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カリブ海の表層海水から採取した放散虫の生体観察

松岡篤本

Observations of living radiolarians from the 

surface water in the Caribbean Sea 

M A  TSUOKA Atsushi' 

Abstract This paper describes some features of living radiolarians through light rnicro 

scopic observation， including their pseudopodia， symbionts and color. This paper treats 7 

species which are abundantly found in the surface water near Barbados in the Caribbean Sea ; 
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は じ め に

生物の形態は何らかの機能に関連していると-j占に考え

られている.それでは放散虫の般に付随する子L窪み，刺，

量!などといった悶々の形態要紫はどのようを機能に関係し

ているのだろうか.化石だけを扱っていては解答が借られ

ないので，生きている放散血の研究を手掛けることになっ

た.欣欣lliの生体を観察してまず感じたことは，生きてい

るj/dix虫はきわめて多くの情報をもっているということで

ある顕微鏡をのぞくと赤や武色といった軟体部内鮮やか

な色彩がまず目にはいる Jld段以は優雅に仮足をのばして

水rjlを浮かぴ，ときには仮足を急激に引っ込めて僻をとる目

仮処を拡大して観察すると，無数の共生生物が仮足にlf'っ

て移動している Jiki&血の殻だけをみていてはとうてい想

像できない光対が，日!i微鏡下でくりひろげられる

この論文の目的は，生きている放散虫がもっ多くの情報

の一部をカラー写真を添えて示すことにある生きている

姿と見比べるな味で，同じ水塊から得られた向種の放散血

伎のi広子顕故鋭写真も提示する.本論文ではパノレパドス近

i悼のカリブ ilt蕊肝水に多産する以下の 7稜を取り扱う

D阻止 0印 yne tnmcatu?n， Dict.抑C01'ylU ρmβmda， 
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試料の採取および観察方法

放散血の生体試料はパノレパドス島西方約2kmのカリプ海

町岩府海水(5m以:茸)より，プランクトンネット(メッシュ

は36μm)を引いて採取した.双眼実体顕微鏡のもとで雑多

をプランクトンからピペットをもちいて放散虫を分離し，

生体観察用の試料とした観祭した試料の大半は，飼育英

験にもちいた幅体である.飼育英験は，水温と光立を調節

できるように設計した飼育装鼠(Andersonet al.， 1989) 

を使用l..，肱散血 1倒Hずつを庁ラス管に入れて行った

放散虫生体の観察には倒立裂の光学顕微鏡をもちいたし

たがって，生体観察や写真撮影は放散虫の下方からなされ

ている.電子顕微鏡観察のための放散血の殻は，プランク

トン試料を硫肢で煮沸し，有機物や炭酸塩殻などを溶解し

た残清から拾い上げた.
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光学顕微鏡による観察事項

個々の程についての観謀結果を記述するのに先だって，

光学町百脚立で観察される事項の一般的な説明を以下に述べ

る.

1.仮足

放散虫が般の外部に放射している繊維状の軟体部を仮足

(pseudopodia)と総称する 1個体の放散虫が2種類以ヒ

の仮足をもつことが'"ぃ Spumellarida自については，軟

体部から多数放射される仮足をアクソボディア (axo

podia)，アクソボディアより大<1本だけ鞭状に出される

仮足をアクソフラジェノレム(axoflagellum)として区別した

Nassellarida目についてもいくつかの仮足が区別されたが，

特別な名称はもちいず，すべて仮足とよよ.仮足の役書11と

しては浮遊，浮遊姿勢の調節，捕食，共生生物の保持など

が考えられる.生体観察によって仮足の機能が特定できる

場合もあるが，未知の部分の方が'"ぃ

2 共生生物

パルパドス近海の表府海水に生息する放散虫は，かなり

の種が共生生物をもっている共生生物は大別すると共生

藻類と共生パクテリアに区分され，両者は大きさが異なる.

