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海産珪藻 Odontella granulata (Roper) R. Ross の殻構造
Morphology of Marine Diatom Odontella granulata (Roper) R. Ross
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The morphology and fine valve structure of the marine diatom Odontella granulata (Roper) R. Ross have been
investigated. The living cell attached to sand grains or detritus by mucilage extruded through the ocelli. Plastidus are
discoid and numerous. The frustule is rectangular in girdle view, narrow elliptic to wide lanceolate in valve view.
The two large ocelli present on the valve with clearly elevations pointed in opposite directions. The surface of valve
is covered with fine spines and spinules. The areolae are round foramina internally, and loculate externally. The two
rimoportulae are situated midway between or near to the two ocelli. The rimoportula is externally extended as large
hollow spine with sharped or forked exit tube at the apex, and it is simple lip-like and slit in middle internally. The
ocelli of valve surface densely are packed the hexagonal porelli. The cingulum consists of three to five girdle bands: a
valvocopula and two to four copulae with the ligulae (the second to the fourth copulae).
Key index words: marine diatom, morphology, Odontella, Odontella granulata, SEM, TEM.
（2016 年 12 月 25 日

Odontella granulata (Roper) R. Ross は ヨ ツ メ ケ イ
ソ ウ 目 Eupodiscales， ヨ ツ メ ケ イ ソ ウ 科 Eupodiscaceae，
ヤッコケイソウ属 Odontella に属する多極型中心珪藻
である (Nikolaev and Harwood 2002, Guiry and Guiry
2016)。本種は Roper (1859) によってイギリス北西部
沿岸のコルディ他から採集され，イトマキケイソウ目
Biddulphiales，イトマキケイソウ科 Biddulphiaceae，
イ ト マ キ ケ イ ソ ウ 属 Biddulphia の 新 種 Biddulphia
granulata として報告された。後に Ross (in Hartley et
al. 1986) によってヤッコケイソウ属 Odontella に組
み合わされ，現在に至っている。
本種は沿岸性で，イギリス (as B. granulata; Hartley

et al. 1986; Hendey 1954, 1974; as O. granulata;
Hartley et al. 1996)， ド イ ツ・ 北 海・ ヘ ル ゴ ラ ン ト
島 (Hoppenrath 2004)， バ ル ト 海・ カ テ ガ ッ ト 海 峡
およびベルト海峡 (as B. granulata and O. granulata;
Hällfors 2004)，北大西洋・マデイラ諸島 (Kaufmann

受理）

et al. 2015)，ロシア・ハバロフスク地方 (Medvedeva
and Nikulina 2014)， 中 国・ 揚 子 江 河 口 域 (as B.
granulata; Luan et al. 2006) など世界各地に広く分布
ことが報告されている。本邦においても，北海道・高
島 近 海（as B. granulata; 赤 塚 1914; pl. 15, Fig. 8），
東シナ海・黄海・対馬海峡（as B. granulata; 千葉・
鶴田 1951）から出現報告がある。
殻形態がよく似た属としてイトマキケイソウ属

Biddulphia が挙げられるが，本属が有する以下の 3
点の構造により区別されている (Round et al. 1990)。
1 ) 明瞭な眼域 (ocellus) ，2 ) 長い管状の外部開口を
もつ唇状突起 (rimoportula)，3 ) 小箱胞紋 (loculus)。
しかし種ランクでの形態学的研究は少なく，特に電子
顕微鏡レベルの詳細な殻構造は明らかになっていな
い。そこで本研究では，本種の生細胞および被殻を光
学顕微鏡 (LM)，走査顕微鏡 (SEM) および透過電子顕
微鏡 (TEM) を用いて観察し，詳細な形態的知見を得
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Fig. 1a. Map of sampling site (arrow). Fig. 1b. Landscape of sampling site.

