を導く方法に生

かす種々の手法の開発が待たれる。

近年の事故は個人的なミスによるものだけでな

く、構造的なものによると思われるものも少なくな

い。自然石などを用いたローマ時代の建造物や奈良

時代の木造建築は千年以上機能を保っている。しか

し、高層ビルをはじめ新しい素材や工法による近代

的な道路や橋などの構造物が建造されるようにな

って、まだそれほど年月は経っていない。その安全

性と耐久性についての知識やデータが十分に蓄積

されているとはいい難いが、現有の知的資源を可能

な限り活用して対処するべきである。

破壊についても、はじめて科学的に現象を考察し

たのはガリレオだといわれている。その後フックは

線形弾性論を考え、応力とひずみの関係を示した。

近年、新素材についての研究は盛んで、次々に新し

い材料が開発されている。しかし、弾塑性体の破壊

力学についての研究は逆問題の難しい側面をもつ

ものでもある。事故等で問題になる異常なひずみや

応力の発見のために期待される弾性逆問題におけ

る等価介在物法のような解析法も考えられている

が、定式化にあたり内部の介在物を楕円体と仮定す

るなど、多くの仮定や関係性を使っていて、まだ実

用的ではない。

工学，理学，医学などの多くの分野で応答や結果

などの出力から，原因や入力を推定する逆問題の重

要性が認識され，盛んに取り扱われるようになって

きている。しかしまだ順問題的発想が多い。ここで

計測における信頼性の表示として、誤差に替わって

不確かさを導入することは、逆問題的発想に視点を

変えることであり、その変化は大きい。 

不確かさの定義や計算手順のマニュアルなどに

対する数理学的な基礎や工学的な汎用性は、まだ、

充分とはいえない。今後広い分野での運用や採用に

よって、より具体的に改善されることが期待される。

実用的な技術面だけでなく、不確かさの概念は量子

力学の観測理論など基礎的な研究とも密接に関係

する。 

逆問題的視点から、確率変数の１次のモーメント

である平均値や２次のモーメントである分散（標準

偏差）だけでなく、より高次のモーメントも分析し

て、データを活用することも必要である。そのため

には確率論や統計学、統計力学、また、情報理論か

らも研究を発展させ、それらの融合も重要である。

多方面からの研究による、より深い理解とより効率

的な手法の開発が望まれる。 
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α,α-トレハロース水溶液の自然乾燥による
アモルファストレハロース二水和物

Amorphous a,a-trehalose dihydrate by
air drying of the aqueous solution

北里大学 石井 郁子

生命歯学部 傘 孝之

Ikuko ISHII
Department of Biochemistry, Kitasato University School of Medicine,
1-15-1 Kitasato, Minami-ku, Sagamihara, Kanagawa, 252-0374, JAPAN

and
Takayuki KARAKASA

Department of Chemistry, School of Life Dentistry at Tokyo
The Nippon Dental University,

Fujimi 1-9-20, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8159, JAPAN

（2013年 2月 5日受理）

Abstract
The behaviour of air drying of a,a-trehalose aqueous solution were investigated by FT-IR

ATR spectroscopy. We have demonstrated that amorphous a,a-trehalose dihydrate were
generated by air-drying of microliter scale (5 and 10 mL) of the aqueous solution.

Key words : Trehalose, amorphous, FT-IR, ATR, air drying

α,α-トレハロース(I)は，乾燥保護，デンプン老
化抑制，タンパク質変性抑制などを示す高機能オ
リゴ糖であることが知られている。 そこで，こ1)

のような機能がα,α-トレハロースのどのような
構造的特徴により生み出されるのかに興味を持っ
た。
α,α-トレハロースは，水溶液中では２つのグル
コピラノース環がグリコシド結合に対して対称な
構造を保っていることは H-NMR スペクトル の1 2)

測定から明らかになっている。我々は，更に詳細
な水溶液中のα,α-トレハロースの立体構造を知
るために H-NMRスペクトルおよび IRスペクトル1

を使った構造解析を行った。3,4)

特に，α,α-トレハロースは水溶液中で Fig. 2に
示すように水 2 分子をα,α-トレハロースの C(6)
-O-H と OH-C(2') および C(6')-O-H と OH-C(2)で
挟み込む構造(II)のまま，水溶液中に溶解してい
ることをα,α-トレハロース水溶液の実測 H-NMR1

スペクトルと計算スペクトルの比較 及び mid-IR3)

領域（900～ 1200 cm ）の実測スペクトルと計算-1

スペクトルの比較 により明らかにした。4)

今回，α,α-トレハロースの乾燥保護の機能に注
目し，α,α-トレハロース水溶液から自然乾燥に
より水が失われる過程を IRスペクトルのインター
バル測定を行い，α,α-トレハロースがどのよう
な状態変化をするか検討した。
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Fig. 1 a,a-trehalose (a-D-glucopyranosyl-(1,1)
-a-D-glucopyranoside)(I)

Fig. 2 Ball-stick representation of a,a-trehalose in
aqueous solution (II)

実験

α,α-トレハロース二水和物は東京化成の特級試
薬，水は関東化学の HPLC 用蒸留水を用いた。バ
ランストレイは，アズワン販売のバランストレイ
10 μ L非帯電を用いた。

IR スペクトル測定には，日本分光製 FT/IR-4200
に，同じく日本分光製１回反射型 ATR-PRO450-S
にダイヤモンドプリズムを取り付け，α,α-トレ
ハロース水溶液をダイヤモンドプリズム上に置き，
分解能 2 cm ，積算回数 64 回で測定した。IR ス-1

ペクトルの処理は，スペクトルマネージャ（日本
分光製）を用いた。
α,α-トレハロース水溶液A：
α ,α -トレハロース二水和物(MW=378.33)と水

O

H

HO

H

HO

H

O
OHH

H

OH
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H

OH

H

OH
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HO H
H

HO

1
23

4
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(MW=18)のモル比１：５６の水溶液を調製しα,
α-トレハロース水溶液 Aとした。
α,α-トレハロース水溶液Aの自然乾燥：
FT-IR測定
α,α-トレハロース水溶液 A をバランストレイ中
に 5 μ Lづつ 6カ所に置き，自然乾燥（24℃，相
対湿度 31%）で 3 時間放置後，そのうちの 3 個の
試料(sample 1-3)の IRスペクトルを，25.5時間後
に残りの 3個(sample 4-6)の IRスペクトルを測定
した。同様の条件下，α,α-トレハロース水溶液 A
をバランストレイ中に 10 μ Lづつ 6カ所に置き，
3時間放置後，そのうちの 3個の試料(sample 7-9)
の IR スペクトルを，28 時間後に残りの 3 個
(sample 10-12)の IRスペクトルを測定した。
FT-IRインターバル測定
α,α-トレハロース二水和物が析出した場合：

