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藻食性魚類数種によるクロメの摂食と摂食痕

桐山隆哉・野田幹雄・藤井明彦

（2001年 8月23日受理）

Grazing and Bite Marks on Eclonia kurome,
Caused by Several Herbivorous Fishes

Takanari KIRIYAMA＊1, Mikio NODA＊2, and Akihiko FUJII＊1

Abstract: Missing blades of Laminarian algae, Eisenia bicyclis, Ecklonia cava, and E. kurome, have
been observed in the marine forests along the coast of Nagasaki Prefecture, since 1998. In many
cases, characteristic marks thought to be caused by fish grazing were left on the edge of remaining
blades. To obtain further evidence for this, we observed the grazing behavior of seven species of
fish common in this area, and analyzed the characteristics of bite marks on E. kurome in experi-
mental tanks.

In the observations of grazing behavior, six species of fish grazed on E. kurome. Three species,
Calotomus japonicus, Signanus fuscescens, and Kyphosus lembus grazed on E. kurome more actively
than the other species, and left characteristic bite marks on the blades. The shape and size of bite
marks on the blades were useful for identifying the species that caused the lost blades. In natural
marine Ecklonia beds, as in Eisenia beds, large schools of these three herbivore species might
cause the lost blade phenomenon on a large scale along the coast in this area.

Key ward: herbivore fish; bite mark; Ecklonia kurome; grazing

外海域に形成される藻場の一つである海中林におい

て，構成種であるアラメ，Eisenia bicyclis，カジメ，

Ecklonia cava，クロメ，E. kurome，の葉状部が消失

し，消失の度合いが著しい場合には茎部だけとなる現

象が1998年秋季に長崎県下で広く観察された1)。この現

象は，その後も引き続いて発生しており，場所によっ

ては海中林の衰退をもたらす重大な影響を及ぼしてい

る。海中林は外海の沿岸域における生物生産に重要な

役割を担っており，沿岸漁業に及ぼす影響が大きいこ

とからも早急な原因究明が求められている。長崎県野

母崎町沿岸における観察では，葉状部のほとんどが消

失したクロメの縁辺に残された特徴的な痕跡から，こ

の現象は，ブダイ，Calotomus japonicus，による摂食

が主な原因として疑われている1,2)。長崎県下にはブダ

イ以外にも藻食性魚類が生息しており，もし残された

痕跡から食害種が推察できれば，本現象の原因究明に

役立つことになると考えられる。そこで，長崎県下で

一般的にみられ，量的にも多い魚類 7種について陸上

水槽でクロメを与えて摂食状況を観察し，摂食の有無，

痕跡の特徴などを魚種ごとに明らかにしたので，その

概要を報告する。

材料および方法

藻食性魚類によるクロメの摂食 長崎県西彼杵半島

沿岸に普通に生息し，藻食性と考えられるメジナ，

Girella punctata，イスズミ，Kyphosus lembus，ブダイ，

アイゴ， Siganus fuscescens，ニザダイ， Prionurus

scalprus，カワハギ，Stephanolepis cirrhifer，ウマヅラ

ハギ，Thamnaconus modestus，の 7種の成魚について

水槽内でクロメを与え摂食の有無，摂食痕，摂食量等

について観察した。これら 7種は，幾つかの漁業協同

組合を通じて漁業者に依頼して採捕した。

供試魚は集まったものから順次長崎県総合水産試験

場の陸上水槽（長さ10 m×幅 2 m×深さ0.75 m，アクリ

＊1 長崎県総合水産試験場（Nagasaki Prefectural Institute of Fisheries, 1551-4 Taira-cyo, Nagasaki, Nagasaki 851-2213,
Japan）．

＊2 水産大学校（National University of Fisheries, 2-7-1 Nagata-honmachi, Shimonoseki, Yamaguchi 759-6595, Japan）．



