
日本の古書にみられる海藻類の食品学的研究 1. 

カワノリ Prasiolajαρonica Y A T ABE 

水井富美恵 ・舟木由美子*.荒谷 孝昭料

Marine Algae Mentioned in The Japanese Classical Literature 

and Its Food Scientific Studies 1. 

Kawanori: Prasiola jajうonicaY A TABE 

Fumie MIZUI， Yumiko FUNAKI， and Takaaki ARATANI 

I .緒論

わが国では，古くから海藻類を下痢剤，駆虫剤，粘滑

剤あるいは止血斉1)など，民間薬として広く利用してき

たが，最近海藻類中に性誘引性，生長促進性，抗腫蕩性，

抗ウイノレス性あるいは抗菌性などを有するジテノレベン

類，ヨウ素，臭素化合物あるいはプェノ ノレ類など，

生理活性物質が検出されるにし、たり，海洋生薬学，海

洋薬理学などの学際科学が誕生するまでにいたった。

わが国は，南北に細長く，その周辺海域には北から

栄養富かな寒流の親潮が南下し，南からは暖流の黒潮!

や対島海流が北上し，これらが合流する三陸沖をはじ

めとして， 日本沿岸海域はまさに海産生物の宝庫であ

る。こうした自然の海象条件は，浮j辞生物あるいは海

藻類(約 1，200種)さらにそれらにともなう魚類など，

多種多様の海洋生物を極めて豊富に育生し，古代から

今日にし、たるまで日本人と海藻類とのつながりを深く

し，それらを生活の中にとり入れさせるにいたった。

海藻類の利用方法は，各時代の社会情勢や人々のI瞥

好さらに食習慣の変遷などによって変化しているが，

*佐賀県立金立養護学校

料広島大学総合科学部自然環境研究講座

将来海洋生物の需要が増大するとともに，それに適応

した新しい調理法の開発が望まれる。人口増にともな

う世界的な食糧危機に対応する方策のーっとして，各

国とも競って海洋資源の開発計画を着々と進めている

今日，とくに自給率の低いわが国にとってはそれは焦

眉の課題である。

本研究は，海洋生物中とくに海藻類の有効利用の開

発に関する基礎的研究の一環として， 古 くからわが国

の特産品として珍重されながら，今日ではあまりかえ

りみられなくなった淡水産カワノリについて食物史的

および食品学的に考察した。

カワノリの食物史については，あらかじめわが国に

伝わる古書を調査し，検討するとともに，その生活史

を徳島県勝浦川上流の古屋敷谷で観察した。また 1

年間を通して検体を採取し，分析した生体成分の季節

的変動結果をも総合して，カワノリの食品学的価値を

考察した。

1I.食品としてのカワノリ

カワノリは，大平洋にそそぐ河川上流の清冷な水中
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表 l カワノリの産地l)