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，山形県鶴岡市今泉字大久保，
鶴岡市立加茂水族館裏の岩場 (Figs 1a, b) にてプラン
クトンネット（離合社製 NXX13）で採集した。標本番
号 MTUF-43090 ( 東京海洋大学マリンサイエンスミュー
ジアム保管 ): 2016 年 10 月 21 日採集（南雲 保）
。
採集した試料はサンプル瓶に入れて実験室に持ち帰
り，LM で葉緑体の観察を行った。試料の一部は被殻
観察のため，定法（南雲 1995，長田・南雲 2001）に
従って処理をした後，LM，SEM (HITACHI S-4000) お
よび TEM (HITACHI H-7500) で詳細な形態観察を行っ
た。本稿で用いた珪藻の形態に関する術語は小林ほか
(2006) に準拠した。
結果および考察

Odontella granulata (Roper) R. Ross in Hartley et al.
1986: J. Mar. Biol. Assoc. U.K. 66: 609.
Basionym: Biddulphia granulata Roper 1859: Trans.
Microscop. Soc. London, n.s. 7: 13, pl. 1: figs 10, 11,
pl. 2: fig. 12.
本種は眼域から分泌する粘液によって，基質となる
微小な砂粒やデトリタスに付着し，単体で着生または
浮遊して生育する (Fig. 2; 矢印 )。細胞は多数の円盤
状の葉緑体をもち，帯面観 (girdle view) の中央に核
が存在する (Fig. 3)。殻面観 (valve view) は狭楕円形
から広披針形で，殻端は丸みを帯びた楔形になる (Figs

4, 10)。帯面観は長方形 (Figs 5, 6)。殻長は長径 63.1
- 197.6 µm，短径 41.2 - 86.8 µm。胞紋 (areola) は殻
および帯片 (band) で 10 µm あたり 11-14 個。以上
の形態と測定値は，原記載 (Roper 1859; 長径 115.0187.3 µm，短径 70.0 µm)，Hustedt (1930; 長径 35.0
µm，胞紋は殻および帯片で 10 µm あたり 14 個 ) お
よび Hartley (1996; 長径約 63 µm，短径約 23 µm) の
記載とほぼ一致したので本種と同定した。
殻面 (valve face) には斜めに向かい合った，本属に
特徴的な 2 本の長い針 (spine) をもつ (Figs 6, 7, 10)。
これは唇状突起の長い管状の外部開口で，うねること
もあり，先端は尖るか，または小さく二股になり，単
純な孔で開口する (Figs 12, 14)。殻内面では無柄で
中央に単純なスリット状の間隙をもつ (Figs 12, 13)。
殻表面は多数の細かい針または小針 (spinule) によっ
て全体が覆われる (Figs 6 - 8, 10, 11)。殻面から殻套
(valve mantle) はなだらかで，殻肩 (valve shoulder)
は不明瞭 (Figs 10, 15)。殻套の縁 (valve edge) はわず
かに反り返る (Fig. 16)。眼域は円形で，顕著に隆起
し (Figs 8, 10)，外面は多数の六角形の小孔によって
構成される (Fig. 8)。条線 (stria) は殻面から殻縁に向
かって放射状に配列する。胞紋は小箱胞紋で，殻断面
で 1 列に並び (Fig. 15)，殻外面では多孔師板 (cribrum)
で，殻内面ではややくびれて窄まった単純な孔の箱口

(foramen) で開口する (Figs 15-17)。
半殻帯 (cingulum) は接殻帯片（1 枚）と中間帯片
（2 - 4 枚）の帯片からなる。いずれの帯片も片端開放
型で，開放端 (Fig. 22, arrowheads) と閉鎖端 (Fig. 22,
asterisk) が両極において交互に配置する。帯片の胞紋
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Figs 2-5. Odontella granulata. Figs 2-5. LM. Figs 2, 3. Living cells. Fig. 2. Cells attached sand granules by small mucilage
cushions. Figs 3, 5. Girdle view. Fig. 4. Valve view. Scale bars = 50 μm (Fig. 2), 20 μm (Figs 3, 4).

