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サポテングサ属二種の有性生殖について
香村真徳

ＯｎｔｈｅＳｅｘｕａｌＲｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｏｆＴｗｏＳｐｅｃｉｅｓｏｆＨＺＺ〃ｍｅαα
（Chlorophyta）
SｈｉｎｔｏｋｕＫＡＭＵＲＡ

サポテングサ属（HzzJ伽ｃｄａ）は熱帯および亜熱帯海域に広く分布している緑藻類で，この

属の植物の分類学的研究はこれまでに多くの研究者によって進められ，現在まで約24種が記載さ
れている''2'3)。しかしながらこの属の植物の生殖や発生，生活史に関する研究は極めて少い゜生

殖器官の形態的な記載はＤＥＲＢＥＳｅｔＳＯＬｌＥＲ４）を初めとし，ＳＣＨＭＩＴＺ５)，GEPP6)，
ＨＯＷＥ７,R)，神田9)，ＥＧＥＲＯＤＩｏ)，ＴＡＹＬＯＲ11,12)，HILLISl)，その他の研究者によってなさ

れてきた。生殖器官すなわち胞子嚢に形成される漉走細胞は，前世紀にDERB亡SetSOLIER4）
によってＨα/伽ｅａａｍ"αで観察されたものの，その性質や機能については長い間不明のまま
になっていた。処が近年ＮＡＳＲｌ３）や千原睦）によって，胞子嚢から放出された瀧走細胞に接合
現象のあることが確認されるに至り，サポテングサ属の植物は有性生殖を営んでいるものである
事が明らかになった。なおＦＥＬＤＭＡＮＮｌ５）は地中海産のＨ・加"α／・ＰＪα/Mjscaにおい

て胞子嚢に形成される勝走細胞には形態の上から２種類あることを観察し，恐らくこの種は雌雄
異株で異形配偶であろうとした。処で千原M)は主として伊豆産のウチワサポテングサ（Ｈ､ｃ""Ｃ－
ａｔの器で詳細な観察を行い，この種は雌雄異株で異型配偶であることを確認し，生活環様式は
ミル型のものと推論している。

筆者は1961年以来沖縄島南部の海岸に生育しているミツデサポテングサ（ＨａＩ伽”αｊ"－

cγαssafα）およびサポテングサ（〃．ｏ”"〃α）の生殖を調査してきたが，今までに新知見を
得ることができたので，その結果を報告したい。

材料と観察

材料実験観察に用いた材料は次の地点で得たものである。

ミツデサポテングサＨα/伽c血ｊ〃cγａｓsα'α：沖縄島糸満。本種は低潮線付近の砂地帯に普
砂と縦合った高さ２～10cm位の円柱状の付着根を砂中におろし直立している。
サポテングサ
Ｈ､ｏ”"胸ｆ・ひPｊｃａ：宮古島トリバー。本種は内湾の潮間帯中．下部付近

通に生育する。

一

の砂地帯に最も多く，塊状に群生する。

ヒメサポテングサＨｏＰ""抑ｆ、ｊ"fcγ腕ｃｄｊａ：沖縄島久志頭。本種はサポテングサの生

育地とは異なり，外洋の隆起サンゴ礁からなる磯に多く，タイドプールの礁壁に群生する。

鵜本邦に崖するウチワサポテングサはＨｃ""eａｆａとして取扱われているが，ＨＩＬＬＩＳ（1959)'）
によると本種はＨ・ajscoMeaに当てられるべきものらしい。
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生殖時期上記の２種において生殖器官の形成される時期は年により，また種によって多少の
差異はあるが，ここ数年間の調査では６月上旬～８月中旬にかけてであった。ミツデサポテングサ
においては６月～７月にかけて生殖器官を持った個体が観察されたが，それも多数の植物が，－潮

に成熟し瀧走細胞を放出するらしい。参考までに1962年糸満において，一定区域内に生育する植
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Fig.１．GametophoresandgametangiainHbzJ伽eddzj"cγdzssα/‘．
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香村：サポテングサ属二種の有'性生殖について

304

物の成熟状態の調査結果をあげるとＴａｂｌｅｌのようである。処で，表で取扱った個体は勝走細
胞を放出した後の槌色した栄養体である。藻体の節間部（segment）の主として縁辺には瀧走