地 製品の名称産

栃木県塩谷郡極原町大綱および泉町赤瀧

栃木県塩谷郡栗山村

栃木県上都賀郡日光町日光および清瀧

群馬県山田郡海田村高津川および忍山川

群馬県北甘楽郡青倉村土谷君事七久保，桑本

群馬県多野郡高場町塩津

埼玉県秩父郡秩父町，大瀧村中津川および入間郡名栗村名栗

東京府多摩郡永川村

東京府多摩郡永川村日原

東京府多摩郡小宮村養淳

神奈川県津久井郡青根村荒井

神奈川県津久井郡鳥屋村早戸川

山梨県南都留郡瑞穂村下吉田および明見村中津， 宮川

静岡県富士郡上井出村，白糸村および上野村

岐阜県山県郡北山村国原

岐阜県本巣郡根尾村水鳥谷

徳島県勝浦郡福原村八重地

徳島県那賀郡深谷村奥津及高野，坂州木頭村州字大用知およ
び海部郡上木頭村蝋谷

高知県香美郡横山村

高知県高岡郡東津野村舟戸

大分県直入郡粕原村陽目

大分県玖珠郡野上村野上，瀧上および玖珠町

山浦

宮崎県西臼杵郡高千穂町

熊本県菊池郡水源村戸城~深葉山および八代

郡縦木村五家荘

河

箸川~那珂川

鬼努川~利根川

大谷川 I~利根川

桐生川~利根川

青倉)I I ~鏑) II~利根川

神流川~利根川

荒川~隅田川

多摩川~六郷川

日原川~多摩川~六郷川

秋川~多摩川 I~六郷川

道志川~相模川~馬入川

中津川~相模川~馬入川

桂川~相模川~馬入川

芝川~富士川

武儀川~長良川~木曽川

糸貫川~揖斐川~木曽川

旭川 I~勝浦川

那賀川

)11 

横山川~物部川

・松葉)II ~四蔦十) 11

白瀧川， 武道川~鶴崎川

筑後川

筑後川

高千穂川~五ヶ瀬川

菊池川

球磨川

塩原名産青海苔

大谷川苔

高津ノリ(桐生ノリ)

青倉川ノリ

多摩川 ノリ

カノ、ノリ

カハノ リ

桂川ノリ

芝川苔(富士川苔)

国原苔

水鳥苔

青草E苔

陽自ノリ

瀧上苔

山浦苔

高千穂苔

菊池川苔

の岩石上に自然に着生し， 密集して生育繁茂してい

る。表 1日のように，その食品名は生育地の地名を冠

してよばれ，古くからその地域に住む人々によって親

しまれ，保護され，利用されてきた。土地の人々は，

初夏から晩秋にかけてよく生育したカワノリの個体を

採取し直ちに汁物の実にしたり，紙状にひろげて風

乾して保存し，あぶりさかなあるいはノリ巻用として

食膳に供してきた。その風味は淡白で， 心もち甘味が

あり， 高級浅草ノリのそれによく似た芳香さえ感じ

る。後述のように，カワノ リの食物史は古く，海浜か

ら遠く離れた山間(陣地に住いする人々が，浅草ノリに

代る貴重な食品として，先祖代々久しく受け継ぎ，今

日に及んだにちがし、ない。

血.食物史的芳察

日本人が，有史以前から各種海藻類を食糧，薬用，

糊料，肥料あるいは神撲など，広く生活の中にとり入

れて利用してきたことは，多くの古書にみられるとこ

ろである。飢えにそなえて， ~ 、かに救荒作物を貯わ

えるかは，農民にと っては重要なことであった。飢僅

考 2) に，救荒作物として数多くの植物名があげられて

いるように，およそ自然界には食物として利用できな

い積物はないようである。 資料食物史中の海園兵圏3)
ヒタキ ワ方メ

に， 1"""海に昆布，鹿角莱， 荒布，和布，海藻等あり。
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是みな食ひて飢を救ふもの也。捜り求むべし」と記さ

れてしる。また，百姓伝記(巻14:万枚集)4) に， 1あ

らめ，かぢめ手置仕安く，田夫の喰ひものによし」と

記されている。さらに， 万葉集(巻 3， 250)日に，

「珠藻刈る敏馬を過ぎて夏草の野島が崎に舟

近づきぬ」と， 同 (巻 3，362)に， 1みさごゐる

磯廻に生ふる 名 乗藻の名は告らしてよ 親は知る

とも」と，同(巻 5，892) こ， 1 綿 も 無 き 布 肩

衣の海松の如わわけさがれる 」と，また，同(巻

7 ， 1152)に， 1楕の音そほのかにすなる 海未通

女沖つ藻刈りに舟出すらしも」と，詠まれている
ナノリソ ミル

ように，名乗藻，海松などの海藻類は，古くから 日本

人の生活の中にとりこまれている。同(巻 2，196) 

