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長崎県下で広く認められたヒジキの生育阻害の原因

桐山隆哉・藤井明彦・四井敏雄

（2002年 8月 8日受理）

Growth Inhibiting Factors for Edible Brown Alga,
Sargassum fusiforme, along Coast of Nagasaki Prefecture,

Northwestern Kyushu, Japan

Takanari KIRIYAMA
＊1, Akihiko FUJII

＊1, and Toshio YOTSUI
＊2

Abstract:  We conducted field surveys from 1998 to 2001 at 20 sites by setting net cages made of 
stainless steel wire on Sargassum fusiforme bed to protect the thalli from fish grazing. In October 
or November, the thalli were 2 to 17 cm long inside the cages and 0.3 to 2 cm long outside, demon-
strating a clear difference in length. When the cages were removed at four sites in December, the 
growth of thalli was inhibited in three sites. After February, setting of cages at nine sites showed 
no effect on the growth. These results suggest that setting of the cages prevented thalli from graz-
ing by herbivorous fish. Active fish grazing is thought to be prevailed from summer to autumn 
and decreasing from winter to spring for S. fusiforme bed along the coast of Nagasaki Prefecture. 
Differences in duration and intensity of grazing might cause various conditions of inhibited growth.

　Key words:  Sargassum fusiforme; Inhibited growth; Fish grazing; Herbivorous fish

ヒジキ，Sargassum fusiformeは主に外海域に面した
潮間帯に生育する海藻であるが，生育する場所の波
当たりが強すぎると生長が抑制されることが知られて
いる1,2)。また，長崎県対馬の一部では魚類の摂食被害
による極端な生育不良も観察されている3)。長崎県は
わが国におけるヒジキの主産地で，農林統計によれ
ば1996年頃までは3,000～4,000 tの生産が続いていた
が，1997年から減少し始め，1999年には1,913 tまで低
下した。これは，一部の地域で1997年頃に始まった生
育不良現象が県下全域に広がったためである。この現
象は，摘採期になっても数 cm以下に止まる極端なも
のから，藻体長が短いため収穫量が少なくなるものま
で，多様な変化を示す。これまで収穫されてきた場所
で近年になってヒジキの伸びが悪くなったという経過
から，この原因として生育地の地形に伴う波当たり等
の物理的な要因の変化が主に影響しているとは考え難
い。また，生育不良現象が見られない場所も県下各地

にあり，近年の冬期における高温傾向のみが直接に関
係しているとも思われない｡そこで，1998年頃から長
崎県下ではアラメ類（アラメ，Eisenia bicyclis，カジメ，
Ecklonia cava，クロメ，E. kurome）の藻場が魚の食害
によって被害を受ける例4-6)が頻発していることを考
え，ヒジキの場合にも魚類による摂食を原因として想
定し調査を行った。

材料および方法

調査は西彼杵半島沿岸を中心に対馬，五島で行った。
方法は，生育不良現象がみられる場所に魚類の摂食を
防ぐ目的でステンレススチール製の篭を設置し，その
後の生育を篭の内と外で比較した。設置した篭は35×
30×18 cm，最大目合 5×4.5 cmのものを用いた。設
置の方法は篭を伏せて縁が接する部分の岩面をステン
レススチール製のスクレイパーとワイヤーブラシで付
着物を除去し，水中ボンド（福岡スリーボンド株式会

＊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 前長崎県総合水産試験場（Late of Nagasaki Prefectural Institute of Fisheries, 2-25-17, Tsurumidai, Nagasaki, Nagasaki 
850-0984, Japan）．
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社，スリーロッジF185）で固定した（Fig. 1）。調査
点の場所と篭を設置した時期は，西彼杵半島では1999

年 8月に 4箇所，2000年 1， 2月に 9箇所，対馬で
は前報3)の1998年に設置した 1箇所を続けて観察する
と共に新たに1999年10月に 2箇所，2000年 4月に 2箇
所，五島では2000年 4月に 2箇所で，合計20調査点で
ある（Table 1， Fig. 2）。
調査は2000年 4月に， 1， 2月に篭を設置した西彼
杵半島の 9調査点（N-1～7，10，11）でこの間の状
況について行った。この時の調査では，篭の設置によ
るヒジキの生育への影響がみられなかったので，これ
以前に設置していたものと， 4月に新たに設置したも