ルコンポジット流水式15トン水槽）に設置した小区画

（目合 2× 2 cm，2 m×1.5 m×0.6 mの網仕切り）に 1

個体ずつ収容し，1ヶ月以上馴致した後，実験に用い

た。馴致期間中は水槽内にクロメを入れ，1週間に 1回

の割合で配合飼料を与えた。

摂食試験は，1999年 5月から12月の間に行った

（Table 1）。まず，先に供試魚が収集できたイスズミを

除く 6種について 5月中旬から 6月下旬にかけて行っ

た。その後，この試験の結果，クロメの摂食量が多く，

特徴的な摂食行動と摂食痕を残したブダイ，アイゴに，

胃内容物調査などから大型褐藻類を摂食することが分

かっているイスズミ成魚を加え，これら 3種について，

引き続き 8月～12月に試験を行った。

24時間の実験を 1回とし，5月から12月の間 1ヶ月当

たり 3～14回の実験を行った。仮根部をコンクリート

ブロックに紐で固定し直立した状態のクロメ成体を小

区画に 1本ずつ入れ，24時間後に水槽内に残った全て

のクロメを回収し，クロメに対する摂食の有無，摂食

量，摂食痕について調べた。なお，実験に用いたクロ

メは大型の成体を用い，平均湿重量241 g（72～653 g）

で，摂食行動については昼間に観察を行い，摂食量は，

クロメの投与量から24時間後に水槽内から回収した全

てのクロメの量を引いて求めた。実験期間中の水槽内

の水温は午前 9時から10時の間に計測した。

ブダイ，アイゴ，イスズミによる摂食痕と摂食行動

供試したブダイとアイゴは 5月から 6月の実験から引き

続き同一の魚体を用い，イスズミについては 7月から馴

致したものを用いた。なお，イスズミは11月末に斃死

したので，同じ体長で，同じく 7月から馴致していた

ものに替えて実験を継続した。クロメの投与や実験時

以外の管理は馴致期間の取り扱いに準じて行った。イ

スズミはブダイやアイゴに比べると遊泳行動が活発なた

め，4 m×1.5 m×0.6 mに仕切った大きい区画に収容し

た。

3種とも摂食に伴って大量に食い散らす行動が観察さ

れたので，食い散らしたものを集めて脱落量とし，3種

とも摂食量が多かった 8月から10月の期間について，

脱落率（＝脱落量／投与量）を調べた。なお，1回の

実験時間は24時間とし，Table 1に示す大きさの供試魚

について 8月から12月の間，1ヶ月当たり 8～14回の実

験を行った。

ブダイ，アイゴ，イスズミの全長と口幅 投与した

クロメ成体には魚種毎に口器の特徴が痕跡として残っ

たが，これ以外に痕跡の大きさにも相違がみられた。

そこで，長崎県沿岸（西彼杵半島，壱岐，上五島）

で1999年 4月から2000年 1月にかけて漁獲された魚体

を集め，全長と口幅の関係を調べた。測定数はブダイ

13，アイゴ20，イスズミ23個体であった。なお，口幅

の計測はブダイについては清本ら2)の計側方法に従い側

面に突出した歯の内側基部間の直線距離とし，アイゴ，

イスズミでは，上顎歯の奥歯基部の左右の直線距離と

した（Fig. 1）。

結　　果

１. 藻食性魚類によるクロメの摂食

供試魚 7種の内，メジナを除く 6種がクロメを摂食

し，メジナはクロメ成体を摂食しなかった。摂食した 6

種の内，ブダイとアイゴは摂食量が多かったが，他の 3

種では極めて少なかった。ブダイやアイゴは，摂食に

伴って多数の葉片を散乱させると共に，特徴的な痕跡

を残した。そこで，この 2種とイスズミについては，引

き続き摂食痕，摂食行動等について詳細な実験を行っ

たので，次項で述べる。一方，摂食はするものの摂食

量の少なかったニザダイ，カワハギ，ウマズラハギの摂

食行動と摂食痕については，まず，以下に記述する。

（1）ニザダイ

摂食行動 本種は葉状部をつつくようにして噛み取

る行動がみられた。摂食痕は側葉縁辺にみられたが，

葉片の脱落や葉状部が消失し，茎のみとなることはな

かった。1日当たりの摂食量は供試した全長24 cmの個

体で，平均水温21.4℃（19.0～23.6℃）下で平均3 g/day，

最大で12 g/dayであった。

摂食痕 摂食された側葉縁辺にはFig. 2Aに示すよう
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Table 1. The number of observation periods on grazing behavior by seven herbivorous species on 
Ecklonia kurome in the experimental tanks. One observation period was 24 hours

Species
PeriodsTL

(cm) May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.

Prionurus scalprus
Stephanolepis cirrhifer
Thamnaconus modestus
Girella punctata
Calotomus japonicus
Siganus fuscescens
Kyphosus lembus

24
19
22
28
42
33
42

5
5
5
5
6
6

5
5
5
5
5
5

14
14
14

10
11
9

8
8
9

8
8
8

12
12
12
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Calotomus japonicus Siganus fuscescens Kyphosus lembus
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Fig. 1. Photographs and schematic drawings of mouth shape. The dotted lines show the teeth arrangement of each
fish. Arrows show the mouth width. The bars are 1 cm long.