共生i~曹iのサイス'は直径5-8μm程度である共生パクテ

リアの粒径は，光学顕微鏡での計測限界(1.5μm)より小さ

い.放散虫の共生部類は微網構造の観察から， Dinoflagel 

late， Prasinophyteなどい〈つかの分強群からなることが

明らかにされている (Anderson，1983).しかし，光学顕微

鏡での観察だけではそれらを区別することはむずかしいの

で，ここでは一括して共生部類として取り扱う.共生生物

の種類や分布場所は極ごとに特徴があり，近似租の識別に

有効な場合がある(松岡. 1992). 

3.軟体部の色

放散血の軟体部は，赤平賀などの色彩をもつことが多い.

軟体部が色づいてみえる原因としては，政散虫自身の細胞

質や朝間担内器官が色をもっている場合と共生生物や捕食物

質の色による場合とが考えられる.共生生物が実際に観察

される場合をのぞいて，光学顕微鏡をとおして観察される

色調カず何によるものかを特定することはむずかしい.ここ

では光学顕微鏡で観察される色を軟体部の色とよよ.本論

文で示す軟体部の色は，ノ匂レパドス近海で5月末から 8月

初めに採取された放散虫について観察されたものであり，

別の場所あるいは他の時期に採取される放散!kは，同種で

あっても奥なる色調を呈する可能性もある，

観察結果および考案

今回取り扱った 7種について，般の也子顕微鏡写真を

Plate 1 -2に，生体の光学日n徴銃写真を Plate3 -5に

示す目種によって観察にかけた時聞が大きく異なることか

ら，記載内容の詳しさについてはかなりの差がある以下

の極的配列は，観察個体数および観察時間の多い順となっ

ている.Dictyoc，凹ヲlletmηcatumについては， iJ品度・塩分

i毘1主的組合せをかえて行った飼育災験(Matsuoka& An 

derson， 1992)をとおして約300似体の観察を行った

Dictyocot抑 etr.ゆ例daとHymeniasfnt削 euclidisについ

ては，天然環境と同じ温度・塩分濃度で飼育したそれぞれ

約州I1体について観察した Euchitoniaelega別について

は，上記 2種と向じ条件で飼育した 5個体とプランクトン

サンプルから分離した数個体について純察した Did戸nocyr-

tis tetrathalamus fetrathal，抑制JS，Pterocanium traetex 

tu問主悶叫邸tmn，Spirocyrlis s四 L即時の 3種については，

プランクトンサンプノレから分離したそれぞれ数佃体につい

て観察を行った.

1. Dictyocor卯 etruncatum (Ehrenberg) 

(PI. 1， Fig. 1; PI. 3， Fig.l) 

本程は Spumellarida目， Spongodiscidae科に服する.

本磁の殻成長は 4つのステージに区分される (Ma回uoka，

1992) .ステージ 1の幼体殻は三角形平板状で均質なスポ

ンジ殻からなる殻の断面はi薄い岡凸レンズ状の形態をを

す.ステージ 2の殻では，三角形の頂点から腕がのび始め

るとともに腕のあいだにスポンジ状にパタジウムの成長が

みられる.パタジウムがト分に発達せず，レース状の外観

を呈するのがこのステージの殺の特徴である.ステージ 3

では椀とパタジウムがともに付加し，スポンジ般の累m:が

著しく在る.木報告で図版に示した個体はいずれもこのス

テージのものである (PI.1， Fig.l; PI. 3， Fig.l) ス

テ ジ4の殻はパタジウムの成長が腕の成長を上回り，膨

れた三角形の外観を皇するこのステージでは，殻の厚み

方向の成長が著しいために，殺の断面:形態がよ〈膨れた両

凸レンス'状を示す.三角形町殻の片側にスポンジのメッシ

ュよりも少し大きな殻孔が認められる (Pl.l，Fig.l) .殻

孔は三角形の中心からややずれた.2本の腕のあいだに位

mする この般干しの有無により，殻には表と裂の区別があ

る

般の外部にみられる軟体部としては，アクソフラジェノレ

ムとアクソボディアとがあるーアクソフラジェルムは鞭状

で，通常アクソポディアより長い.前述した殻の片面にみ

られるt設子Lは，アクソフラジェJレムカ笠通っていた干してwある

アクソポデイアはスポンジ殻のメッシュのあいだから，放

射状に外部環境にでるアクソフラジェルムがのびる向き

とは反対側の腕周辺のアクソポディアは，i也のものより多

少短い傾向があり，殻を一定の姿勢に保つためにアクソポ

ディアの長さを調節しているものと思われる浮遊姿勢は

平板状の殻を水平にしていることが多い 7:7ソポデイア
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は，叫を仙践する役拝IJをもっている浮遊小物f本がアクソ 共生生物としてはJか褐色の共生パクテリアがみられる共