のを加えた20調査点において，2000年10，11月に再度
調査を行った。この調査では，全ての調査点で篭の内
と外の生育に相違があったので，12月に西彼杵半島の

Table 1. Experimental sites, and times at which net cages were fixed and observations made

Nishisonogi Saikai N- 1 Feb. 2000 ○ ○
 Oshima N- 2 Jan. 2000 ○ ○
 Oseto N- 3 Feb. 2000 ○ ○
 　〃 N- 4 〃 ○ ○
 Sotome N- 5 〃 ○ ○
 　〃 N- 6 〃 ○ ○
 　〃 N- 7 〃 ○ ○
 Nagasaki N- 8 Aug. 1999  ○
 　〃 N- 9 〃  ○
 Nomozaki N- 10 Feb. 2000 ○ ○
 　〃 N- 11 〃 ○ ○
 　〃 N- 12 Aug. 1999  ○
 　〃 N- 13 〃  ○
Tsushima Izuhara T- 1 Dec. 1998  ○
 　〃 T- 2 Oct. 1999  ○
 　〃 T- 3 〃  ○
 　〃 T- 4 Apr. 2000  ○
 　〃 T- 5 〃  ○
Goto Shinuonome G- 1 Apr. 2000  ○
 　〃 G- 2 〃  ○

Region Location Site Set of Observation
   the cage Apr. 2000 Oct. or Nov. 2000
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Fig.1. A net cage covering Sargassum fusiforme bed to 
protect from fish grazing. The cage was made of 
stainless steel wire and measured 35 cm long×30 
cm wide×18 cm high, with 5×4.5 cm mesh length. Fig.2. A map showing the experimental sites.
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4調査点で篭を外し，その後の状況を翌年の 3， 4月
に調査した。測定は，篭の内と外におけるヒジキとそ
の他の海藻の藻体長について行うと共に，形態につい
ても肉眼と顕微鏡による観察を併せて行った。なお，
藻体長は，採取した標本の上位 5個体の平均値で示し，
標準偏差（SD）を求めた。

結　　果

2000年 4 月の調査　西彼杵半島沿岸の 9調査点に
おける篭の内と外のヒジキ藻体長を Fig. 3に示す。
篭を設置した 1， 2月の時点では，ヒジキの藻体長
は 2～ 5 cmと短かった。ヒジキ以外の海藻は，調
査点 N-1，2，5，6 ではウミトラノオ，Sargassum 

thunbergiiが，N-5，10ではイシゲ，Ishige okamurae

が篭の内にみられ，それぞれ 2～12 cmと0.5 cmで
あった。

4月の観察では，ヒジキの藻体長は13～34 cmと場
所によって相違したが，篭の内と外では差はみられ
なかった。その他の海藻では，ウミトラノオは 5～38 

cmとヒジキと同様に場所によって相違したが，篭の
内と外では差は見られなかった｡イシゲは全調査点で
篭の内と外を問わず約 3 cmであった。
2000年10，11月の調査　西彼杵半島，対馬，五
島に設置した全20調査点の10，11月における篭の内
と外のヒジキ藻体長を Fig. 4に示す。調査点毎に篭の
内と外で比較すると藻体長に大きな相違があり，内で
は 2～17 cm，外では0.3～ 2 cmで，篭の設置により

全ての調査点で生育が大きく改善された。篭の設置に
よって生育の改善が少なかった場所は，篭を設置した
所の水位が高過ぎて生育が抑制されたものである。篭
の内と外におけるヒジキの形態をみると，内では正常
であったが，外では葉先や主枝の先端が欠損し，一様
の長さに刈り揃えられたようになっていた（Fig. 5）。
ヒジキ以外の海藻は，調査点N-1，2，11，12ではウ
ミトラノオが，N-5，10ではイシゲが篭の内と外にみ
られ，内と外でそれぞれウミトラノオでは 2～13 cm