は，殻外部では六角形に開口し，多孔師板で覆われ，
殻内部では円形に開口し，薄皮 (rica) で塞がれる (Figs
23 - 27)。両帯片は微細構造によって区別される。
接 殻 帯 片 (valvocopula; Figs 18, 20, 21, 23, 25,
VC)。帯片の中で最も幅が広く厚い。帯片内接部 (pars
interior) には段差があり，この部分に殻が乗るように
して接合する。縁には薄い珪酸質の縁飾り (fringe) を
もつ (Fig. 23)。
中間帯片 (copula; Figs 18 - 27, C1 - C4)。接殻帯片
の内側に位置する 2 - 4 枚の帯片で，各々は帯片内接
部の段差で重なり合う。縁には薄い珪酸質の縁飾りを
もち (Figs 25, 26)，閉鎖端に小舌 (ligula (L); Figs 18,
19, 21 - 24) を有する。接殻帯片に比べ幅が狭く薄い。
本 種 Odontella granulata と 形 態 が よ く 似 る 種 と
し て Biddulphia indica (Ehrenberg) Roper (1859, 16,
pl. 2, figs 20 - 22) が 挙 げ ら れ る。B. indica は イ ン
ド洋に注ぐミャンマー連邦共和国のタニンダーリ川

(Great Tenasserim River) 河口で採集された試料から
Ehrenberg (1845, p. 362) に よ り，Denticella indica
の名で新種記載された。その後 Roper (1859) により
本種と同じ論文内で Biddulphia 属に新組み合せされ
た。その形態から判断すると Odontella 属に属するも
のと思われるが，詳細な形態が観察されないまま現在
に至っている。原記載および Roper (1859) の記載文
とスケッチを基に，本種との形態を比較検討した結
果，以下の 3 点において明確に区別された。1 ) 殻面
の無紋域の有無について：O. granulata には無いが，
B. indica には長軸中心線に 2 本有る (Roper 1859, fig.
22)，2 ) 眼域の形態について：O. granulata は根本が
太く，先端に向かうに従い三角錐状に細くなるが，B.
indica は全体が細く，根本が少しくびれる，3 ) 唇状
突起外部開口と眼域の距離について：O. granulata は
B. indica に比べて狭い。
近年，Lavigne et al. (2015) によって，Odontella
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Figs 6-17. Odontella granulata. Figs 6-17. SEM. Fig. 6. Girdle view. Fig. 7. External view of a whole frustule. Fig. 8. External view of
an ocellus. Fig. 9. Internal view of valve. Fig. 10. External view of valve. Fig. 11. Spines and spinules on valve face. Fig. 12. External
rimoportula tube and internal view of rimoportula. Fig. 13. Detail of internal view of the rimoportula. Fig. 14. Detail of pole showing
external view of rimoportula tube. Fig. 15. Sectional view of valve showing arched valve face. Fig. 16. Enlargement of Figure 15
showing loculate areolae with internal foramen and external velums. Fig. 17. Detail of sectional view of loculus. Scale bars = 20 μm (Figs
6, 7, 9, 10, 15), 5 μm (Figs 8, 11, 12), 1 μm (Figs 13, 14, 16, 17).
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Figs 18-27. Odontella granulata. Figs 18-26. SEM. Fig. 27. TEM. Fig. 18. External views of valve (V), the valvocopula (VC), and the
first copula with ligula (L (C1)). Fig. 19. Enlargement view of the part marked arrow in Figure 18. The ligula of the first copula. Fig.
20. The epivalve (V(EV)) and epicingulum: the valvocopula (VC(EV)), the first (C1), the second (C2), the third (C3) and the forth
(C4) copulae. Fig. 21. Enlargement of Figure 20, external view of the cingulum, L (C2) and L (C4) indicate the ligulae of the second
and forth copulae, respectively. Fig. 22. Enlargement of Figure 20, internal view of the cingulum, two arrowheads indicate the open
end of the second copula, and the asterisk( ＊ ) indicates the close end of the third copula. Fig. 23 Internal view of the cingulum: the
valvocopula, the first copula (C1) with ligula (L (C1)), and the second copula (C2). Fig. 24. Enlargement view of the ligula (L (C3))
of the third copula (C3), and the second copula (C2). Fig. 25. Junction between the valvocopula and the first copula (C1). Fig. 26.
Junction between the first copula (C1) and the second copula (C2). Fig. 27. Areolae of the first copula (C1) showing internal openings
of areolae and external velums.. Scale bars = 20 μm (Figs 18, 20), 10 μm (Figs 21, 22), 5 μm (Figs 19, 23), 1 μm (Figs 24, 25, 26, 27).