ポディアに触れると急激に収縮l，その小物体を殻に近づ ~tバクテリアの数は一般に少なく ，D. InmcalUJllにみられ

ける桜放のアクソボディアの辿般によリ，小物体は続時 るような共生パクテリアのi農集部は観察されていない共生

IlIJに般のお而近くまで引き込まれる JIX:itilしたアクソポデ パクテリアは，アクソポデイア内を放散虫の原形質流動によ

イアは，収納11.1に比較するとゆっくりした辿皮で再びi1jlYU: り移動する

l，次のIllil庄の機会に日liえるこのような行動を繰り返し 軟体部は全体に赤咋がかっているが， r11~九部にはひときわ

て， {!'内i(l{jに述，iJJ'Jjのある微小生物を捕獲するアクソフ 鮮やかな赤色を呈する部分が認められるまた，11.1心部には

ラジェルムにはアクソボディアにみられるような急激な辿 無色町部分がある朗やかな赤色部の形態は成長に伴って変

動能力はなく，般のドYfiiからド方に垂れ下がるようにのび 化する未成熟の個体では馬蹄形に近い形状を示l，アクソ

る フラジェルムがでる付近て柿色の部分が途切れている成熟

D. /nmcalmn は共~t':J:物として ， ;)j;柑色粒状の共生パ した似体でJi，相対的に赤色部のTm:fi'iが広くなり，アクソフ

クテリアをもっ共生パクテリアは殻送附近くに集まるこ ラジェルム目付近の途切れが認められなくなるいずれにし

ともあれば，アクツポテ'ィア<1'に認められることもある. ても，鮮やかな赤色部はアクソフラジエノレムとその対角の鬼

アクソポヂィア<1'の分市様式にもいくつかのケースがあり， を結ぶ線に対して対称の分布を示す長期間飼育した偶体で

アクソポデイーア全体に均等に分布する場合や，ー古JIのアク はしだいに裕也 l，J此終的には無色になってしまう

ソボディアの先端部に限集する場合などがある共生パタ 3. Hymeniastrum eucHdis Haeckel 

テリアは放散!llの原形質流動により，アクソポデイアに沿 (Pl. 1， Fig. 3; Pl. 3， Figs. 3~4) 