に， 1明日香河の上流の瀬には石橋を渡し，下流の瀬

には打橋を渡しである。その石橋に伸びなびいている

玉藻も， 切れれば新しく伸びて くる。 打橋に伸び繁っ

ている川藻ふ枯れると新しく芽を出してくる。それ

なのになぜ，わが皇女は，お立ちになれば玉藻のよう

に，お臥しになれば川藻のように互になびきあった，

立派な背の君の朝宮をお忘れになるのであろうか。タ

宮をお背きになるのであろうか」と，記されている。

同じ川に生る藻が「玉渓」あるいは 1)11藻」とL、った

総称的名称で詠まれているが，その種は定かではない

にしても，清冷な急流の中で，濃青色の個体をなびか

せているカワノリのうるわしい姿を適確に表現しては

いる。また， 同 (巻 7，1380)に， 1明日香川 瀬瀬

に玉藻は生ひたれど しがらみあれば廃きあはなく

に」と，同 (巻 7， 1136)に， 1字治川に 生ふる菅

藻を 川早み取らずに来にけり 褒に為ましを」と

も詠まれてし、る。

古今和歌集(巻10，449)6)に，かはなぐさと題して

「うばたまの夢になにかt土なぐさまん うつつにだに

もあかぬ心を」と詠まれ，倭名類緊紗中の水菜類7)に，

「緋色立成云水苔一名河苔和名加波奈」と記されてい
カハナ

ることから，水苔と河苔とは同じものであろう。料理

物語(第二:磯草之部)8) に，富土ノリの料理法とし

て， 1ひや汁，あぶりさかな，色あおし」と，また，

「日光のり 川にあり」とも記されているように，カ

ワノリは古くから 日本人に親しまれ，食用に供されて

キ現度量衡での換算値

いたと考えられる。

カワノリが貴重な地方特産物として広く 日本人に知

られたのは江戸時代以降で，毛吹草9) 1とは，駿河国の

特産物 (13品目)の中に， 1富士苔山中谷川有之」

と，下野国 (10品目)の中に， 1日光苔川有之」と，

また，肥後国 (28品目)の中に， 1菊地苔川有之」と

も記されている。また，本朝食鑑(浅草苔)1町に， 1予

は往年，二荒山中に使した時，乾苔を獲た。土地の人

は，この替は大谷川の中で採るのだとL、う。その形状

は略海苔に似て，青黒色，性は粗にして粘せず，味も

淡く微甘であって，海中の紫苔とは遥かに相隔たるも

のである。」と， 大和本草山『こ， 日11苔も海苔に似た

り庭々にあり富士山の麓紫川に紫川苔あり富士のりと

も云 日光苔は野州、旧 光の川に生す菊池苔は肥後の

菊池川よりいづほして遠にをくるアマノリに似たり」

と，記されてL、る。さらに， 和漢三才園曾12)1こ，下野

・駿河 ・肥後国の特産物として， 日光苔，富士苔およ

び菊池苔が記され，また， 同園舎(水草類)に， 1富

士苔 富士山之獲精進川村出之形状似紫菜青緑色味極

美」あるいは「似紫菜而色育者富士苔水善寺苔之類

耳」と記され，富士苔の外観および味がし、かに甘苔に

似たものとして賞味されていたかがうかがL、知れる。

菊池カワノリ.三宅氏1

る菊池カワノリについて次のように記している。すな

わち，細川忠利が肥後国を賜わり，藩主となって以

来，細川家代々の藩主がカワノ リを賞味してL、る。元

文 4年 2月，現在の菊池郡水源村字原(熊本県)の庄

屋が菊池カワノリの受込役を命じられ，原に検分所を

設けて，一般住民がカワノリを採取し販売することを

厳禁した。受込人は，カ ワノリ の採取時期に，藩から

とくに派遣された役人の指揮監督のもとに，採取した

カワノリを数個の桐箱に入れ，これをさらに長持に納

め，その側面に 「御用菊池海苔」と記した札をたて，

役人が付添い，旗を押立てて行列をつくり，見附所御

免で通ったと，報告している。まさに高位高官のそれ

に似た扱い方といえる。細川藩主は，毎年受込人から

上納された700枚〔明治初期では一枚.横一寸一分(約

33 cm*) ，縦一尺六寸五分(約 50cm*)Jのカワノリか

ら?とくに優良品幾枚かを撰別し，藩内の他の特産物
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とともに元文 4年頃から慶応 2年頃まで，幕府へ献上