近縁属に関する分類の再検討が行われ，Zegoceros 属
(Ehrennberg 1939) が訂正 (emended) されている。今
回 の 観 察 結 果 は，O. granulata が Zegoceros 属 に 帰
属する可能性が示唆されるものであるが，本報では

謝

Odontella 属にとどめた。
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海産緑藻 Siphonocladus rigidus Howe の形態と分割型細胞分裂
Morphology and segregative cell division in marine green algae
Siphonocladus rigidus Howe (Chlorophyta, Siphonocladaceae).
東京海洋大学大学院

生命歯学部

小
鈴
田
松

山 知 洋
木 秀 和
中 次 郎
岡 孝 典

Tomohiro KOYAMA1 , Hidekazu SUZUKI1, Jiro TANAKA1 and Takanori MATSUOKA2
Graduate School of Marine Science and Technology, Tokyo University of Marine Science and Technology
4-5-7, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-8477, Japan

1

2

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

Morphology and segregative cell division were observed in Siphonocladus rigidus from Japan. Thallus formed cushions
and filaments got tangled up. Segregative cell division occurred by the condensation of cell contents into the filament.
Then constrictions appeared on the filament structure. The filament structure decreased in diameter at constrictions and
separated into some protoplasts. Protoplasts enlarged and formed daughter cells.
Key index words: Chlorophyta, coenocytic green algae, morphology, segregative cell division, Siphonocladus rigidus.
（2016 年 12 月 25 日

アオサ藻綱 Ulvophyceae シオグサ目 Cladophorales
では細胞質分裂様式として，側壁から中心へ向かっ
て隔壁を形成する求心的細胞分裂（centripetal cell
division），ひとつの細胞内に多数のプロトプラス
トを形成し，それらが肥大して娘細胞になる分割
型 細 胞 分 裂（segregative cell division）， 凸 レ ン ズ
状の細胞を形成するレンズ状細胞分裂（lenticular
cell division） が 知 ら れ る。 ク ダ ネ ダ シ グ サ 属
Siphonocladus はマガタマモ科 Siphonocladaceae に
属する細胞内に多数の核を有する緑藻である。本
属 は 分 割 型 細 胞 分 裂 を 行 う と さ れ る（Børgesen
1905）。世界では 8 種が報告され（Guiry and Guiry
2016）， 日 本 で は ク ダ ネ ダ シ グ サ Siphonocladus
tropicus Schmitz と Siphonocladus rigidus Howe の 2
種が報告されている（吉田ら 2015）。Siphonocladus
rigidus は Howe（1905）によって，フロリダ半島
産の個体に基づいて新種記載され，インド洋のセー
シェル諸島（Kalugina-Gutnik et al. 1992）や太平洋

受理）

のマーシャル諸島（Dawson 1956）でも報告されて
いる。日本では，沖縄県慶良間諸島（大葉 1995），
同県瀬底島（Titlyanov et al. 2006）および同県与那
国島（Titlyanov et al. 2016）の海藻相研究において
リストアップされているのみで，形態についての
報告はない。本研究では，沖縄県伊良部島と南大
東島で採集した試料に基づき，形態と分割型細胞
分裂の過程を報告する。
材料と方法
本研究で用いた試料は，2016 年 11 月 11 日に沖
縄県伊良部島白鳥岬と同年 12 月 1 日に同県南大東
島塩屋海岸で採集した。得られた試料は，一部を培
養用とし，残りを形態観察に用いるため，10% 海
水ホルマリンで固定した。培養用試料は，筆とピ
ンセットで付着物を取り除き，培養に用いた。培
養条件は温度 25 ℃，明期：暗期＝ 16 h：8 h，平
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均光量子束密度 8.0 μmol/s/m2 もしくは，温度 18 ℃，
明期：暗期 =12 h : 12 h，平均光量子束密度 20.0
μmol/s/m2 とした。形態観察は光学顕微鏡と実体顕
微鏡を用いて行った。
結