ってその法制から先端部へまたはその逆向きに移動させ 本極は Spumellarida日，Spongodiscidae科に属する平

られる.本極には般の去fI百近くに付託する共生務総は観察 絞状で 3*の腕をもっ腕の先端から I本ないし数本の刺

されていない.lかl，必Wt片の透過型屯子顕微鏡による がでる腕の!此Lえが先行し，そ札を追いかけるようにパタ

観祭では，柑l胞の Ilr{.'i!l~!吋に共生部類がパクテリアととも ジウムが発達する.成熟した似体では正三角形に近い外形

に存在することがlりiらかにされている CAnderson& Mat を示 l，般公部はスポンジ殻にi!lわれる.本E丑には，D

slIoka， 1992). tntncatun1-や D.tro_βtndaにみら札るようなアクソフラジ

般の内部は， JJl色をいし少し品みがかった貨色に色づい エJレムが通っていた般孔は観察されていない

てみえる.これがjiX故以の軟体部そのものの色なのか，共 仮>Lにはアクソボディアとアクソフラジェノレムとがある

:1:泌矧によるものであるのか，あるいはそれらが複合した 仮足のt主質については D.I間幻印~tum や D.fmの'itnda と同

結果であるのかは不明である.パルパドス近海で科られる 様である三角形殻の平板状の部分に孔が認められないこと

スポンン般で3本の腕をもっ Spumellarida自のIi!dlX血の から j本極的アクソフラジエノレムは平板状殻の側部て怖のあ

なヵ、で，軌;休部の色がJN.色で特徴づけられる極は限られてお いだにあたる部分からH.'，ていると考えられる

リ!この色が本程を 1t'iJA:する際に有効な折棋となる長期IUJ 共生生物としては赤褐色の共生バクテリアがみら札，その

fi~Ji"Ïした品川本ではしだいに槌色 L;M終的には無色になって 数は一般に多い共生パクテリアは般表而やアクソポディア

しまう に波集する特定の7'7ソポディアにのみ共生パクテリアの

2. Dictyocoryne profunda Ehrenberg 波集部が観察されることもある(松附， 1992). 

(Pl. 1， Fig. 2; Pl. 3， Fig. 2) 軟体部は全体に柑色がかつてみえるが，これは共生パク

本研は Spumellar，ida目，Spongodiscidae科に服する本 テリアによる.7'7ソフラジェノレムがで=る近くに鮮やかな

視の般成長は法本的には前述内 D.fnmca加叫のそ札と同 非色に色づいた部分が認められる赤色古11は一般にスポッ

械であるただJ記拍した側wで色，D.tnmc叫t聞のように ト状で，アクソフラジェノレムとM角の腕を結J'線に対して

三辺が外に膨れた三角形の外1障を示すことはないまたJ世 対称に分布する.成熟した倒体の方が赤色部の分布が広い

成長の最終段階における厚み方向の成長も顕著ではない D 傾向がある.長期間飼育した側体ではしだいに槌色し， :lli 

tnm印加m と同も下に，スポンンのメッシュよりも少し大きな 終的には無色になってしまう

殻Jしが，三角形の<1'心からややずれた場所に認められるこ 4. Euchiton;a elegans (Ehrenberg) 

の倣孔はアクソフラジエノレムが通っていた干しである (Pl. 1， Figs. 4~6; Pl. 4， Figs. 1~4) 

{仮瓦足にはアクソフラジエルムとアクソポデイアとがある 本干種h韮玉は Sp凹u叩叩Iηmη1官e凶lla町n泊da目，Por叩odis配C口1凶da田e科に属する平板

仮足町性質についても lβ).I削γ幻tμ川tω叫?η町2κC悶タd叫Itωu附4ρmηmμzと同総である本極の 状のスポンジ般でで干3ヌ本1ド又の腕1ををもつ-本種の殻形成について

アクソフラジエルムも

にのひびPる {糾投である中心部は般孔をもたないドーム状の投からなる
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このドーム状の般に同心円状の殺が付加し，つぎに腕の成

長が始まる 3つの腕附の角度のうち， 2つは120皮より

大きくほぼ等しい.残りの 1つは， 120度未満で通市901.正

より小さい したがって腕の先端を結ぶ三角形は，正三角

形ではな〈市さ方向にのぴた二等辺三角形となる腕の先

端には数本の車Ijがみられる腕の成長を追いかけるように

腕のあいだにパタジウムが形成される殻成長の最終段階

では腕の成長は止まり，殻表部のスポンジ殻の付加が進行

する.この付加はパタジウムの縁では顕著であるが，般的

中心部分では少ないドーム状の幼体殺は成熟個体でもス

ポンジ殻のあいだから観察される (P1.1， Fig.6). 

仮足にはアクソボディアとアクソフラジェノレムとがある.

仮足の性質は前述の 3樋と共j由する.アクソフラジェJレム

は必ず二等辺三角形の底辺に相当する部分からのびる.殻

のlJ'1&部分にはアクソフラジェノレムがjillっていた殻孔は認

められない.

共生生物としては亦掲色町共生パクテリアと貨色球状の

共生誕類がみられる.両者は此i散血に対して共生形式が却

なっている(松岡， 1992) すなわち，共生パクテリアは欣

散血の*IlIJj~内に内部共生L.，放散血の}jlHftf/J:流動により，x

散虫の軟体部やアクソボディアの中を移動する.~1j ， 共

生協類は放i欣虫が衰弱するか死ぬと放放出から lilj~れてしま

うことから，放散虫の細胞の潤辺で外部共生しているとみ

られる.共生藻類の数は放i世虫の表面総に比例して，小さ

いイ団体では少なく，大きい個体では多い (PI.4， Figs. 1 

4) . 