Fig. 2. Bite marks left on blades of Ecklonia kurome by Prionurus scalprus, Stephanolepis cirrhifer, and Thamnaconus
modestus in the experimental tanks. A: bite marks caused by P. scalprus; A-1: a series of obscure arc-shape bite
marks; A-2: a series of clear semicircular arc-shape bite marks; A-3: a roughly shaped bite mark on a blade; B:
bite marks (arrows) caused by S. cirrhifer; C: bite marks (arrows) caused by T. modestus. The holes (B and C:
open arrows) were caused by pecking behavior. The bars are 0.5 cm long.



に，弧状に連続し，切断面が溝状を示す痕跡がみられ

た。摂食痕は不明瞭な場合が多く（Fig. 2A-1），口器の

形状を示す弧状の痕跡が明瞭な場合は，イスズミと似

た半円形を示した（Fig. 2A-2）。側葉基部の少し厚みの

ある部位では，Fig. 2A-3に示すように口器の形状を示

すギザギザの弧状の痕跡が認められることもあった。

（2）カワハギ，ウマヅラハギ

摂食行動 ニザダイと同様，葉状部をつつくように

して噛み取る行動がみられた。摂食痕は側葉縁辺や表

面にみられたが，中央葉や茎部の厚みのある部位では

みられなかった。このため葉片の脱落や葉状部が消失

して茎のみとなることはなかった。カワハギ（全長

19 cm）とウマヅラハギ（全長22 cm）の 1日当たりの

平均摂食量は，ニザダイと同じ水温条件下で共に

1 g/day以下，最大でもそれぞれ 2 g/dayおよび 3 g/day

とニザダイに比べ少なかった。

摂食痕 摂食された側葉の縁辺では小さい楕円から

半円形の弧状，側葉の表面では丸く空いた穴となる痕

跡がみられた（Fig. 2B, C）。これらは，カワハギ，ウ

マヅラハギでよく類似し，両者の区別はできなかった。

２．ブダイ，アイゴ，イスズミによる摂食痕と摂食行動

（1）ブダイ

摂食行動 本種は，葉状部，特に茎葉移行部を摂食

することが多く，頭部を振って引きちぎるようにして噛

み取り，その後，咀嚼を繰り返して口内に取り込む行

動がみられた。しかし，咀嚼後直ちに吐き出す場合や

噛みちぎるだけの場合もあり，水槽底には脱落した大

小様々な葉片が散乱した。この摂食と脱落によって 1

回の実験終了時には，側葉が僅かに残ったものから中

央葉のみのもの，茎部のみのものまでと葉状部のほと

んどが消失していた。また，クロメをよく摂食した 8月

から10月における脱落率は 4割程度であった。

投与量から脱落量を引いて求めた 1日当たりの摂食

量の月別変化をFig. 3に示す。水温が23～28℃の 9月，

10月は，それぞれ131 g/day，129 g/dayで，水温が19

～14℃になった12月には78 gに減少した。

摂食痕 側葉縁辺や中央葉に噛み取った口器の形状

を示すやや縦長の楕円状の痕跡がみられた（Fig. 4A, B）。

中央葉や茎部などの厚みのある部位では，噛み付きに

よる筋状および深みのある溝状の不規則な傷がみられ，

まれに歯型を示す点線および線状の傷が残っていた

（Fig. 4C～E）。また，側葉が複数枚連なったまま中央

葉から引きちぎられたり，側葉や中央葉がほとんど無

傷の状態で中央葉基部から鋭く引きちぎられ，茎のみ

となる場合もあった（Fig. 4F, G）。引きちぎるようにし

て噛み取る摂食行動のため，歯型が残らない例が観察

したクロメの 4割程度にみられ，これは後述するアイゴ

やイスズミではみられない特徴であった。

（2）アイゴ

摂食行動 本種は葉状部を素早くつつくようにして

噛み取る行動を繰り返した。中央葉部や側葉基部など

厚みのある部位が摂食される場合が多くみられた。著

しい場合には，茎部も摂食され仮根部のみが残ること

もあった。ブダイと同様に多数の葉体が水槽内に散乱

し，この摂食と脱落により，1回の実験終了時には殆ど

葉状部が消失した状態となった。また，クロメをよく

摂食した 8月から10月における脱落率は 7割程度に及

び，ブダイや後述のイスズミに比べ高かった。

摂食量は，水温が約28℃の 9月に76 g/dayと多く，25

～28℃の 8月及び26～23℃の10月には共に43 g/day，23

～18℃の11月には37 g/day，19～14℃の12月には4 g/day

となり，高水温時に多く，水温の低下とともに減少し

た（Fig. 3）。