果

形

態
本種は潮間帯の岩上に生育し，藻体は緑色のクッ
ション状で，糸状体が絡まっていた（Figs 1, 2）
。藻
体の高さは最大で 2 cm。糸状体は 1 列の細胞から
なり，分枝は偏生，叉状もしくは不規則（Figs 3, 4）
。
細胞は円柱状もしくは楔状（Fig. 5）
。細胞の直径は
250-910 μm，細胞壁の厚さは 18-32μm。細胞間の隔
壁の向きは不規則（Fig. 6）
。原記載で報告された，
隔壁上の乳頭状突起は見られなかった。糸状体は，
細胞の側面にしばしばテナキュラ細胞 (tenacular cell)
を生じ（Figs 7, 8）
，隣り合う細胞と接着して絡まり
合い，基質の岩にも付着する。葉緑体は多角形か不
規則な形状で，ほとんどが中心に 1 つのピレノイド
を含み，細胞壁に沿って配列していた（Fig. 9）
。
分割型細胞分裂
両培養条件下で分割型細胞分裂が観察された。暗
期中に，細胞内容物が凝縮して，観察開始 12 分後に
は 1 本の糸状になった（Figs 10, 11）
。その後，糸状
構造に複数のくびれが生じ，徐々に増大し，分離し
た（Fig. 12）
。分離後も凝縮を続け，観察開始 30 分
後，
球状のプロトプラスト (protoplast) を形成した
（Fig.
13）
。プロトプラストは肥大して，隣のプロトプラス
トと接し，娘細胞を形成した（Figs 14-18）
。
考

察

Howe（1905） に よ る 原 記 載 で は，Siphonocladus
rigidus は藻体の高さ 2-5 cm，叉状，偏生もしく
は不規則に分枝し，隔壁に乳頭状突起をもつとし
て い る。Chang et al.（1975） は 隔 壁 に 乳 頭 状 突
起が無い点，叉状に分枝しない点で Siphonocladus
rigidus と 異 な る と し て，Siphonocladus xishaensis
C. F. Chang et B. M. Xia を 記 載 し， 藻 体 の 高 さ
は 最 大 で 1 cm と し て い る。Leliaert（2004） は，
Siphonocladus rigidus のタイプ標本を観察し，藻体