α,α-トレハロース水溶液 A をダイヤモンドプリ
ズム上に 10 μ L置き，24℃，相対湿度 31%で自
然乾燥させながら 15 分間隔で 10 時間インターバ
ル測定を行った。
α,α-トレハロース二水和物が析出しない場合

：α,α-トレハロース水溶液 A をダイヤモンドプ
リズム上に 10 μ L置き，24℃，相対湿度 31%で
自然乾燥させながら 5 分間隔で 3 時間インターバ
ル測定を行った。
質量測定
α,α-トレハロース水溶液 A をバランストレイに

10.41 mg秤量し，25℃，相対湿度 24％で自然乾
燥させながら，10分間隔で 110分間，最後に 1020
分後に質量を測定した。1020 分経過時に試料部分
のバランストレイを切り取り ATRプリズム上に圧
着し IR スペクトルを測定した。更に ATR プリズ
ム上に 35 分間圧着し続けた後，IR スペクトルを
測定した。

結果と考察

α,α-トレハロース水溶液が自然乾燥する過程を
FT-IRスペクトルから検討した。
まず，ATR プリズム上にα,α-トレハロース水溶
液 Aを 10μ L置き，自然乾燥下，15分間隔で 10
時間測定したスペクトルのうち 0 分から 105 分の
指紋領域（900-1200 cm ）の IRスペクトルを Fig.-1

3に示した。
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Fig. 3 ATR-IR spectra of a,a-trehalose aqueous
solution in the mid-IR region at intervals of
15 min.

Fig. 3に示されたスペクトルから，青太線で示さ
れた 90分経過後と茶太点線で示された 105分経過
後のスペクトルは，0，15，30，45，60，75 分の
各黒細線のスペクトルとは，異なっていることが
分かる。90 分と 105 分のスペクトルは，トレハロ
ース二水和物結晶標準品スペクトルとの比較から
トレハロース二水和物であると同定した。結果と
して，ATR プリズム上でα,α-トレハロース水溶
液 A が自然乾燥することで，トレハロース二水和
物が析出したと考えられる。
詳しい蒸発過程を検討するために，(1,1)-α-グリ
コシド結合に由来する 990 cm 付近に観測される-1

逆対称伸縮振動と 950 cm 付近に観測される対称-1

伸縮振動の 2 つのピーク に注目し，この２つの5)

伸縮モードが自然乾燥過程でどのように変化した
かを検討した。

Fig. 4 Antisymmetric stretching of the a-(1,1)
-glycosidic bond at intervals of 15 min.
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Fig. 5 Symmetric stretching of the a-(1,1)-glycosidic
bond at intervals of 15 min.

逆対称伸縮振動の結果を Fig. 4に，対称伸縮振
動の結果を Fig. 5に示した。 Fig. 4から逆対称伸
縮振動は，0分では 992 cm に観測され，徐々に-1

水が蒸発することにより 60 分後には 983 cm ま-1

で低波数側にシフトしている。そして、90 分後に
トレハロース二水和物が生成すると高波数側 990
cm （トレハロース二水和物のグリコシド結合の-1

特性吸収 ）にシフトしている。また，Fig. 5から5)

対称伸縮振動は，0から 75分までは，940 cm 付-1

近に観測されているが、トレハロース二水和物が
生成すると高波数側 954 cm （トレハロース二水-1

和物の特性吸収 ）にシフトしている。まとめる5)

と,トレハロース水溶液の濃度が上昇してもグリコ
シド結合の対称伸縮振動は変化しないのに対して，
逆対称伸縮振動は 9 cm 低波数側にシフトする。-1

そこで，この低波数側にシフトする現象を詳細に
観察するため，α,α-トレハロース水溶液の自然
乾燥過程を 5 分間隔で 3 時間インターバル測定を
行った。指紋領域（900-1200 cm ）の IRスペクト-1

ルを Fig. 6に示した。

Fig. 6 ATR-IR spectra of a,a-trehalose aqueous
solution in the mid-IR region at intervals of
10 min.
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Fig. 7 Antisymmetric stretching of the a-(1,1)
-glycosidic bond at intervals of 10 min.

Fig. 7に逆対称伸縮振動の波数の時間変化，Fig. 8
に対称伸縮振動の波数の時間変化を示した。Fig. 6,
7, 8から明らかなように，5分間隔，3時間インタ
ーバル測定では，トレハロース二水和物が生成し
ていなかった。

Fig. 8 Symmetric stretching of the a-(1,1)-glycosidic
bond at intervals of 10 min.

トレハロースの過飽和溶液は，室温下ではきわめ
て不安定で容易にトレハロース含水結晶の析出を
起こす ことが知られている。6)

そこで，複数個のサンプルを同じ条件下、同時に
自然乾燥するとどのようになるかを検討した。α,
α-トレハロース水溶液 A をバランストレイ中に 5
μ Lづつ 6カ所に置き，自然乾燥（24℃，相対湿
度 31%）で 3 時間放置後，そのうちの 3 個の試料
(sample 1-3)の IRスペクトルを，25.5時間後に残
りの 3個(sample 4-6)の IRスペクトルを測定した。
同様の条件下，α,α-トレハロース水溶液 A をバ
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ランストレイ中に 10μ Lづつ 6カ所に置き，3時
間放置後，そのうちの 3個の試料(sample 7-9)の IR
スペクトルを，28 時間後に残りの 3 個(sample
10-12)の IRスペクトルを測定した（Fig. 9）。

Fig. 9のスペクトルから，5μ Lと 10μ Lの試
料のうち 5μ L，25.5時間後の sample 5のみがト
レハロース二水和物を生成していることが分かっ
た。

Fig. 9 ATR-IR spectra of sample 1 - 12

残りの 11 種類の sample は，(1,1)-α-グリコシド
結合に由来する 990 cm 付近に観測される逆対称-1

伸縮振動と 950 cm 付近に観測される対称伸縮振-1

動の 2 つのピークのシフト位置の違いを除いて，
トレハロース水溶液のスペクトルと一致していた。
この結果は，5μ Lや 10μ Lの様な小液滴の自然
乾燥では，過飽和溶液になってもトレハロース二
水和物が析出しにくいことを示している。
そこで，α,α-トレハロース水溶液 A 中の水とト
レハロースのモル比が，自然乾燥の時間経過と共
に，どのように変化するかを検討した。α,α-ト
レハロース水溶液 A をバランストレイに置き，25
℃，相対湿度 24 ％，10 分間隔で 110 分間，最後
に 1020分後に質量を測定した表を Table 1に示し
た。