と0.5～0.7 cm，イシゲでは 6～ 8 cmと0.5～ 1 cmと
なり，ヒジキと同様に篭の内と外で藻体長に差があっ
た。形態についてもヒジキと同様に内では正常であっ
たが，外では葉先等に欠損がみられた（Fig. 5）。
2000年12月に篭を撤去した後の経過調査　篭を12

月に撤去した 4調査点におけるヒジキ藻体長の推移を
Fig. 6に示す。篭を撤去した時点では，篭の内で10～
25 cm，外で 1～2 cmであった。篭を撤去した翌日の
観察では，N-5とN-9では既に篭の内にあったヒジキ
が刈り揃えられたように短くなり，外のものと同様に
短くなっていた。N-11，12では篭の内と外の相違が
そのまま維持されていた。
翌年 4月の時点における観察では，ヒジキの藻体

長はN-11では篭の内にあったものが88 cm，外にあっ
たものが28 cmと両者とも篭撤去後順調に伸長してい
た。一方，N-5では共に22 cm，N-9，12では6～9 cm

であった。上述したように，N-5，9では篭撤去の翌
日に，N-12では，確認していないがその後に，篭の
内にあって良く生育していたものが短くなって内と外
の差がなくなった後，N-5で最も早い時期に，N-9，
12ではそれより遅れて伸長を始めたことを示してい
た。: inside

: outside
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Fig.3. Length of S. fusiforme growing inside and outside 
the cages. The cages were set in January or February 
2000 and observations were made in April. Values are 
means ±SD (n=5). Localities of N-1～ 7, 10, and 11 
are shown in Fig. 2.

Fig.4. Length of S. fusiforme growing inside and outside 
the cages in October or November 2000. The cages 
were set till April 2000. Values are means ±SD (n=5). 
Localities of N-1～13, T-1～5, and G-1, 2 are shown in 
Fig. 2.
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ヒジキ以外の海藻については，N-5とN-9では，篭
の撤去時にその内と外で，前者ではウミトラノオが13 

cmと0.8 cm，イソモク，Sargassum hemiphyllumが
7 cmと0.5 cm，後者ではウミトラノオが10 cmと0.5 

cmであったが，撤去翌日には全て短くなっていた。
N-11ではヒジキ以外に海藻はなく，N-12では撤去時
にはウミトラノオが 5 cmと1 cmで，撤去翌日には変
化はなかった。翌年 4月にはN -5では，篭の内と外に
あったもので，ウミトラノオが37 cmと30 cm，イソ
モクが15 cmと17 cm，N-9ではウミトラノオが 6 cm

と7 cm，N-12ではウミトラノオが 2 cm以下であった。
ヒジキ以外の海藻についてもヒジキと同様に， 4月に
なってN-5で長く，N-9，N-12で短い傾向が認められ
た。

考　　察

ヒジキの生育不良現象がみられた長崎県下のヒジキ
漁場において，生育地にステンレススチール製の篭を
設置した結果，10，11月の時点では全ての調査点で篭
の内にあるヒジキの生育が大きく改善された。また，
篭の設置による生育の改善効果は，12月頃には一部の
調査点ではなくなるが，まだ多くの調査点で残り， 2