細胞を放出した後の白色透明な胞子嚢を叢生していたので，その日の早朝か前日に勝走細胞を放
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Ｔａｂｌｅ１．ＴａｂｌｅｓｈｏｗｉｎｇｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｍａｔｕｒｅｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｓｏｆＨＵｚﾉ伽cdaノ"cγａｓｓａ/a

whichwasobservedinthedefiniteａｒｅａａｔｌｔｏｍａｎ，Okinawa-jima，Ryukyus，ｉｎ1962.
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出したものと思われる。

サポテングサにおいては，宮古島で２回に豆る短期間の調査（1960年８月，1963年８月）を行

っただけであるが，８月上旬に多数の成熟個体が観察された。本種の成熟期は恐らく７月～８月

頃と思われる。一方ヒメサポテンクサにおいては６月中旬～７月下旬にかけて多数の成熟体が観
察された。

以上のようにサポテングサ属植物の生殖時期は千原'4)によってウチワサポテングサで観察され
ているように夏季の高温時で，年の一時期に固定しているようである。

胞子嚢が形成されると藻体はholocarpicであるために，色素体はすべて胞子蘂に移動し、栄

養体の部分は完全に槌色してしまう（PloI；Ⅱ,Ａ－Ｂ）。その後これらの植物は満走細胞の放出
を終えると次第に崩壊し流失する。

生殖器官（雌雄配偶子嚢）ミツデサポテングサ：生殖器官は藻体の中央より上端にかけての節

間部の上縁や表面，特に上縁に叢生する（ＰＬＩ，Ａ）。成熟した器官は糸状の胞子襲柄（sporangiophore，gametangiophore）とその先端にブドウ状に形成された胞子嚢からなっている

（Ｆｉｇ．１，Ａ一Ｃ；Ｐ]、１１，Ｆ）。柄は髄糸から伸長してきたもので，なかでも側生的なものが多
い（Fig.１，Ａ，Ｃ；Ｐ1.11,Ｆ）。その他utricleから生ずるものも稀に観察された（Ｆｉｇ．１，

Ｂ)。また節部に見られる髄糸の癒着法と同様のものと考えられる癒着部が節間部の上縁に存在

する場合，それから出る柄は髄糸から頂生的に伸長する。柄は殆んどが１回あるいは２回叉状に
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分岐するが（Fig.１，Ａ－Ｃ；ＰＬＩ１，Ｆ），僅かに単条のものが見られる（Ｆｉｇ．１．Ａの一部)。
胞子嚢は卵形ないし西洋なし形であるが，屡々長楕円形（Ｆｉｇ．１，Ｅ）または分岐状（Fig.１，

Ａの一部，Ｅ）になっているもの等が観察された。稀であるが胞子嚢と胞子嚢柄との境に明瞭な
くびれを示すものが見られた（Fig.１，Ｆ－Ｇ)。
サポテングサ：生殖器官は藻体の中央より上端にかけての節間部に多数形成される〔ＰＬＩ,B)。
それらは節間部の上縁に特に多く（ＰＬＩI，Ｃ－Ｄ)，また表面に叢生する（Ｐ１．１１，Ｅ)。胞子嚢

柄は節間部の上縁また表面から出るものでは主としてutricleから伸長する（Ｆｉｇ．２，Ｃ)。し
かし節部に見られる様な髄糸の一対に癒合している部分が節間部の上縁にある場合，それから生
ずる柄は髄糸から頂生的に伸長する（Ｆｉｇ．２，Ａ）。柄は単条あるいは１回叉状に分岐（Fig.
２，Ａ－Ｃ)，僅かながら２回叉状に分岐する。胞子嚢は球形ないし卵形である。
ヒメサポテンクサ：生殖器官は藻体の基部の節間部を除くすべての節間部に形成される。特に
中央の節間部に多く，節間部の表面や縁部に叢生あるいは点在する（ＰＬＩI，Ａ－Ｂ)。胞子襲柄
は節間部の表面から出るものではutricleから伸長するものが多く〔Ｆｉｇ．２，，－F)，縁部の

ものにおいてはutricleまたは髄糸から頂生的に伸長する。柄は単条あるいは１回叉状に分岐
（Ｆｉｇ．２，，－F)，僅かながら２回叉状に分岐する。胞子嚢は球形ないし卵形である。
以上の種の生殖器官を比較するとＴａｂｌｅ２の通りである。
各種とも雌雄による生殖器官の形態的な差異は認められないが，後述するようにそれらの色調