Table 1から 1020分経過後のトレハロースと水の
モル比は１：２（ほぼトレハロース二水和物の状
態）でシロップ状であった。この 1020分経過後の
試料を ATR プリズム上に圧着し IR スペクトルを

Table 1
Time(min.) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 1020

Mole ratio
(water/trehalose)

56 42 31 21 11 9 7 6 6 5 5 5 2 
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測定した(Fig. 10 緑線のスペクトル)。 このス
ペクトル（緑線）は，2900-3000 cm の C-H伸縮-1

振動がブロード現れ，指紋領域（900-1200 cm ）-1

の吸収ピークもグリコシド結合の対称伸縮振動お
よび逆対称伸縮振動の吸収位置の違い以外は水溶
液のスペクトルと近似していた。また，無水アモ
ルファストレハロース（Fig. 10 の黒線） のスペ5)

クトルとは，非常に類似していた。以上から，1020
分経過後の試料のスペクトル（Fig. 10の緑線）は，
アモルファストレハロース二水和物であると帰属
した。
更に，この試料を ATRプリズム上に 35分間圧着
し続けた後の IRスペクトルを Fig. 10の青線で示
した。このスペクトル（青線）は，トレハロース
二水和物であることがトレハロース二水和物結晶
標準品スペクトルの比較から同定された。

Fig. 10 ATR-IR spectra of the amorphous trehalose
dihydrate ( green line) , the amorphous
trehalose anhydrate (black line) and the5)

trehalose dihydrate (blue line)

以上のことから，トレハロース水溶液の小液滴が
室温下で自然乾燥するとアモルファストレハロー
ス二水和物が生成し，アモルファストレハロース
二水和物は，圧力などの機械的刺激によりα,α-
トレハロース二水和物結晶に変化することが分か
った。
水溶液中のα,α-トレハロースは，グリコシド結
合に対して 2 つのグルコピラノースが対称に結合
し，その構造にできた隙間（クレフト）に水二分
子が取り込まれた構造(II) (Fig. 2) で存在して3,4)

いる。一方，α,α-トレハロース二水和物結晶は，
グリコシド結合に対して 2 つのグルコピラノース
が非対称に結合した構造のトレハロースが結晶格

子を作り，その格子の隙間に水二分子が入ってい
る構造 (III) (Fig. 11) をしている。7)

α,α-トレハロース水溶液を自然乾燥するとα,α
-トレハロースは，水溶液中の構造(II)を保ったま
ま（クレフト中に 2分子の水を保持），溶媒の水だ
けが消失し不安定なアモルファスα,α-トレハロ
ース二水和物状態になる。しかし，圧力などの外
的刺激が加わると二水和物構造(II)が安定な結晶
(III)状態へ変化する。
これは，α,α-トレハロースが水溶液中でクレ

フトに 2 分子の水分子を保持した構造(II)である
ため，自然乾燥により溶媒の水が失われてもクレ
フトに残った水分子が急激な結晶 (III)化を妨げて
いるためと言える。
以上の結果は，このα,α-トレハロースの構造

(II)が乾燥保護機能の重要な要因になっているこ
とを示している。

Fig. 11 Ball-stick representation of a,a-trehalose
dihydrate (III)
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   Hemolytic and protective activities of crude extracts from 9 seaweed (2 green algae, 2 brown algae and 6 red algae) to
 sheep red blood cell were evaluated by the absorbance at 541nm and 576 nm on the spectrophotometric analysis.
   All the seaweed which investigated showed hemolysis activities.  Most of all seaweed showed activities that were 
density-dependent. In the case of Eisenia bicyclis, Undaria pinnatifi da and Chorda fi lum, we detected the hemolysis 
activities were decrease once, and revived at the low concentration by adhesive polysaccharides. 

Key index words: algae, crude extract, hemolytic activity, spectrophotometric analysis

（2012 年 11 月 30日　受理）

日本産海藻の赤血球に対する溶血作用と保護作用
Hemolytic and Protective Activities of The Japanese Seaweed for Red Blood Cell. II. 
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　有史以前から、日本人が海藻を食料としてことは、

海浜部に位置する青森県亀ヶ丘の遺跡などから、土器

と共にワカメなどの海藻が発見されていることからも

明らかである。日本は四方を海に囲まれた島国であり、

周辺海域は暖流と寒流が交錯する養分に富んだ地域で

あることから格好の藻場となり多数の海藻が生息しや

すい環境にあることにほかならない。

　万葉集には「和可米」「稚海藻」（ワカメ）が頻出し、

平城宮木簡からは各地で採れたワカメを朝廷への献上

品していたことが明らかになっている。また、奈良時

代にはワカメを含む多くの海藻が神饌として正倉院に

奉納されており、生活に欠かせない貴重なものとして

扱われていることが推察される。

　海藻類の水分を除いた主な成分は、表 1. にワカメ

を一例として示したように、炭水化物、脂肪、タンパ

ク質が主な組成となっている。そして、海水に含まれ

ていた無機塩類やそれぞれの海藻に固有の塩類や有機

化合物などが少量含まれている 1)。　

   特に、炭水化物の多くを占める多糖類のうち、細胞

壁に含まれ骨格となる多糖類は、緑藻、紅藻、褐藻で

の違いは一部であり、多くはセルロースとヘミセル

ロースである。ヘミセルロースはキシランやマンナン

のほか、グルコマンナンやグルクロノキシランなどの

ような複合多糖である。一方、細胞間に存在する粘質

多糖類は、種により異なっており、緑藻のアオサ、ア

オノリでは、硫酸グルクロノキシロラムナンが、ミル、

イワヅタでは、含硫酸キシロアラビノガラクタンそし

て、カサノリなどでは含硫酸グルクロノキシロラムノ

ガラクタンが含まれている。紅藻類では、テングサ、

スギノリ、イギスには、アガロース、スギノリ、オキ

ツノリにはカラギーナンが、アマノリにはポルフィラ

ンが主に含まれる。また、褐藻類の粘質多糖類はワカ
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メ、コンブ、アラメ、カジメでは、アルギン酸、ヒバ