したといわれる。菊池カワノリは，急流激して泡沫飛

び散り，褐水期でも露出しない浅瀬の岩石の表面ある

いは側面に良く生育したともいわれている。

菊池風土記凶tこよれば， I菊池川は原村 (東北は農

後津江木地屋村，北は程野村，南は四丁分村，西は木

庭村)の庚河原から流れ出て，菊池郡の東隅から西方

に郡の中を貫き流れている。庚河原は，岩石の際々か

ら水が湧き出ている美しい地形で，詞客の遊ぶ所であ

る 。 !~占と河苔がこの名産で，幕府に献上されて L、る G

この川には，原村の細永に大きな瀧があり，河苔は瀧

から上流に生育し，のり方役ノ¥によって管理されてい

る。」と， また日本食物史中の大成武鑑叩には，熊本

藩からは11月に菊池苔も献上されたと記されてL、る。

N.植 生と 分類

カワノリ属 Prasiola は地球上に13種1) (海産種

5種， 淡水種 5種， 気性種 3種) とも， また14

種16) (海産種・ 5種，淡水種 6種，気性種 3種)

とも報告され，いずれも北極圏から赤道下の高山渓流

地帯を経て南極圏におよぶ寒冷地帯に生育分布してい

る。

わが国特産のカワノリが最初矢田部氏によって報告

されて山以来，その植生，分類あるいは生活史などに

ついて植物学的に研究が始められ，わが国には淡水種

カワノリがただ一種生育していることが明らかとなっ

た。

本邦産カワノリの生育地について，東氏1>は表 lの

ように報告し，岡田氏16)は箸川を北限(北緯37度)と

し，救磨川を南限(北緯32度50分)とする区域内の大

平洋に注ぐ40余の河)11の上流で，清冷な山間渓流の岩

石上に着生し生育しているが，房総，三浦，伊豆，紀

伊の諸半島および中園地方からは未だ発見されていな

いと報告してし、る。安原氏らmは，静岡県東部地域に

おけるカワノリの生育現状について調査し，富士山西

麓の富士宮市芝川 (水温 1O~140 C， pH6.9~7 .3) お

よび東麓の御殿場市高根町のり )11.伊豆天城山系のう

ち河津川，狩野川の上流に生育していると報告しさ

らに，佐藤氏1町は， Iカワノリ台湾阿里山に産す」と

も報告している。

小林氏山は，群馬県内のカワノリの垂直分布は標高

300mより 1，000mの範囲であること，また，日本海に

注く河川である千曲川上流の抜井川 (標高 1，1l0rn)

で，時々水で、洗われている約 1トン程の珪岩に濃緑色

のカワノリ (大きいもので約 3cm)が 一面に付着し

ている(1970年 9月26日10時30分，気温 12.20C，水

温 11.ooC， pH 7. 6) とも報告してしる G これは，カ

ワノリの食糧としての利用価値を知った信州人が，そ

の移植に成功したので、はないかと推察されている。

上記の ように，わが国ではカワノリの植生，分布が

すべて大平洋に注ぐ河川から発見され， 日本海に注ぐ

河川からは全くといってよいほど発見されていないこ

とは，カワノリの系統発生学的，古生態学的さらに系

統分類学的に，極めて興味深いことである。

表 1の菊池ノリ 20，2]¥ 大谷)11ノリ叩および多摩川ノ

リ23)の生活史は，かなり詳細に検討されており，これ

らの耳目芽あるいは生育時期は地域によってやや異なる

が，概要としては次のようである。藤山氏2川こよれば，

カワノリは秋季 (10月下旬)から冬季(翌年 4月頃)