に２種類が識別され異なった瀧走細胞を放出する。

Ｔａｂｌｅ３．ＣｏｌｏｕｒｏｆｇａｍｅｔａｎｇｉａａｎｄｃｈａｒａｃｔｅristicsofgametesinHUzJ伽eddzj〃cγｄｚｓｓａｔａ
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雌雄配偶子両｣性配偶子はミツデサポテングサおよびサポテングサ（f・ｉｙｐＭｚとｆ・ノ"/cグー
”eajα）の２種類とも早朝に放出され，千原'4）がウチワサポテングサで観察しているように日
中とか夕方に放出された例を筆者はまだ見ていない。雌雄の生殖器官は個体を異にして形成され
るが，形態上の差異は認められない。処がそれらの色調に２種類が識別ざれ各々異った配偶子を

放出する（Tab・の。両性配偶子とも体の前端部に２本の等長の鞭毛を頂生し勝泳力がある。
ミツデサポテングサにおける両』性配偶子は形態または行動等に著しく雌雄の差異を示す。雌,性

配偶子は大きく西洋なし形で12.4-22.4u×7-13.51L，体の中央より後端にかけて多数の色素

体と１個の眼点（色素体を多数蔵しているために眼点を確認するのに困難な場合がある）を有す
る（Tab､３；Fig.３，Ａ－Ｃ；ＰＬＩI，Ｇ－Ｈ)。勝泳力は雄｣性配偶子に比較して不活溌であり，
正の走光』性を示す。一方雄性配偶子は雌のものに比べて著しく小さく長卵形で3.5-111L×２．５－
６LL，体の中央より後端にかけて通常１個，時に２－３個の色素体を持っているだけで眼点を欠

く（Tab、３；Fig.３，Ｄ－Ｅ；ＰＬＩI，Ｇ)。活溌に瀧泳するが殆んど走光性を示さない。
サポテングサ（f、/ｊＷｃａとｆ、ｊ〃/clwzccﾉﾉα）における両'性配偶子の間には形態および行動
等に著しい差異は認められない。雌』性配偶子は雄のも|こ比べて少し<大きく，一般に長卵形で体

の中央より後端にかけて１－３個の色素体と明瞭な１個の眼点を有する（Tab、３；Fig.３，１，
N)。雄性配偶子は長卵形で体の中央より後端にかけて１個の色素体を有するだけで眼点を欠く
（Tab、３；Ｆｉｇ．３，Ｊ,○)。両性配偶子とも殆んど光に対する走`性を示さない。

放出されて間もない各種の両性配偶子間の交配実験を試みたのであるが，接合現象はミツデサ
ポテングサとサポテングサ（f・かＰｊｃａ）で観察されただけである（Ｆｉｇ．３，Ｆ－Ｈ；Ｐ１．１１，

１；Fig.３，Ｋ－Ｌ)。不良な環境であるためなのか接合する配偶子は僅少例であった。接合点は

先端部と先端部が普通のようで，先端部と腹部等も観察された。その後それらはどのような経過
をとるのであるか確認することはできなかった。処でミツデサポテングサにおいて接合し得なか

った雌'性配偶子は放出されてから２－３時間後には丸味をおび静止してしまうものが多く，雄の
ものでは比較的長時間に亘って瀧泳する。

考

察

上述の観察結果は地中海産のＨαﾉ伽cda/""αｆ，Ｐｍｔｊ`jscal5)，および伊豆下田産のウチ

ワサボテングサ'4)で観察されているように雌雄異株，holocarpic,雌雄による生殖器官の色調の
相異，および異型配偶子である等の多くの点で一致している。
沖縄島に塵するサポテングサ属の４種（ミツデサポテングサ，サポテングサ，ウチワサポテン
Ｔａｂｌｅ４．ＳｉｚｅｏｆｔｈｅｇａｍｅｔｅｓｏｆｓｏｍｅｓｐｅｉｅｓｉｎHZz〃”edawhichhithertoknown．
ｓｐｅｃｉｅｓ

Ｆｅｍａｌｅｇａｍｅｔｅｓ（U）

MalegametesQL）

Ｈ`Ｊ伽ｅａｔ〃〃αｆ、，肱fMjScdz
（Feldmann，195Ｄ

7.0-8.0×３．０－４．０

５．０－６．０×

ＨＣ〃〃c〃α

6.3-7.5叉２．５－３．４

5.0-6.3×2.0-2.9

（Chihara，1956）

ＨＳＰ．

（ｋａｍｕｒａ，ｕｍｐｕｂｌｉｓｈｅｄ）

13.0-21.2×７．５－１１．３

４．３－１０．０ｙ2.0-4.0
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Fig. 3. Gametes and their fusions in Halimeda. A-H. H. incrassata.
A - C, female gametes. D - E, male gametes. F - H. fusions of gametes.
I - M, H. opuntia f. typical I, female gametes. J, male gametes.
K -L, fusions of gametes. M, zygote. N - 0, H. opuntia f. intermedia.
N, female gametes. O. male gametes. x 1740.
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グサ，Ｈα/伽cdasp.）の生殖時期は種によって多少の相異はあるが，年を通じて夏季の高水