マタではフコイダンなどであることが知られている。

これらには、個別の名称はあるものの、アガロースは

ゲル化しやすい中性多糖でガラクトースとアンヒドロ

ガラクトースの 1→4結合体 (D-Galβ1→3L-AGα1)nで

あり、カラギーナンは直鎖含硫黄多糖類の一種で、ガ

ラクトースとアンヒドロガラクトースの 1→4結合体

の硫酸エステル (D-Galβ1→3L-AGα-6-Sulfate→)nであ

る。構成糖はアガロースと同一であるが硫酸エステル

部分を多く含む点で異なる。

 また、ポルフィランも、アガロースと基本の糖部分

の構成糖は同一で硫酸エステル部分が結合した構造

(D-Galβ1→3L-AGα1→3-D Galβ1→3L-Gal-6-Sulfate→)n

である。アルギン酸は、マンヌロン酸 (M) とグルロン

酸 (G) の 2種のブロックが 1→4結合した直線状のポ

リマーである。フコイダンは、主成分がフコースであ

る多糖類の総称であり、糖鎖にはガラクトースやマン

ノース、キシロース、ウロン酸が含まれる。グルクロ

ン酸を含む U-フコイダン、硫酸化フコースだけから

なる F-フコイダン、ガラクトースを含む G-フコイダ

ンなどに分類される。構成している単糖に違いがある

ものの性質の違いはあまり無く、人体では、アガロー

ス、アルギン酸、カラギーナン、フコイダンはこれら

の多糖類を分解消化する酵素群をもたないため、栄養

素としての利用はできず、食物繊維としての働きを期

待することに限られる。しかし、最近の欧米でのヘル

シー志向の高まりから、藻類に含まれる多糖類が食物

繊維として注目され、食材として利用することも増え

たことから Sea Vegetableと呼ばれることも多く、抗血

液凝固作用 2-3)、抗ウイルス作用 4)、コレステロール・

血圧低下作用 5-6)、そして抗ガン作用 7)と多くの機能

性が報告されている。

　著者らは、海藻固有の有機物質に注目し、これまで

に抗菌活性、抗 IL6活性、赤血球に対する溶血作用に

ついて数種類の海藻抽出成分が活性を示すことを報告

した 8-11)。特に、赤血球に対する溶血作用を示す成分

は捕食により体内細胞に損傷を与えることから、液胞

中に含まれる硫酸や苦味成分と同様に捕食に対する忌

避作用があるものと結論付けたが、赤血球に対する溶

血作用と同時に海藻成分により溶血作用が減弱される

保護作用についても検討し新たな知見が得られたの

で、以下に報告する。

材料と方法

試料の調製

１） 海藻の採取

　本研究に用いた藻類は、神奈川県横浜市、横須賀市、

茨城県ひたちなか市、静岡県下田市、新潟県柏崎の各

地より採集した。海藻類は岩礁あるいは砂浜の海岸よ

り採取し、いずれの藻類も採取の後、速やかに –25 ℃ 

で凍結保存し、評価試料とした。

　今回、使用した藻類は、緑藻類 2種（ヒラアオノリ、

ヘライワズタ）、紅藻類 5種（ヒラクサ、マクサ、ス

ギノリ、コメノリ、オオバツノマタ）、褐藻類 2種（ア

ラメ、ワカメ、ツルモ）である。

２）粗抽出物溶液の調製

凍結保存していた各種藻類試料を室温において自然解

凍し、付着物を除去した後、表面の水分をキムワイプ

で除き、0.3g（湿重量）を秤量した。次いで、秤量し

た藻片を油圧プレス（500kg/cm2、 全圧力 5t）にて粉砕

し、ペースト状にした。これを乳鉢に移し、生理食塩

水を 2 ml 加えて、もとの藻片の形状が完全に無くな

るまで粉砕した。

次いで、生理食塩水 2.5ml を加えて撹拌し、最終濃度

を葉片 0.1g に対し生理食塩水 1.5ml (0.3g / 4.5ml) に調

整した。この藻片懸濁液を綿栓濾過し、粗抽出物溶液 

(非希釈試料、以下 ‘1 / 1’と表記 )とした。

水分 79.99 g

炭水化物 9.14 g
糖分 0.65 g
食物繊維 0.5 g

脂肪 0.64 g
飽和脂肪酸 0.13 g

タンパク質 3.03 g
※生わかめ100 g あたりの各成分重量（ｇ）

Table. 1.生わかめの成分組成
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No. 和名 学名 採取地 採取日

10 アラメ Eisenia bicyclis 神奈川県横須賀市天神島 1999年12月15日
118 ワカメ Undaria pinnatifida 茨城県ひたちなか市平磯 2000年4月23日

85 ツルモ Chorda filum 新潟県柏崎市鯨波 2000年8月8日
49 ヒラクサ Ptilophora irregularis 静岡下田市田牛 2000年4月5日

139 マクサ Gelidium elegans 神奈川県横須賀市天神島 1999年12月15日
13 スギノリ Chondracanthus tenellus 神奈川県横須賀市天神島 1999年12月15日
58 コメノリ Carpopeltis prolifera 千葉県館山市坂田 2000年6月4日

138 オオバツノマタ Chondrus giganteus 神奈川県横須賀市天神島 1999年12月15日
92 ヒラアオノリ Enteromorpha compressa 神奈川県横浜市野島 2000年2月23日
97 ヘライワズタ Caulerpa brachypus 千葉県館山市坂田 2001年5月25日