摂食痕 側葉縁辺などの比較的薄い部位では，連続

した小さい弧状となり，下顎の形状を示す尖頭の楕円

状の痕跡が残る場合もあった（Fig. 5A, B）。中央葉縁

辺や茎部の厚みのある部位では，歯の溝を示す細かい

平行した筋状の傷がみられ（Fig. 5C, D），その筋の間

隔は0.4～0.6 mm，深さは0.1～0.2 mmであった。
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Fig. 3. Monthly changes in the daily consumpation of
Ecklonia kurome by three species and changes in
rearing water temperature from August to December.



（3）イスズミ

摂食行動 上述したアイゴに類似した摂食行動を示

し，葉状部をつつくようにして噛み取った。ブダイ，

アイゴと同様に，多数の葉片が水槽底に散乱し，摂食

と脱落により 1回の実験終了時にはほとんど葉状部が

消失した状態となった。また，摂食行動が活発な 8月

から10月における脱落率は 3割程度で，ブダイやアイ

ゴに比べて少なかった。

摂食量は，9月，10月にそれぞれ48 g/day，51 g/day

と最も多かった（Fig. 3）。その後11月には38 g/day，12

月には36 g/dayと水温の低下と共にやや減少したが，

ブダイやアイゴに比べて摂食量の減少割合は低くかった。

摂食痕 本種はアイゴと同様に連続してクロメを噛

み取る行動を繰り返した。側葉縁辺など比較的薄い部

位では，連続的な弧状の痕跡を残し，アイゴに比べる

と大きく，半円形で口器の形状を反映していた。また，

噛み取られずに側葉縁辺に残された点線状の半円形の

歯型もしばしば観察された（Fig. 6A, B）。中央葉縁辺

や茎部の厚みのある部位では，歯の溝を示す平行した

筋状の傷がみられ（Fig. 6C, D），筋の間隔は1.0～

1.2 mm，傷の深さは0.4～0.6 mmとなり，アイゴに比べ

て深く大きかった。

３．ブダイ，アイゴ，イスズミの口幅と全長との関係

ブダイ，アイゴ，イスズミの 3種について，全長と

口幅の関係をFig. 7に示す。

この関係式から，魚種毎の最大の口幅は，ブダイでは，

最大全長とされる約50 cm3,4)では2.6 cm，アイゴでは，
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Fig. 4. Bite marks left on Ecklonia kurome by Calotomus japonicus in the experimental tank. A: arc-shaped bite marks; B:
arc-shaped bite marks that resemble the oval mouth shape of this species; C, D: deep and linear bite marks; E: dotted
line, bite marks that resemble the teeth arrangement of this species; F, G: a sharply torn central blade and bladeless
stipe caused by biting behavior. The bars are 1 cm long.
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Fig. 5. Bite marks left on Ecklonia kurome by Siganus fuscescens in the experimental tank. A: a series of arc-shaped bite
marks; B: an arc-shaped mark with a characteristic small protrusion at the distal part of the oval bite marck; C, D: fine
and linear bite marks left on the blade (C) and stipe (D). The bars are 1 cm long.

Fig. 6. Bite marks left on Ecklonia kurome by Kyphosus lembus in the experimental tank. A, B: a series of large, arc-shaped
bite marks that resemble the semicircular mouth of this species; C, D: deep and linear bite marks left on the blade (C)
and stipe (D). The bars are 2 cm long.