~x1宇都の色は~!\'1色に近いが，共生パクテリアが政集する

部分は赤褐色にみえる中心部のドーム状伎の部分は欣散

血の大きさにかかわらず，まわりより淡色で透明感がある.

5. Didymocyrtis tetrathalamus tetrathalamus (Haeckel) 

(PI. 2， Figs. 1-3; PI. 3， Figs.5-6) 

本極は Spumellarida目，Coccodiscidae科 の Artis-

cinae TI~科に属する本程の般形成については，Ander田n et 

al. (1986)に示されている 中心には円盤状の二m:殺があ

る この円盤状殻には多数の殻孔が認められるが， Ijl央の

般孔がやや大きい円操状殻円周辺から放射状に10数本町

刺がでる.車IJの先端は分岐し，それぞれが述結して全体と

して車輪:肢のタ鴻tを呈する (P1.2， Fig. 1) ついで，般

はこれまでの成長方向とは直交する方向に成長し，付加し

た殻は両端が閉じて鼓状となる (Pl.2， Fig.2)ーさらに成

長すると殻の阿端にゆ日子状の殻が卜lき，成熟した{間体では

最も外側を繊細なスポンジ状の殻が濯う (PI.2. Fig. 3) 

i!<足にはアクソポデイアとアクソフラジェノレムとがある.

7クソフラジェノレムは 1本で，故状般の片側だけにのびる

(PI.3， Fig.5).アクソボディアは軟体部の中心部から放

射状にのぴる. 共生生物としては貰色で球状の共生深刻

がみられる.幼体では中心のI"H占状般に沿うように(PI.3， 

Fig.5)，またもううかし成長した制[本では，抜状記11人lで。!E球

状の放散虫剤11胞を取り岡むように(PI.3， Fig. 6)分布する.

鼓状殻が閉じられると，共生探知は自由に，'B入りができ'"

くなると考えられるので，放i放出と共生「高知的共生関係は

Jld世以oilol1'本発生のかなり初期iに結ぼれるのであろう

放散虫町中心部は赤色を ~I~するその刷リの軟体liIlは淡

い赤色である.非色の濃度は{同体により変』てがある

6. Pterocan;um praet.extum praetextum (Ehrenberg) 

(Pl. 2， Fig. 4; PI. 5. Figs. [-2) 

本鶴は Nassel1arida日，Theoperidae干?に崩する本間

はcephalisおよぴ thoraxの2慾からなる.Cephalisには

内部廿到の apicalspineの延長である apicalhorl1と ver-

tical spineの延長である小さな刺がみら札る Thorax向上

部には多数の短い刺がみられる Thoraxの下部からはH、

のほ足がのぴる底足は内部'1']'11の24えの Primarylateral 

spineとdorsalspineの延民にあたるほ}止のあいだをつな

ぐように，thorax の下端から多孔賀町)\11ぃJJ~ 伏目肋ず発 t主

する

仮足は軟体剖I!tWから放射状にでるまた，apicalhom， 

vertical spineの延長の車Ij，thorax上部内小車'1.3本町民JI

といった伎の突起部の先持fからは必ず仮lEがのびる

共生f生仁物と Lては

それら(は立，よtho凹r阻a白x内あるいは』庇白;足乙のあいだの押簿Ij.Jj脱史に剛まれ

るように分イ布1;する

軟{令部にはー古11に鮮やかな赤色町部分カち認められる ;k色

の程度は{同体により変拠がある

7. Spirocy吋 isscalaris Haeckel 

(PI. 2. Figs. 5-6; PI. 5. Figs. 3-4) 