※各海藻種に付した数字(No.)は、本学化学教室に保存中のサンプル整理番号に対応する。

Table. 2. 試料藻類種とその採取地・採取日

３）評価試料の調製

評価対象海藻 1種について、4倍希釈法により順次希

釈し、4段階の試料濃度を調製し、評価試料とした。

すなわち、試験管 3本にそれぞれ生理食塩水 600μlを

分注後、第一の試験管に非希釈試料 (1/1) 200μlを加え

攪拌機で撹拌し、濃度を1/4とした溶液を得た。次いで、

第二の試験管に第一試験管の溶液 (1/1) 200μlを分取し

加え、攪拌機で撹拌した。さらに、同様の操作を繰り

返すことにより、試料濃度 1/4、1/16、1/64の各濃度

の評価試料を調製した。

溶血活性の測定

１）血球懸濁液の調製

ヒツジ無菌脱繊維素全血（血球数およそ 320 x 104/μl、
Sheep Whole Blood De brinated Sterile) 3mlに生理食塩

水 3mlを加え撹拌し、遠心機（國産遠心器 H18-A）を

用いて遠心分離（3000rpm、3min）後、駒込ピペット

で上澄みを除去した。この操作を 3回繰り返した後、

残渣部分に生理食塩水を加え総量を 2ml とした。これ

により血球数は、およそ 500 x 104/μlとなり、これま

でと同様の赤血球となり溶血作用を比較することがで

きた。

２）吸光度による溶血活性の測定

　藻類 1種につき、遠心管 6本に生理食塩水 3640μl

を分注し、それぞれに赤血球母液 160μlを加えた。こ

れに、3段階の濃度の評価試料（1/1、1/4、1/16）を、

各濃度 2本としてそれぞれ 200μl分注した。これらを

攪拌機にて撹拌し、室温（約 23℃）下で 60分間静置

した。これを溶血試料として、遠心分離（3000rpm、 

30sec）により血球やその残滓を沈殿させ、上澄み 3ml

を石英セルに移し、三木らの方法 12)に従い 541nmお

よび 576nmにおける吸光度を分光光度計で測定した。

評価試料を添加した溶血試料の吸光度測定の対照

（ベースライン）には、4濃度の評価試料のそれぞれ

について、評価試料 200μlと生理食塩水 3800μlを遠心

管で混合のうえ撹拌し、遠心分離（3000rpm、30sec）

して得た上澄み 3mlを用いた。

　溶血活性の対照試験として、一次希釈液と生理食塩

水を混合したネガティブ試験（対照 N）、および一次

希釈液と純水を混合したポジティブ試験（対照 P）を

設定した。それぞれ遠心管 2本に赤血球母液 160μlと

生理食塩水あるいは純水 3800μlを分注・撹拌し、以

後の操作は溶血試料と同様に行った。

両対照試験溶液の波長 200～ 780nmにおける吸光ス

ペクトルを測定し、541nmおよび 576nmにピークが

存在することを確認した。対照 Nの平均吸光値を自

然溶血による値として、各溶血試料の測定値から差し

引いた。対照 Pの平均吸光値を 1時間静置における溶

血作用の 100％の値として、溶血試料の自然溶血分を

差し引いた吸光値との比をとった。これを各溶血試料

の評価試料添加の影響による溶血分として百分率で算

出し、各評価試料の溶血活性値（表２）として、比較

検討した。

使用機器：分光光度計 U-2810　日立製作所製
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Fig. 1. 各藻類抽出試料の吸光度による溶血活性と希釈倍率
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結果と考察

　吸光度測定の結果、評価を行った 10種の藻類種い

ずれにも溶血活性が認められた。ツルモ、ヒラクサ、

スギノリ、コメノリでは、調整試料の 1/16 濃度段階

でも溶血活性が見ら比較的強い活性成分を有すること

が明らかになった。

個々の海藻類について見てみると、スギノリ（13）で

は試料（表２では全体と表記）の 541nmの吸光度か

ら算出される溶血活性は、87.1% (1/1)、39.8% (1/4)、
12.2% (1/16)、2.3% (1/64)と濃度依存的に変化した。

また、576nmの吸光度から算出される溶血活性は、
83.6% (1/1)、35.4% (1/4)、10.7% (1/16)、1.4% (1/64)

と変化した。同様に、マクサ（139）では 541nmで
58.2% (1/1)、23.2% (1/4)、8.5% (1/16)、1.3% (1/64)、そ

して 576nmで 55.6% (1/1)、20.7% (1/4)、8.1% (1/16) 、
0.4% (1/64)を示した。コメノリ（58）では 541nmで
65.7% (1/1)、17.2% (1/4)、4.4% (1/16)、0.6% (1/64)、そ

し て 576nm で 59.8% (1/1)、17.3% (1/4)、3.2% (1/16) 

、0.0% (1/64)を示した。また、ヒラクサ（45）では
541nmで 73.3% (1/1)、28.6% (1/4)、18.2% (1/16)、3.2% 

(1/64)、 そ し て 576nm で 71.3% (1/1)、27.1% (1/4)、
16.4% (1/16) 、2.0% (1/64)を示した。すなわち、測定

を行った 2波長の間で、測定吸光度および算出され

測定波長 541nm 576nm

藻類種名 評価試料 1/1 1/4 1/16 1/64 1/1 1/4 1/16 1/64

褐藻類 10 アラメ 35.2 -5.6 2.3 0.3 37.3 -5.9 2.0 0.3 

118 ワカメ 29.7 -12.0 -2.3 0.2 31.0 -10.3 -1.6 0.2 
紅藻類 85 ツルモ 73.0 15.1 19.0 1.2 70.5 16.2 17.1 0.8 

49 ヒラクサ 73.3 28.6 18.2 3.2 71.3 27.1 16.4 2.0 

139 マクサ 58.2 23.2 8.5 1.3 55.6 20.7 8.1 0.4 

13 スギノリ 87.1 39.8 12.2 2.3 83.6 35.4 10.7 1.4 

58 コメノリ 65.7 17.2 4.4 0.6 59.8 17.3 3.2 0.0 

138 オオバツノマタ 35.2 12.0 3.6 0.0 31.1 10.3 1.8 0.1 
緑藻類 92 ヒラアオノリ 27.6 10.0 2.3 0.2 24.9 8.3 1.2 0.0 

97 ヘライワズタ 35.6 8.2 1.6 0.3 31.2 7.2 0.9 0.0 

た溶血活性値（Table.3.）には僅かな差はあるものの、

評価試料濃度と溶血活性の変化は濃度に依存した傾向

で変化していることを示していた。

　次いで、ヒラアオノリ（92）とヘライワズタ（97）

では微弱な活性を示すことにとどまったが、ヒラアオ

ノリ（92）では 541nmで 27.6% (1/1)、10.0% (1/4)、2.3% 

(1/16)、0.2% (1/64)、そして 576nmで 24.9% (1/1)、8.3% 

(1/4)、1.2% (1/16) 、0.0% (1/64)を、ヘライワズタ（97）

では 541nmで 35.6% (1/1)、8.2% (1/4)、1.6% (1/16)、0.3% 

(1/64)　そして 576nmで 31.2% (1/1)、7.2% (1/4)、0.9% 

(1/16) 、0.0% (1/64)を示し、濃度依存的に減弱した。

その一方で、褐藻のアラメ（10）、　ワカメ（118）、紅

藻類のツルモ（85）の 3種はこれまでと異なった溶血

活性のパターンを示した。アラメ（10）では、541nm

で 35.2% (1/1)、-5.6% (1/4)、2.3% (1/16)、0.3% (1/64)、

そして 576nmで 37.3% (1/1)、-5.9% (1/4)、2.0% (1/16) 

、0.3% (1/64)を、ワカメ（118）では 541nmで 29.7% 

(1/1)、-12.0% (1/4)、-2.3% (1/16)、0.2% (1/64)、そして
576nmで 31.0% (1/1)、-10.3% (1/4)、-1.6% (1/16) 、0.2% 