の高さは最大で 8 cm，一部の細胞で乳頭状突起が
見られなかったことから，本構造は藻体の若い部位
ではないか，稀に見られるとして，Siphonocladus
xishaensis を Siphonocladus rigidus の幼体とみなし，
シノニムにすべきと主張している。本研究では，藻
体の高さは最大で 2 cm，
乳頭状突起はみられなかっ
た。先行研究と比較すると藻体が小さいことから，
観察した個体は若い藻体であり，そのため乳頭状突
起をもたなかったと考えられる。本研究の結果か
ら Siphonocladus xishaensis は Siphonocladus rigidus
のシノニムである可能性が高いと考えられる。
分 割 型 細 胞 分 裂 は， こ れ ま で に ク ダ ネ ダ シ
グ サ 属， ア ミ ハ 属 Struvea， キ ッ コ ウ グ サ 属
Dictyosphaeria において，培養下で観察されている。
プロトプラストが形成され，肥大して娘細胞を形
成することは共通しているが，プロトプラストの
形成過程が異なる。クダネダシグサ，キッコウグ
サ Dictyosphaeria cavernosa（Forsskål）Børgesen
及 び ム ク キ ッ コ ウ グ サ Dictyosphaeria versluysii
Weber-van Bosse で は， 細 胞 内 容 物 が 網 目 状 に な
る（榎本，富士 1994，Enomoto et al. 1982，榎本，
坪井 1994）。サイノメアミハ Struvea anastomosans
（Harvey）Piccone et Grunow（as Struvea enomotoi）
と タ ン ポ ヤ リ Struvea okamurae Leliaert で は く び
れ が 生 じ る（Okuda et al. 2016）。Siphonocladus
rigidus の分割型細胞分裂における糸状構造の形成
は，これまで観察されてきたプロトプラスト形成
様式とは異なるものであった。以上のことから，
分割型細胞分裂はプロトプラスト形成様式により，
以下の 3 つに分けられる。（1）網目型（reticulum
type）： 細胞内容物が網目状になり，プロトプラス
トを形成する（クダネダシグサ属，キッコウグサ
属），（2）くびれ型（constriction type）：細胞内容
物にくびれが生じ，プロトプラストを形成する（ア
ミハ属），（3）糸型（filament type）： 細胞内容物が
凝縮し，糸状になり，くびれが生じプロトプラス
トを形成する（Siphonocladus rigidus）。
Leliaert et al.（2007）は分子系統解析の結果から，
上記の属はそれぞれ異なるクレードにあり，分割
型細胞分裂は複数の系統で独立して分化したとし
ている（Fig. 18）。多様なプロトプラストの形成様
式は，それらの結果を裏付けるものであると考え
られる。
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Figs 1-9. Siphonocladus rigidus.
1. Thallus. 2. Entangled filaments. 3. Dichotomous branches. 4. Secund branches. 5. Cylindrical or cuneate cells. 6. Irregular cross-walls.
7. Massed tenacular cells. Arrows show tenacular cells. 8. Developed tenacular cell with condensed chloroplasts, Arrow shows tenacular
cell. 9. Chloroplasts wirh pyrenoids placed at each central part. Scale bars=5 mm (1), 1 mm (2, 3), 100 μm(4-6), 50 μm(7, 8), 10 μm(9).
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Figs 10-17. Segregative cell division in Siphonocladus rigidus.
10-13. Protoplasts formation at 18 ℃
10. After 0 minute. Cell contents condensed into a filament. 11. After 12 minutes. Cell contents became a filament. 12. After 18
minutes. Constrictions appeared on a filament. 13. After 30 minutes. Spherical protoplasts are formed.
14-17. Protoplasts enlargement at 25 ℃
14. After 0 hour. 15. after 5 hours. 16. after 8 hours. 17. After 22 hours. Sister cells are formed. Scale bars=500 μm.
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榎 本 幸 人， 坪 井 悟 1994. Dictyosphaeria versluysii
Weber-van Bosse（ムクキッコウグサ）. 堀輝三（編）
藻類の生活史集成 第 1 巻 緑色藻類 . p. 250-251.
内田老鶴圃 , 東京 .

Cell division

Siphonocladus SD (r-type, f-type)
Cladophora

CD

Anadyomene

CD

Valonia

LD

Guiry, M.D. and Guiry, G.M. 2016. AlgaeBase. Worldwide electronic publication, National University
of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org;
searched on 20 November 2016.
Howe, M.A. 1905. Phycological studies II. New
Chlorophyceae, new Rhodophyceae, and
miscellaneous notes. Bulletin of the Torrey
Botanical Club 32: 563-586.

Dictyosphaeria SD (r-type)
Struvea

SD (c-type)

Kalugina-Gutnik, A.A., Persestenko, L.P. and
Titlyanova, T.V. 1992. Species composition,
distribution and abundance of algae and seagrasses
of the Seychelles Islands. Atoll Research Bulletin
369. 67pp.

Fig. 18. Typical phylogenetic tree (Leliaert et al. 2007) and cell
division types .
SD: Segregative cell division, r-type: reticulum type(,
c-type: constriction type, f-type: filament type, CD:
Centripetal cell division, LD: Lenticular cell division.
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