本Z亜は Nassellarida Id ， Artostrobiiclae 干|に以する 4~

種(J:.いわゆるJ似た Nassellariaと呼ばれるク.ループにはい

る Cepalis，thorax， abdom】e目nとぞ iれLに主'e< pos叫t一
abdomη11川n問】旧alchambe町Iからなり

いている Ce叩pha副li崎sには奴い a町叩p刀旧1児ca叫1hoγrn口1カがfみられるカが‘"こ

t札Lは内間郎l刊針の aplにca叫1sp伊Jn問1沼eの括i長之であるまた.ce叩ph加1旧al日h1凶S 

には日状の開日部があり'その1[1:')!.:i~llには内部 i'HI の verU

cal spineが時i口剖l内外側にlilJかつてのびる

1&:JË は 3 種類にほ~J1J される. 1 つ日は性全体から欣M~)(

にのびる多数の仮足で. 3艇の仮祉のなかて寸IIも制い. 2 

つ目は distaler叫から下方にのびる仮l止であるこの11，足

は数本あり，立いに平行でまっすぐにのびる 3つHは， ce 

pha1isの洲口部からのびる仮}Eである担|版に訴した仰IJ(PI

5. Figs. 3-4)では.1持!日古1;からわずかにのぞいているにす

ぎないが，飼育例{みを静胞に保っと殻I主の 51古U_f:1このぴ

る様子が観察されている

共生生物としては.iJJ色~晶、就色で球状の共 ![:i~)lJiがみ
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られる.共生藻類は，塔状の殻内に入っているが，殻内の

軟体部よりも殻の distalend側に分布することが多い

共生生物をのぞいた軟体部の色は無色に近い.

お わ り に

Dic加印刷目的問catumや Dictyo叩ヴ附戸'ofundaの殻

にみられるスポンジメッシュより少し大きな殻孔は，アクソ

フヲジェノレムのi.tl口であることカぎ明らかになったこれは，

生きている放散虫を観察することによって殻にあいている

孔のもつ意味がわかった例であるこのように放散虫の生体

観察を積み重ねることによって，軟体部と殻形態との関係を

ひとつひとつ解きあかしていく必要がある本論文で示した

事例の多くは，;hI主とした放散虫種の生活環のうちzごく一

部についての観祭結果にし:か過ぎない形態形質によっては，

放散虫の一生のごく限られた機会にしか使われないが非常

に重要な機能と関連した形質もあるはずである飼育実験を

実施することにより，放散虫の生活環全体にわたる生体観察

を行うことはさらに重要であろう

放散虫の生活様式，生磁様式，生化学的特性J遺伝学的特

性，外部環境に対する生理II耐性，共生生物との相互作用など，

その生物学自作J捌i商はあまりにも未知な部分が多い放散虫の

殻形成についての理解をi果的るためには"放散虫の生物

学"についての総合的な研究が望まれるー
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Explanation of Plate 1 

Scanning electron micrographs of radiolarian skeletons 
1. Dictyocoryne t叩 ncatum(Ehrenberg)， scale bar = 100μm 
2. Dictyo印刷'zeprofunda Ehrenberg， scale bar = 200，μm 
3. Hymeni田 f間刑制clidisHaeckel， scale bar =200，um 
4. Euchitonia elegans (Ehrenberg)， scale bar = 40μm 
5. Euchitonia elegans (Ehrenberg)， scale bar = 100，μm 
6. Euch抽出'aelegans (Ehrenberg)， scale bar = 200，μm 
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Explanation of Plate 4 

L沼htmicroscopic images of living radiolarians. All figures are the same magnification. Scale bar = 100μm 
(in Fig. 4). Af: axoflagellum， Sa: symbiotic algae， Sb: symbiotic bacteria 
1. Euchitonia elegans (Ehrenberg) 
2. Euchitonia elegans (Ehrenberg) 
3. Euchitonia elega向s(Ehrenberg) 
4. Euohitonia el，角gans(Ehrenberg) 
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Explanation of Plate 5 

Light microscopic images of living radiolarians. AII figures are the same magnification. Scale bar = 50μm 
(in Fig. 4). Sa: symbiotic algae. 
1. Pterocaniumρraetextum traetextum (Ehrenberg) 
2. Pterocanium praetextum praetextum (Ehrenberg) 
3. Spirocyげisscalaris Haeckel 
4. Spirocyrtis scalaris Haeckel 
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