(1/64)を示した。そして、ツルモ（85）では、541nm

で 73.0% (1/1)、15.1% (1/4)、19.0% (1/16)、1.2% (1/64)、

そして 576nmで 70.5% (1/1)、-16.2% (1/4)、17.1% (1/16) 

、0.8% (1/64)を示した。三種の海藻の溶血活性は、抽

出試料 (1/1)から、4倍希釈を行った (1/4)試料では低

下するものの、16倍希釈を行った試料では (1/16)活

Table. 3. 各藻類種評価試料の２波長測定値に基づく溶血活性

21日本産海藻の赤血球に対する溶血作用と保護作用柴田・長谷川・荒井
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性が上昇していた。また、褐藻のアラメ（10）、　ワ

カメ（118）では、抽出原液 (1/1)では、図に示した
541nmの溶血活性判定では、35.2%と 576nmで 37.3%

比較的低い値となっている。また、溶液の性状に関し

ても、両者はアルギン酸を大量に含む溶液であり、粘

性が高い。同様に、紅藻類のツルモ（85）抽出試料 (1/1)

も藻体が柔らかく粉砕が容易であるため同一の処理時

間で粘質の高い試料が得られた。これら 3種の藻類に

共通することとして、いずれもの溶血活性が比較的低

く、活性の変化が濃度依存的でなく再度希釈すること

により溶血活性が上昇することが確認された。これら

のことから、いずれも溶血活性を有する物質をもつも

のの、高分子の多糖類により血球が保護され ,結果的

に溶血活性が低下するものと推定される。試料濃度を

低下されると、大量の多糖類による赤血球保護は持続

するものの活性物質濃度の低下が生じるため自然溶血

をコントロールとした判定では、溶血活性はマイナス

の効果となり赤血球保護作用が見られているものと思

われる。再度希釈した希釈液 (1/16)では希釈により多

糖類の濃度が低下したため活性物質の作用が観られ溶

血活性が再び現れたものと思われる。今後、これらの

活性の変化を詳細に解析するとともに、粘着性多糖類

の同定を行い、赤血球保護作用について検討を行う予

定である。
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英国自然史博物館所蔵のWallich 作製珪藻標本の探索

Research of diatom slides of Wallich housed in Natural History Museum, UK.

	 	 	 	
Tamotsu NAGUMO1, Takanori MATSUOKA1, Jiro TANAKA2 and David Williams3

1 Department of Biology, The Nippon Dental University,
1-9-20 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8159, Japan 

2 Department of Ocean Sciences, Tokyo University of Marine Science and Technology,
4-5-7 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8477, Japan3

Life Sciences Department, LS Genomics and Microbial Biodiversity Division
Natural History Museum, UK

Cromwell Road, London, SW7 5BD, UK

  Research of diatom slides of Wallich G. C. housed in Natural History Museum, UK. was carried out. The slide 
No. B.M. 0061495 was collected from Gangetic Sunderbunds (Indea) by Wallich G. C. in 1858. The slide included 
thalli of Caloglossa leprieurii (Montagne) J. Agardh. Four epiphytic diatoms, Achnanthes sp. Gomphonema sp. 
Hydrosera  compressa Wallich and Hydrosera triquetra Wallich were observed by light microscopy. Especially, in 
this study suggested two Hydrosera species were needed a nomenclatural formalities.

Key index words: Hydrosera  compressa, Hydrosera triquetra, Wallich G. C. diatom, type slide, NHM

　動植物の名前を決める場合には，国際動物命名
規約や国際植物命名規約に従う必要がある．良く
知られた種類では，図鑑などでほぼ正しく同定する
ことができるが，珪藻などの微細藻類では，記載さ
れた時の図からは種類の特徴が把握できない事も
多々認められる．そのような時には，原標本（模式
標本，ホロタイプという）を探し再確認すること
が必要となる．国際植物命名規約第Ⅰ部原則Ⅱで
は，”分類学的群の学名の適用は命名法上のタイプ	
nomenclatural	 type に基づいて決定される ”（日
本植物分類学会　2007）とある．
　この度，英国自然史博物館に所蔵されている
Wallich	によって採集された原標本を観察する機会

を得て，そのプレパラートに封埋されている珪藻類
について観察を行ったので報告する．

材料と方法

　英国自然史博物館には多くの著名な珪藻研究者
の原標本が所蔵されている (Fryxell	1975，小林	
1982).	英国自然史博物館の珪藻標本所蔵庫には，
多数のスライド戸棚があり，番号順に収納されてい
る (Figs	1	A,	B)．スライド戸棚の脇に種類別のカー
ドがあり，調べたい種名を検索するとプレパラート
番号が記載されている．今回は，Wallich,	G.	C. が
1858 年にインドベンガル地域（現在のバングラデ

(2012 年 12 月 25 日　　受理）

			生命歯学部				南	雲　保	
																													松	岡　孝	典　	
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シュ）のガンジスサンダーバーンから採集した	B.M.	
0061495 の観察を行った結果を報告する．

結果と考察
　
　B.M.	0061495 のスライドは円形のカバーグラス
の周囲を黒色のリンギング剤によって封入されてい
る．スライドには "Diatomaceae Sunderbunds Gangis 
G W" と刻まれていて，ラベルがコレクター番号の
OC5508 と採集者名と B.M. 番号が貼付されている
(Figs	2	A,	B)．
　Wallich の原記載 (Wallich	1858,	p.	250,	251)
によると，"... obtained by me from the Gangetic Sun- 
derbunds, in brackish water, well within influence of the 
tides; and were found growing attached as a soft mossy 
stratum upon submerged Algae or tree stems" と あ る．
この soft mossy stratum と記された採集物を封入
したものが，今回観察したプレパラートそのもの
と考えられる．顕微鏡観察を行ったところ，この
コケ状の生物は紅藻類アヤギヌであることが確認
され，汽水域の潮上帯に生育するセイヨウアヤギ
ヌ Caloglossa leprieurii (Montagne) J. Agardh （紅藻類，
イギス目，コノハノリ科，アヤギヌ属）と同定した
(Figs	3,	4)．
　アヤギヌ属 (Caloglossa) は Agardh (1876) によっ
て記載され，Wallich が採集した当時はこの属は知
られていなかったため，Wallich はじめ英国の研究
者らもコケの仲間と判断したものと推察される．
　プレパラートはカナダバルサムかそれと同等の物

で包埋されたと推測されるが，永年の変化で一部に
は間隙が生じているものの，セイヨウアヤギヌの藻
体の保存状態は良好で，葉状体の先端部に四分胞子
嚢群が観察される（Fig. 4）．
　倍率を上げて観察すると，珪藻類が 4 種類着生し
ていることが確認された．
　Achnanthes sp.  (Fig. 5)
　Gomphonema sp.  (Fig.5)
　Hydrosera triquetra Wallich   (Fig. 6)　
　2 つの三角形が重なった殻面観となる．被殻は殻端

眼域で接着して，群体を形成する．殻長は 80 〜 150 

µm．本邦でも各地の汽水域などに生育する．

　Hydrosera  compressa Wallich  (Fig. 7)

Fig.  1.  A. Herbarian room of Diatom Section for NHM, UK and B. authentic slides.