にかけて雌雄配偶子を形成し，接合子による有性生殖

で群落を構成する 。 5~6 月に萌芽した体長 1~2 cm 

のす「個体は，夏季(8月)から秋季にかけてよく生育

し，アオサ様の葉状体(体長 12~1 3 cm)となって最

盛期を迎え， 12月から翌年 2， 3月頃には凋落期に入

る。一方，初夏から晩秋にかけての栄養体繁茂期には，

不動子(単胞子 :体長 1cm位のとき，縁辺の細胞に

形成される)が直ちに発芽して葉状体となるいわゆる

無性生殖によって新固体が生育し，急激に個体数が増

殖する。 したがって，冬季には少ないが，外観的には

ほとんど一年中美しい青緑色の群落が水面下の岩上に

観察される。

海藻類は，その生態，系統分類あるいは物質代謝機

構など多くの問題点が未だ解明されなし、まま残され，

とくに，カワノリの分類に関しては未解決である。瀬

川氏2川土，カワノリ類に見られる不動胞子裳と恩われ

るものが，アサクサノリ類の果胞子嚢や精子嚢に類似

していることから，カワノリ類は緑藻類としては極め

て仲間はずれのものであると報告し三輪氏叩は，カ

ワノリ ，アオノリおよびアサクサノリの細胞膜の構成

成分中，主要へミセノレロ ス，デンプンおよびタ γパ
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ク1生色素などの分析結果を比較検討した結果，カワノ

リが他の 2種の何れに近縁であるかについては決定し

得なかった。また， TAKEDA氏ら25)は，カワノリの細

胞壁物質の組成を分析し，その主成分はアマノリ属に

みられるマンナンであり， 他の成分もカワノリに独特

なものであることから，カワノリをアオサ目やヒビミ

ドロ目に属させるよりも，カワノリ属に対して新たに

カワノリ目 Schizogonialesを設けることが妥当であ

ると報告しているo さらに，岩本氏ら26)は，カワノリ

の生体色素中とくに 紫外部吸収物質(んax3 1 0~340 

nm)について検索し，同一物質が，紅藻類あるいは藍

藻類のある種からも検出されたことから，カワノリ 目

を新たに設けるべきだとも報告している。

v.食品学的芳察

V-1.力ワノリの生体成分

カワノリの生体成分に関する報告は極めて少なく，

その細胞膜中には，デンプンおよびタンパク性色素は

なく，ヘミセノレロース(マンナン，ベン トサン， フノレ

クトサン)35.6%，ウロン酸無水物 6.4%が報告24)さ

れているに過ぎなL、。

著者ら21)は，カワノリ中のステローノレ類，炭化水素

類， 脂肪酸類およびフィ トーノレの季節的変動について

検討し，カワノリの食品学的価値について考察した。

検体およびその処理 1977年11月初旬および1978年

図1 徳島県勝浦川の カワノリ生育地およびカワノリ

4月初旬から同年B月下旬にかけて，徳島県勝浦郡勝

浦川上流の古屋敷谷(海抜 600m， 7月25日正午の水

温 15.40C)で，石灰岩層を水源とする清冷な渓流

で，水深の浅い岩上あるいは飛沫帯の岩上に自然に密

集して着生し生育，分布している青緑色の葉状体を

採集した。検体は異物を除去し 直ちに日陰で風乾し

たのち，さらにデシケーター中シリカヶツレ上で恒量に

なるまで乾燥し，水分含有率 (91.2%)を算出した。

細断した乾燥検体 (30g) はいずれもその 10倍重量の

トヘキサン中に浸潰し， 10日間 200Cの暗所に保存し

たのち，常法により処理して表 2の緑色油状物質を得

た。

表 2 季節別乾燥カワノリ (30g)の 11-

ヘキサン抽出物量

採集 I.1 R ...， LI I r: A 0(¥ n I '7 R 0C: 0 I 0 R '1(¥ 0 I 14月3日15月30日17月25日18月29日111月5日月日 1'"t:)JV ~ I '-') J '-'VH I ' .IJ"-'VHIU/J&JoJHI 