最大全長とされる約40 cm5)では1.6 cm，イスズミでは，

最大全長とされる約70 cm6)では3.9 cmと導かれた。

このことから，摂食痕が1.6 cmを超えればブダイか

イスズミ，さらに2.6 cmを超えればイスズミと考えら

れることが分かった。

以上の結果，これら 3種では，その摂食行動や口器

の特徴により，それぞれ異なる摂食痕を残すことが分

かった。それらを整理しFig. 8に示す。ブダイでは噛み

付いて引きちぎるため摂食痕は不規則となり，口器の

形状が残らない場合もあるが，深い溝や線状の不規則

な傷が厚みのある縁辺部に残る。一方，アイゴとイス

ズミではブダイのように引きちぎることはなく，素早い

咀嚼を繰り返して齧り取るため，葉状部には連続した

弧状の痕跡や凹凸の平行線状の規則正しい溝状の痕跡

が残り，ブダイとは明らかに相違した。また，アイゴ

では，溝の深さが浅い細かい線状であるのに対し，イ

スズミでは溝が明瞭で筋状であり，この特徴から両者

を区別することが可能であった。

考　　察

長崎県沿岸で一般的に生息する藻食性魚類であるメ

ジナ，ブダイ，アイゴ，ニザダイ，カワハギ，ウマヅ

ラハギ，イスズミにクロメを投与した結果，メジナを除
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く 6種で摂食が確認された。メジナではアラメ等の大型

褐藻の成体に対しては摂食が無視できると考えられた。

一方，クロメを摂食した 6種の内，ブダイ，アイゴ，

イスズミが特に多く摂食し，ニザダイ，ウマヅラハギ，

カワハギでは，摂食量は僅かであった。これらのことか

ら，海中林に対して食害を及ぼし得るのは，ブダイ，

アイゴ，イスズミの 3種と考えられた。

藻体に残された摂食痕から，これら 3魚種を識別す

るには，Fig. 7，8に示した口器の大きさや形状が参考

となる。特にFig. 7に示した 3種の全長と口幅の関係か

ら，摂食痕が1.6 cmを超えればブダイかイスズミ，さ

らに2.6 cmを超えるものはイスズミと推定できる。た

だ，今回の実験の結果は何れも成魚を対象にしており，

未成魚，幼魚と魚体が小さくなると，摂食痕に認めら

れる種の特徴は不明瞭になると考えられる。ただし，

魚体が小さくとも摂食すれば葉片上に口器に類似した

弧状の痕跡を残すはずで，種の識別ができないまでも

魚類の摂食痕かどうかは判断できると思われた。

以上のことから，海中林において，アラメ等の葉状

部が消失する現象が発生した場合，藻体上に残された

痕跡から魚類の摂食が関係しているかどうかを判断す

ることができ，加えて上述したような特徴が認められれ

ば，摂食した種を特定することも可能と思われる。今

回の実験から，ブダイ等の成魚による摂食が海中林に

与える影響は，摂食による直接的な破壊と共に摂食行

動に伴って多くの葉片を脱落させることも無視できな

いと考えられた。天然の条件下では，摂食によって生

じた傷が原因になり，波浪によって葉片が脱落するこ

とも考えられ，摂食量以上に大きい影響を海中林に及

ぼす可能性がある。

長崎県下では各地で藻場の衰退が懸念されている。

藻場の衰退は，破壊の大きさと共に再生速度も重要な

要因になると考えられる。これまでウニ類（ムラサキウ

ニ，Anthocidaris crassispina，主体）や巻貝類（ウラウ

ズガイ，Astralium haematragum，主体）を除去し藻

場が回復したことから，これら植食生動物の摂食が藻

場の再生を阻害することは知られている7)が，魚類の摂

食についても藻場の破壊と共に再生に及ぼす影響につ

いて検討が必要である。この両者の摂食圧を推定する

ことにより植食動物の摂食による海中林への影響の度

合いが測定可能となる。

近年，秋～冬季の水温が例年より高い傾向にあり，

これに伴って魚類の摂食が関係していると思われる現

象が，海中林における葉状部消失のみではなく，ヒジ

キ，Hizikia fusiformis，の生育不良8)や養殖ワカメ，

Undaria pinnatifida，の芽減り9)等にも現れている。秋

～冬季の水温上昇が魚類相に影響を及ぼしている可能

性について早急な解明と共に植物相の変化についても

今後解析を進める必要がある。

要　　約

藻食性魚類 7種（メジナ，ブダイ，アイゴ，ニザダ

イ，ウマヅラハギ，カワハギ，イスズミ）にクロメを投

与し，摂食状況を観察したところ，ブダイ，アイゴ，

イスズミの 3種がクロメをよく摂食した。

これら 3種の摂食痕は，口器の形状を示す弧状の痕

跡の形や大きさ，中央葉部や茎部等の厚みのある部位

の縁辺や摂食面に残る痕跡に相違があり，魚種による

特徴が認められた。

これらのことから，海中林において葉状部が消失す

る現象が発生した場合，残された痕跡が新しければそ

の特徴を比較検討することで，魚類の摂食の有無や摂

食した魚種の推定が可能であると考えられた。
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