Fig. 2. A. Slide of No. BM 0061495 Coll. Wallich and B. engraved 
letters on the slide. 

A B

A

B
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Fig. 3.  Full image of the slide No. B.M. 0061495 showing thalli of  Caloglossa leprieurii (Montagne) J. Agardh. Scale bar: 200 µm.
Fig. 4.  Detail of thalli, showing tetrasporangial sorus (arrow).   Scale bar: 100 µm.  Fig.5. Enlargement of  portion Fig. 3A. Epiphytic 
diatoms, Achnanthes sp. (black arrow) and Gomphonema sp. (white arrow).  Fig. 6. Enlargement of portion Fig. 3B. Hydrosera 
triquetra  (arrow).  Fig. 7. Enlargement of  portion Fig. 3C. Hydrosera compressa  (arrows).  Scale bars: 5, 6 and 7 = 50 µm. 

　被殻は殻端眼域で接着して，群体を形成する．殻長

は 30 〜 50 µm. 殻幅 30 µm 程度．

　Hydrosera の２種については新種として記載され
ているが，これまでタイプ標本が確認されていな
かったため，今後選定基準標本を指定する予定であ
る．
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The seasonal changes of Ishige okamurae Yendo and Ishige foliacea Okamura were studied in Shibazaki coast, Hayama, 
Kanagawa, Japan from June 2011 to May 2012. The maximum population density was shown in October with 0.84 
individ. per square centimeter for I.okamurae, and March with 0.43 individ. per square centimeter for I. foliacea. 
Unilocular sporangia were observed from May to December for I.okamurae, and April to August for I. foliacea. 

Plurilocular sporangia were observed from July to August for I.okamurae.       
Key index words: Ishige okamurae, Ishige foliacea,  Phaephyceae, phenological study, seasonal changes.

（2012 年 12 月 25 日　受理）

褐藻イシゲとイロロの季節学的研究

Phenological study of Ishige okamurae Yendo and Ishige foliacea Okamura (Phaephyceae)

　褐藻綱イシゲ目イシゲ科イシゲ属（Phaeophyceae 
Ishigeales, Ishigeaceae, Ishige） の 2 種， イ シ ゲ             
I. okamurae Yendo とイロロ I. foliacea Okamura

は本州太平洋沿岸の温暖海域に生育し，潮間帯中部
における優占種となり，両種はしばしば混生する．
また，夏季に枯死脱落する一年生海藻であると言わ
れている．
　イロロの季節学的調査を行なった新崎（1943）は，
藻体の枯死脱落が 7 月から始まり，9 月には大形の藻
体は見られなくなり，入れ代わりに新芽が現れ始め
ると報告しているが，定量的な調査は行なっていな
い．さらに，イロロの室内培養を行い，単子嚢をも
つ巨視的な藻体と複子嚢をもつ顕微鏡的な藻体が交
互に現れる異形世代交代を行うことを明らかにした．

　一方，イシゲに関しては，Ajisaka (1989) が室
内培養を行い，単子嚢または複子嚢をもつ巨視的な
藻体が交互に現れる同形世代交代を行うことを明ら

かにした．
　天然での生殖器官形成については，両種ともに

報告されている（岡村 1936，新崎 1943，Ajisaka 
1989）．しかし，観察時期や地域が異なり，生殖器
官形成の時期に関しても，知見が少ない．そこで
本研究では，イシゲとイロロの季節消長を明らか
にするとともに，生殖器官の種類とそれらの形成
時期を明らかにすることを目的とした． 

材料と方法
　今回観察を行ったイシゲの 2 種は岩礁地帯の潮
間帯中部において混生して生育することが知られ
ている（図 1）．
季節消長
　研究は神奈川県葉山町芝崎海岸（図２，３）にお
いて，2011 年 6 月から 2012 年 5 月まで毎月 1 回
の野外観察を行なった．そのうち，1 月のみ調査を
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図 1．イシゲ Ishige okamurae とイロロ Ishige foliacea．1，2．腊葉標本．3．高潮時（水中）．4．低潮時（干出）．

行なわなかった．定点を 8 箇所設置し（図 4），各
定点において 25cm 方形枠内の両種の個体数をそ
れぞれ計測し，写真撮影を行なった．イシゲとイ
ロロは，低潮時は干出，高潮時は水没する潮間帯
に混生し（図 1），小さな新芽は両種の区別が困難
な場合があるため，個体数の計数は，対象の長さ
に下限を設定した．両種の区別が可能となる長さ
7mm をその下限とし，直立部を計数した．イシゲ
の直立部と盤状部の例を示す（図 5）．写真撮影では，
各方形枠全体の状態と，枠を 16 等分した各マス目
における状態を記録した（図 6）．

生殖器官の観察
　2011 年 4 月から 2012 年 5 月まで，1 月を除き
毎月 10 個体ずつ採集した．藻体は冷暗状態で研究
室へ持ち帰り，凍結ミクロトームを用いて切片を作
り，プレパラートを作製した．観察項目は，生殖

器官の有無とその種類で，光学顕微鏡（OPTIPHOT, 

Nikon）により写真撮影（D70S, Nikon）を行なった．
　また，複子嚢の有無の確認は，皮層細胞を構成
する栄養細胞と区別が困難な場合があるため，以
下の方法で複子嚢の遊走子を得て，その発生過程

を Ajisaka (1989) におけるイシゲの複子嚢由来の
遊走子の初期発生と比較した．7 月と 8 月に採集
したイシゲについては，研究室に持ち帰った後す
ぐに，滅菌海水に浸し，得られた遊走子を単離し
た．その後，スライドグラス上に乗せ，PESI 培地

（Tatewaki 1966）を注いだ腰高シャーレで，20 ℃，
5-10 μmol photons m-2 s-1 (L : D=16 : 8h) のもと
培養した．

