
は じ め に

Spicaticribra kingstonii Johansen et al. はアメ
リカ合衆国ノースカロライナ州のテネシー川に造
られたダム湖であるフォンタナ湖（北緯35°27′）か
らJohansen et al.（2008）によって記載された。
日本でも，原産地よりやや低緯度の鹿児島県池田
湖（北緯31°14′）から見出され（田中・南雲 2009），
本邦にも生育していることが確認されている。今
回，さらに南方の福上湖（北緯26°39′）から同種
を見出したので報告する。

試 料

沖縄県東村，福上湖（福地ダム湖）から採水し，
沈殿物を硫酸処理して検鏡試料とした。
採水日：2007年1月27日（試料番号：OKI-102）。

L M 観 察

殻面は円形で平ら，殻径は10-21μm。点紋列は殻
中心から放射状に射出され，殻縁で10μmに16-18本
数えられる。点紋列を構成する点紋の大きさは不
揃いで，密度は10μmに16-24個である。射出中心に
は，大形点紋又は点紋が癒合したさらに大きな点
紋状の構造物が観察される（Figs 1, 2）。殻縁には
短い黒線が見られる（10μmに3-5個）が，SEM観
察によれば殻套有基突起である。OKI-102からの本
種の出現頻度は33％で最優占種であり，続いて小
形 の Aulacoseira sp . ( 25% ) , A . granulata
(Ehrenb.) Simonsen (14%), Discostella stelligera
(Cleve & Grunow) Houk & Klee (7%) の順で，
計15分類群が出現した。

S E M観察

外側では殻面中心はいくつかの胞紋開口が癒合
して一つの大きな開口になっていること，殻面の
点紋の大きさが不揃いであることが明瞭に観察で
きる（Fig. 6）。殻套有基突起の開口は円錐状にや
や肥厚して殻套部の中位にある（Fig. 8）。唇状突
起の開口は有基突起よりやや外側か（Fig. 8），稀
に同じ高さに観察される。

内側では密接して穂のように並んだ師板が，個々
の師板列は途切れるが，全体として殻中心から殻
端まで連続している（Figs 9-11）。殻套有基突起は
3個の付随孔を持ち（Fig. 10），唇状突起は1～3個
存在し先端が曲がる（Figs 9, 10）。

考 察

本種は，原産地のほかには日本（池田湖）から
のみ見出されており，今回の福上湖からの産出は
三番目の記録となる。Johansen et al.（2008）に
より本種の産出が報告されたフォンタナ湖は海岸
（大西洋）から約650km内陸にある湖である。田中・
南雲（2009）で報告された池田湖は，海岸から4km
に位置する天然の湖であり，福上湖は海岸から2km
に在る人造湖である。このことは，天然の湖・人
造湖，内陸・沿岸を問わず各地の湖に本種が生育
している可能性を示唆している。

Ludwig et al.（2008）によりブラジルから記載
されたThalassiosira rudis Tremarin et al. も福上
湖の本種に類似している。しかし，T. rudisのSEM
像は非常に類似しているものの，LM像では殻面の
同心円状の模様が強いので，福上湖の本種はSpica-
ticribra kingstoniiに同定した。
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Figs 1-11. Spicaticribra kingstonii. Figs 1-5. LM. Figs 6-11. SEM. Figs 1-4. Valve view. Fig. 5. Oblique view.
Fig. 6. External view of a whole valve. Fig. 7. Oblique view of Fig. 6. Fig. 8. Detailed view of valve margin
showing outer openings of mantle fultoportulae (arrows) and rimoportula (arrowhead). Fig. 9. Internal oblique
view of a whole valve (arrowheads : rimoportulae). Fig. 10. Detailed view of the valve margin showing mantle
fultoportula with three satellite pores (arrow) and rimoportula (arrowhead). Fig. 11. Detailed view of the valve
center showing spicatic cribra. Scale bars = 2 μm (Figs 6, 7, 9), 1 μm (Fig. 8), and 0.5 μm (Figs 10, 11).

４５Spicaticribra kingstonii Johansen