月には全ての調査点でほとんど認められなくなった。
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Fig.6. Dif ferences of the growth of S. fusiforme after 
removal of the cages in December, 2000. Values are 
means ±SD (n=5). Localities of N-5, 9, 11, and 12 are 
shown in Fig. 2.
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篭の内と外で生育差が生じている時期には，内のヒジ
キは正常な形態を示すが，外のものは葉や主枝の先端
が欠損し，刈り揃えられたように短くなる等の形態異
常が認められた。同様な形態異常はウミトラノオやイ
シゲなど同じ場所に生育している他の海藻にも認めら
れており，これらの特徴から，この生育不良現象の原
因として藻食性動物の摂食が最も疑われた。海藻を摂
食するものとして，貝類，ヨコエビ類，魚類等がある。
今回の実験で用いたような大きい目合いの篭で生育不
良を防止できることや，消失したヒジキ等を摂食可能
な大量の貝類，ヨコエビ類がどの生育不良地でも認め
られていないこと等から，アラメ類の葉状部欠損現象
の場合4-11)と同様に，摂食したのは魚類である可能性
が最も高いと考えられた。アラメ類の場合には葉片に
特徴的な弧状の痕跡が残り，摂食した種を特定するこ
とができた4,12)。ヒジキの場合には葉片が細く，摂食
痕の特徴が分かり難いため，痕跡から原因種を特定す
ることは難しい。ただ，ヒジキの生育不良現象がみら
れた場所で，漸深帯上部の海藻を観察すると，ウミウ
チワ，Padina arborescens，幅の広い葉片を持つホンダ
ワラ類幼体，アラメ類等に弧状の欠損部が観察される
場合が多く，これらの欠損部にみられる特徴はアイゴ，
Siganus fuscescensやイスズミ，Kyphosus lembusの摂
食痕に酷似していた4,9,12)。これらの魚種は，長崎県沿
岸域に広く分布しており，著者らが行った水槽内実験
では両種ともヒジキを良く摂食することが観察され，
今回長崎県下で広く認められたヒジキの生育阻害にお
いてもこれらが摂食している可能性が高いと考えられ
た。
ヒジキの生育不良は波浪の強すぎ，生育水位の高過
ぎや魚類の食害で発生することが従来から知られてい
る1-3)。本報告で取り扱った生育不良現象は，収穫が続
けられてきた場所で近年生長が悪くなり，軽い場合に
は生産量の低下に止まるが，重い場合には摘採できる
大きさに育たない等場所によって状況が大きく相違す
るのが特徴である。このような特徴は，魚類による摂
食の程度，継続期間の長短を考えると説明できる。即
ち，夏から秋期にかけてはほぼ全域で摂食による生長
阻害を受けているが，秋から冬期にかけては摂食圧が
低下し，早く低下した場所ほど藻体長は長く，長く継
続した場所ほど藻体長は短く，摂食圧の強弱により多
様な生育不良の状態が生じると考えられる。
本調査に関連して行った他の藻類の観察で，漸深
帯上部にみられたイソモク，ジョロモク，Myagropsis 

myagroides，トゲモク，Sargassum micracanthum，マメ
タワラ，S. piluliferum，ヤツマタモク，S. patensなど
も主枝や葉先が欠損し一様に短く刈り揃えられたよう
になっているものが認められ，これらのホンダワラ類

の生長にも魚類の摂食が影響を及ぼしている可能性が
考えられた。
近年，魚類による海藻の摂食被害が顕著になってお
り，この原因として秋期や冬期の水温上昇が摂食圧の
増加をもたらしている可能性がある。ここで想定して
いるアイゴ，イスズミ等の藻食性魚種は経済価値が低
いため積極的な漁獲対象とはなっておらず，生態や資
源量など不明な部分が多い。藻場の衰退や有用藻の減
少が水産業の振興を図るうえで問題になるとすれば，
今後これら藻食性魚類の積極的な利用方法の開発が不
可欠である｡

要　　約

長崎県下のヒジキ生育不良地においてステンレスス
チール製の篭を設置し，内と外のヒジキの生育状況を
比較した。 1， 2月に設置した西彼杵半島沿岸の 9調
査点における 4月の調査では，篭の内と外で生育差は
みられなかった。10，11月に対馬，五島沿岸を加えた
20調査点で行った調査では，篭の内と外で顕著な生育
差が全調査点でみられた。12月に西彼杵半島沿岸の 4

調査点で篭を外した結果， 1調査点では順調に伸長し
たが， 3調査点では生育不良となった。篭の設置によ
り生育が改善されたことから，原因は摂食，それも比
較的大きい目合で効果があることから，魚類によるも
のと考えられた。摂食による生育阻害は夏から秋には
全調査点であり，冬から春には減少した。各地でみら
れる生育不良現象の多様さは，魚類の摂食の程度，継
続期間の長短によって生じるものと考えられた。
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