収量 I 367 I 249 I 193 I 141 I 270 (mg) 1 ~"J 1 .Jv 1 .... 1 

各抽出物は，シリ カゲノレあるいはアノレミナを用いた

カラムクロマトグラブィ ーによって炭化水素類，遊離

脂肪酸類およびステローノレ類を分画した。各画分は

GC-MS， UV， IRおよび NMRなどによるスベクト

ノレ解析および化学処理などによって，生体成分とし

て，シスー 7 へプタデセン，パノレミチン酸 CJS-不飽

和脂肪酸類， フィト ーノレ， コレステローノレ，カンベス

テロ ーノレ，スチグマステローノレおよび Fシト ステロ

ールを確認した。

V-2.生体成分の季節的変動

表 2のように， 冬季に採取した検体の nーヘキサン

抽出物量は，夏季のそれに比して多L、。

脂肪酸類 図2のように，カワ ノリ中のパノレミチン

酸を主成分とする飽和脂肪酸含量は，極めて少量であ

り， リノ ーノレ酸が主成分で，少量の リノレン酸を含む

C，S-不飽和脂肪酸の含量は，初夏から8月の盛夏にか

けて急増し 9月以降は急激に減少し 冬季にはほと

んど消失する。

RUSSELL-WELLS加あるいは HAAS ら聞は，海藻

類中の脂質類含量とその生育場所， 季節あるいは検体

の生活史との相関関係について検討し，一般に浅海に
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図2 カワノリの炭化水素，脂肪酸，ステロ

ールおよびフィトーノレの季節的変動

1 :コレステロール 2 : sシトステロ ノレ

3:カンベステロ ーノレ 4 λチグマステロ ーノレ

5:シス 7 へプタデセン 日 フィトーノレ

7・パノレミチン酸 8: C18脂肪酸

¥ 
2・

として処理していたことは， VllcK33
)の説による「食

物と人間の感覚」すなわちカワノリの美しい青緑色の

外観 appearance(視覚 sight)，不飽和脂肪酸に起因

する風味 flavor (味覚 taste，I臭覚 odor)，さらに最盛

生育休に由来する触感 texture(触覚 touch，筋覚 kin

esthesis)を 満足するものであり ， 古くから伝えられ

てきたいわゆる生活の知恵といわさeるを得なL、。

今日， リノーノレ酸(シス 9，シス 12オクタデカジ

エン酸)， リノレン酸およびアラキド‘ノ酸が， 必須脂

肪酸 (EFA)として重要視され， ビタミンFの名で呼

ばれてし、る。これらはいずれも動物体内で生合成する

ことができないので，食物中から摂取しなければなら

ない。 H ANら加は， 培養したクロレラ中の主成分は

L1-CI7 で， 副成分は nーC]7を主とする全アノレカン

(0.032 wt%/乾重量)および脂肪酸 (0.12wt%/乾重

量)と報告し，また，高木氏ら日は，一般に植物中て、

は18:0三旦イ9-18: 1 (オレイン酸)三lL，L1"12_18 : 