結　果
　イシゲの個体密度は，6 月に最少の 0.25 個体 /
cm2 となり，7 月には長さ数 mm の新芽が多く伸び，
それらが伸長して個体数が増加し，10 月に最多の
0.84 個体 /cm2 となった（図 7，8 矢尻）．その後，

28 日本歯科大学紀要　第 42 巻　



3

再び新芽が生え始める 5月に向けて，個体数密度
は減少した．その間，約 5cm以上の大形の藻体は，
いずれかの定点において通年生育した．方形枠内
のイシゲの群落は，新芽の増加や大形の藻体の枯
死脱落により，主な藻体の大きさが変化するもの
の，常に維持されていた（図 9）．単子嚢は，5月
から 12 月まで観察され，特に 10 月から 11 月に
最も発達し，複子嚢は7月から8月に観察された（図
10）．また，遊走子は 5，7，8，11月に放出され（図
11-1 矢印，11-2），7，8月は初期発生の様子を記

録した（図 11-3,4,5）．
　イロロの個体数密度は，6 月に 0.16 個体 /cm2

となり，7月には長さ数mmの新芽が生えた（図 7，
12 矢尻）．その後，約 5cm以上の大形の藻体がす
べての定点において完全に脱落したため，9月に最
少の 0.06 個体 /cm2となり，方形枠内のイロロの
群落は，非常に小さくなった（図 13）．新芽の伸長
にともない個体数が増加し，3月に最多の 0.43 個
体 /cm2となり，5月に向けて減少した．単子嚢は
4～ 8月に観察された（図 10）．

図 4．芝崎海岸における定点の位置．図 2．調査地．

図 3．芝崎海岸．

芝崎海岸

相模湾 三浦半島

太平洋

関東地方
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図 5．盤状部と直立部． 図 6．方形枠（25×25cm）．

図 7．2011 年 6月から 2012 年 5月における個体数密度の変化と成熟時期（灰色；単子嚢の
み観察，黒色；単子嚢と複子嚢を観察）．

　イシゲの盤状部は，7月から 10月にかけて，厚
みがあり色濃く広がっていたが，12月は枯れて剥
が落ちて薄くなった部分が見られ，3月から 5月
にかけて再び濃くなる様子が観察された（図 14矢
尻）．イロロの盤状部は，イシゲのように濃く広がっ
たものは見られなかった．

考　察
　今回の調査で，イシゲとイロロは，異なる特徴的
な季節消長を行うことがわかった．個体群密度の

増減は，イシゲがイロロよりも約2ヶ月早く起こり，
最大個体数密度は，イシゲが 0.84 個体 /cm2，イロ
ロが 0.43 個体 /cm2と約 2倍の差があった．イシ
ゲは，年間を通じて大形の藻体が存在し，常に藻体
が茂っている群落を構成したのに対し，イロロは 9
月に大形の藻体が全て脱落して，群落が非常に小
さくなる時期があった．また，盤状部にも違いが
見られた．イシゲの盤状部は，夏季に厚く濃いが，
晩秋には部分的に枯死脱落して薄くなり，早春に
向けて再び色濃くなる様子が観察された．このこ
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図 9．St. 5 におけるイシゲの季節消長の様子．1．方形枠周辺環境（６月）．  2．６月．  3．10 月． 4．12 月． 5．３月（2012）． 

6．５月（2012）．

図 8．St. 5 におけるイシゲの新芽の様子（矢尻）．  1．新芽（7 月）．  2．伸長（8 月）．3．伸長（10 月）．4．伸長（12 月）．   
          5．脱落 3 月（2012）．6．新芽 5 月（2012）．

31褐藻イシゲとイロロの季節学的研究酒井・鈴木・田中・松岡
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図 11．イシゲの複子嚢由来の遊走子とその初期発生．1．放出された遊走子（藻体左側の茶色の部分；矢印）． 2．遊走子． 
3．3 日目． 4．7 日目． 5．9 日目．

とから，イシゲの盤状部は，一年生である可能性
があり，晩秋から冬季にかけて起こる枯死脱落と
厚さの回復によって，岩上の生育場所を維持して
いるのではないかと考えられる．また，イロロに
は目だった盤状部は見られなかった．両種は生育
場所が似ているが，これらの違いによって，住み
分けをしているのではないかと考えられる．
　生殖器官の形成に関する調査において，7，8 月

にイシゲから放出された遊走子は， (Ajisaka 1989) 
の培養において観察されたイシゲの複子嚢由来の

遊走子と同様の初期発生を示したため，複子嚢から
放出されたものであると言える．そのため本研究で
は，イシゲは単子嚢と複子嚢，イロロは単子嚢を
観察することができた．過去の研究では，イシゲは，
和歌山県加太湾において年間を通じて，単子嚢が
見られず，9 月に複子嚢の形成が確認されたとの報
告や，神奈川県江ノ島では 6 月に単子嚢と複子嚢，
7 月に複子嚢のみ，静岡県熱海では 9 月に単子嚢の

みの形成を観察したとの報告 (Ajisaka 1989) があ
る．これに対し，本調査では，イシゲは単子嚢が 5

図 10．イシゲとイロロの生殖器官．1．イシゲの単子嚢とその拡大．2．イシゲの複子嚢とその拡大．3．イロロの単子嚢と

その拡大．

1 2 3 4 5

5µm

10µm

20µm 20µm

20µm 20µm 20µm

150µm 150µm 150µm

1 2 3
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図 12．St. 7 におけるイロロの新芽の様子（矢尻）．1．芽生え（7 月）．2．伸長（10 月）．3．12 月．4．2 月（2012）．
             5．3 月（2012）．6．5 月（2012）．

図 13．St. 7 におけるイロロの季節消長の様子．1．方形枠周辺環境（6 月）．2．6 月．3．9 月．4．12 月．5．3 月（2012）．

6．5 月（2012）．
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月から 12 月まで 8 ヶ月間，複子嚢は 7，8 月に観
察され，加太湾以外における報告とは，ほぼ一致
する結果となった．イロロは，新崎（1943）の報
告では，愛知県三河湾において 4 月から 8 月まで
単子嚢が観察されており，本研究の結果と一致し
た．しかし，韓国では，今回観察できなかった複

子嚢が確認されている (Lee et al.  2003)．これの
ことから，イシゲとイロロには，地域によって異
なる生殖器官を形成する個体群が存在する可能性
が示唆される．
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図 14．St. 5 におけるイシゲの盤状部の様子（矢尻）．1．7 月．2．8 月．3．10 月．4．12 月．5．3 月（2012）．6．5 月（2012）．
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