温の一時期に固定している。ごく稀であったがウチワサポテングサの成熟した１個体を12月に採
集した事がある。こ■で本邦の太平洋沿岸ぞいに本州中部まで分布しているウチワサポテングサ

の生殖時期を千原'４)の調査結果と比較してみろと，下田では７月下旬一８月，八丈島では６月下
旬であるのに対して，沖縄島ではそれよりも１－２ケ月も早く５月頃には成熟個体が観察された。
この事は，千原'4)によって指摘されているように，水温が生殖時期を決定する主な要因になって
いるものと考えられる。

次にＦＥＬＤＭＡＮＮＩ５)および千原'4)によって報告された各種類における両性配偶子を比較して
みると，両性配偶子の大きさおよび行動にはそれほど顕著な差はないようである。上記の研究者
によって観察ざれﾌﾟと両性配偶子の測定値をあげるとＴａｂｌｅ４の通りである。今回筆者によって
観察されたサポテングサ（f、/yPjcaとｆ、ｊ"fcγ”Cdjのにおける配偶子はＦＥＬＤＭＡＮＮお
よび千原によって観察されたものと同様である（Tab、３，Tab、４），処がミツデサポテング
サにおける両』性配偶子の大きさまたそれらの行動には極めて顕著な差異があり，同様のものが
Ｈα/伽cdczsp.（未発表）においても観察された（Tab、４）。ミツデサポテングサで観察され

た配偶子は，雌』性配偶子の眼点を持つ点を除いてみればミル属（ｃＭｊ"池）で知られている配偶
子'6,17,1風,'9）に類似する点がある。処でサポテングサ属植物は体構造などの上からミル属植物と最
も近緑』性のあるものと考えられている点を考え合せると興味深いものである。サポテングサ属植
物は配偶子の大きさという点から２つのグループ，すなわち両性配偶子の間に著しい差異のある
グループと差異のないグループに分けられ，前者はサポテングサ属植物の中において最も分化し
たちののように考える。

稿を終るにあたり，御指導と御校閲を賜わった北海道大学山田幸男名誉教授に衷心より御礼申上
げる。また有益な御教示と御励をいただいた東京大学新崎盛敏教授および国立科学博物館千原光
雄博士に心から御礼申上げる。
（昭和40年10月於東京教育大学，日本植物学会大会講演）
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Thus, the present plants are similar to Halimeda tuna f. platidisca (Feldmann, 1951)
and to H. cuneata (Chihara, 1956) in many respeects, such as dioecious plant, holocarpic
one, the difference in colour between the male and female gametangia, and anisogamete.
Male and female gametes of H. opuntia

(f. tYPica and f. intermedia) are nearly the

same as those of the species investigated by the above workers in size and behaviour,
while those of H. incrassata are :marked by notable difference (Tables 3 and 4).
Male gametes of this species are small, pyriform, and with 1- 3 chloroplasts; female
garnets are several times larger, with a half dozen and more chloroplasts, and an eyespot. It is interesting that both gametes of this species, except for an eye-spot of the
female

~amete,

bear some resemblance to those of the plants of Codium.

Explanation,·.of Plates
Plate I
Habit-photograhs !of fertile plants, reproductive organs scattered over surface of
segments and along margins.
A. Halimeda incrassata collected at Itoman, Okinawa-jima, on June 23, 1964, natural
size.
B. Portion of Halimeda opuntia f. typica collected at

Triba, Miyako-jima, on

August 3, 1963, x 1.2.
Plate II
A-B.

Halimeda opuntia f. intermedia.

A.• Habit-photograph of fertile plant, collected at Gushichan, Okinawa-jima, on

June 17, 1962, x 1. 4.
B. Portion of fertile plant from the same collectiion as above, x 2.2.
Halimeda opuntia f. typica.

C-E.

c.

A single segment with reproductive organs, decalcified, x 5.4.

D. Portion of the same segment as above, x 13.
E. A single segment with reproductive organs, decalcified, x 5.4.

F-I.

Halimeda incrassata.

F. Gametophores arising from a medullary filament, x 26.
G. Male and female garnets, x 900.

H. Female gametes, x 900.
I. Fusion of gametes, x 900.
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