生育する褐?菜類は深海のそれらよりも脂質類含量が多 2 (リノーノレ酸)三l:I.，Ll9>l"15_18:3 (リノレン酸)の

いことから，脂質類生合成にはl菜類が空気にさらされ 代謝機構を報告し，木村氏ら3町主，前(原)核細胞か

ている時聞が関与するのであろうと報告している。ま らなる藍藻類の脂肪酸として，ポリエン酸は含有され

た H ARR1S ':，3川主，細胞液に溶解する酸素量が(l&i昆 ず，飽和酸とモノエン酸が主成分で‘あると報告してい

では高く，酸化不飽和の条件が高温より優れているの る。

で，寒冷地帯に生育する海藻類中の脂肪酸はその不飽 ステロール類・ 1966年頃から海藻類の血圧抑制や動

和度が高く，温暖地域のそれは飽和度が高いと報告し 脈硬化抑制作用についての動物実験が開始されてい

ている。また， fDLER
3Dは， 海渓類の脂質生合成には る。褐藻類中のフコステローノレおよびサノレガステロー

夏季の日!照量が重要な因子であるとも報告している。 ノレはヒナの血疑コレステローノレを低下したとの報

これらの報告結果は，カワノリが高地で日照のよい， 告37) あるいは， アオノリ， ヒトエグサなとeの緑藻類

しかもi脅冷な浅い急流中あるいはその飛沫帯の岩上に およびアサクサノリ(紅藻)がシロネズミの血中コレ

着生，生育して群落を形成し，初夏から盛夏にかけて ステローノレの低下作用があったとの報告加，さらに，

盛んに繁茂すると L、う著者らの観察したカワノリの生 ステローノレ煩の側鎖の長さおよび二重結合の位置と血

育自然環境条件，あるいはカワノリ 中のリノレン酸を 中コレステローノレの低下作用との相関関係が検討さ

主成分とする C18不飽和脂肪酸の含量が， この時期 れ，コレストー7エノーノレおよびカンベステローノレ (24

に急増するという著者らの分析結果からも肯定しうる R)に低下作用があり， また 24メチレンコレステロ

ことである。 ーノレあるいは Pシトステロ ール (24R)に顕著な低

近年，消化性が非常にすぐれ，健康食品として大量 下作用があると報告知され，sーシトスタノ ーノレで、はと

培養が企業化され，販売されている藍藻類の一種で多 くに顕著であるとも報告附されてし、る。

細胞のスピノレリナの脂質 (5~ 7 %)中の脂肪酸 (83 著者ら2i)の検出したカワノリ中のステ ローノレ類の主

%)は，パノレミチン酸と C18-不飽和脂肪酸と報告叩 成分は，カンベステロ ーノレおよびスチグマステロ ーノレ

されている。土地の人々が，古くから好んで、夏期にカ (24 S)で，図2のように，両者の含量は一年中同じ

ワノ!リを採取して食用に供したり，あるいは保存食品 ように変動し，晩秋から急増して冬季に最高となり?
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初夏から急激に減少する。また，副成分の Fーシトス 生物的および非生物的環境との相関関係において成り

テローノレ含量および少量のコレステローノレ含量は四季 立っている系で，地球上での一定の環境条件のもとで

を通じて大きな変動はみられなし、が，いずれも盛夏に はじめて生存し，その環境との間に物質およびエネノレ

最低である。カワノリと血圧・動脈抑制作用との相関 ギーを交換しながら動的な平衡のうえに生活し，存続

関係は，未だ検討されていないが，とくに夏季のカワ してし、る。

ノリ中に有効ステローノレ類が存在することは極めて輿 海藻を含めた海洋生物を高度にしかも長期にわたっ

味深いことであるo て，有効に利用するための方法を開発するにあたって

アナアオサのステローノレ函分 中， 28ーイソフコステ は，各生物種の生活史を適格に把握しつつ，自然生態

ローノレ叫が主成分で、あるが，カワノリからは全く検出 系を破壊しない適切な採取と管理，保護がなされなけ

されなかった。このことは，カワノリ属がアオサ自に ればならない。そのためには，生物圏における環境要

属するという説42)を肯定し難く，むしろカワノリ自に 因が，生物種の生活史およびその生理に，直接的また

属する説仰を支持するものである。 は間接的に及ぼす相互作用について，基礎的かつ組織

炭化水素類およびフィ卜ール・ カワノリ中のシス 7 的に， しかも速急に解明されなければならなし、。

へプタデセンは夏季以外は多量に存在している 1962年，フランスの InstitutFrancaio du Petrole 

Nostoc mus印 rum(藍藻類)ではステアリン酸の脱炭 は，北アフリカ ・チャド共和国の原住民が太古からス

酸によって n へプタデカンが生成するという H AN ピノレリナを食品として用いている史実に着目し，その

ら34)の報告から， カワノリ中のシスー7ーへプタデセン 有効利用法を研究し開発したと報告叩されている。 こ

は，生成した n へプタデカンが脱水素酵素によ って れは一例に過ぎないが，有史以来，人間と自然との深

生成したとも考察される。~、かかわりあいは誰しも否定し得ないことで，こうし

PAOLETTl ら4川主，緑藻類 9種10検体中にフィトー た史実を謙虚に受けとめ，先人の生活の中に秘められ

ノレを検出するとともに，主成分の飽和炭化水素類 中 た知恵をかえりみては，それについて学際的思考のも

ηC'7 アノレカン (1 3.3~84.0%) が最も多L 、。一般的 とに現代科学的に検討し考察する必要が痛感され

には，前核細胞 (Procaryoticcell)からなる藍藻類は る。

それ以外の真核細胞 (Eucaryoticcell)からなる議類 本研究は，わが国特産でしかも古くから食品として

よりも炭化水素類の含量が多く，その組成が単純であ 用いられている淡水産カワノリについて，その食物史

り， C17 アノレケンを主とする不飽和炭化水素類はス ピ 的考察および生体成分の季節的変動について報告し

ノレリナおよびクロレラ種以外ではその含量が極めて少 た。将来，カワノリをクロレラあるいはスヒ。ノレリナと

量であると報告している。 同様に，栄養食品として有効に利用するためには，そ

著者ら27)の検出したカワノリ 中のテノレベ ンアノレコー の植生，生育環境要因あるいはそれにともなうカワノ

ノレで、あるフィト ーノレは，図 2のように， 一年中極めて リの生体微量成分の変動をもさらに仔細に検索し，そ

少量である。フィト ーノレはクロロフィノレをアノレカリ処 の生活史を基礎にした科学的大量養殖法が確立されな

理することによっても得られるが，本研究では，検体 ければならない。

からの成分抽出処理あるいは検索の過程において，ア 終りに，カワノリ検体を採取するにあたり ，多大の

ノレカリ処理は行なっていないことから，生体中に遊離 御便宜を賜わった，徳島県勝浦川漁業協同組合栗城完

の状態で存在していたものである。 組合長に厚く御礼申し上げます。

VJ.結 語

海洋は，食糧資源の重要な宝庫として保存されるべ

きものであり，とくにその生物種は鉱物種と異なって

再生産の可能な資源である。さらに生物種の群落は，
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Summary 

Seaweed meals have been widely used in the foods， dental materials， and pharmaceuticals in the ear-

ly Eastern world， particularly in Japan as to be found in the ]apanese classical literature. 

1t is considerable important to briefly study the utilization of marine algae and the precise food sci-

enti五cfunction of the chemical constituents in the algae， however， is unknown 

The present paper deals with the development of useful and reliable methods for the potential uti-

lization of the seaweed meals 

Prasiola has a world-wide distribution and Prasiola japonica YATABE (Kawanori) grows on rock sur-

faces in mountain streams of rivers flowing into the Pacific Ocean extending from Kanto to Kyushu dis-

tricts in ]apan， being terrestrial as well as aquatic 

The seasonal variation of constituents such as sterol， hydrocarbon， higher fatty acid， and phytol frac-

tions from Prasiola iaponica YATABE was examined. The contents of campesterol and stigmasterol varied 

in a relatively parallel way during all seasons. They appeaed to attain their maximum levels during 

the winter months， while the cholesterol and phytol contents were consistently low in all seasons. cis-

7-Heptadecene was characteristically present in appreciable amounts except during the summer months. 

Conversely， C1s-unsaturated fatty acids rapidely increased from early summer to August and then rap-

idly decreased to a negligible amount in the winter months 

The correlation between the seasonal variation of these constituents and the practical utilization for 

food is discussed目 Moreinformation related to the biological role and the nutritive character of these 

components is needed to suggest future research problems 


