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鹿児島県笠沙町崎ノ山の造成藻場の維持・

拡大における砂の薄層被覆の役割

川俣 茂1*・吉満 敏日・徳永成光2，4• 

久保 満2・田中敏博2，4

The Role of Thin Sediment Cover in the Persistence and Extension 

of Artificial S，αrgassum Beds off Sakinoyama， Kasasa， Kagoshima 

Shigeru KAWAMATA 1 * ， Satoshi YOSHIMITSU2， 3， Shigemitsu TOKUNAGA 2，4， 

Mitsuru KUB02 and Toshihiro TANAKA2，4 
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To restore macroalgal beds in sea urchin-dominated barren areas， concrete blocks were placed and 

seeded with germlings of several Sargassum species at a wave-sheltered shallow site 0妊 Sakinoyama，

Kasasa， Kagoshima， ]apan in 1999. This resulted in a remarkable extension and long-t巴rmpersistence 

of Sargassum beds， without removing urchins. Previous studies suggested that thin s巴dimentcover 

might exclude sea urchins and allow the recruitment of sediment-tolerant species such as Sargassum 

duplicatum. Field studies were added to understand the mechanisms for the establishment of 
Sargassum in more detail. Transect surveys suggested that sea urchins including long田spinedDiadema spp 

having high mobility do not move into the area with >50% of even thin sediment cover， although short-

er-spined Echinometra sp. translocated to small blocks within sand-covered areas moved over sand. 
Survivorship of caged Sargassum germlings on cobbles translocated to sediment-free urchin barrens were 

considerably lower than the previous observations in sedimented Sargassum beds， suggesting that 

thin sedimentation might prevent herbivory not only by urchins but also by mesograzers. 

However， outplanting S. duplicatum germlings suggested that thin sediment cover might not ensure their 

survival due to other factors such as feeding by sandy bottom organisms. Maintenance and recent reduc-

tion of Sargassum stands are also discussed 

1.はじめに

ウニ等による食圧が高い磯焼け海域において藻場を造

成するためには，植食動物の駆除または網等による防除

2013年2月23日受付， 2013年5月1日受理

キーワード:藻場，ホンダワラ類，磯焼け，ウニ，堆積物

が不可欠であると考えられてきた。しかし， 1999年，鹿

児島県と笠沙町(現南さつま市)は，ウニ等の高密度に

生息する磯焼け海域において，コンクリートブロックと

複数種のホンダワラ類の母藻を用いた藻場造成試験を極

Key words : Macroalgal bed， Sargassum， barrens， sea urchin， sediment 
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浅所で実施し，その試験地の一つである崎ノ 山沿岸では，

ホンダワラ類をブロック上に持続的に生育させるだけで

なく，周辺の岩礁にも拡大させる (2005年に約2ha) こ

とに成功した1)。それらの藻場は， 1996年まではその周

辺域ではみられなかった南方系ホンダワラ類のフタエモ

クSαrgassumduplicatum (当時はフタエヒイラギモク

S. ilicifolium var. COndlψlicatumと同定)が優占する中に

在来種のヤツマタモク丘 patens等が疎生する群落で，最

盛期の2006年には高さが2mほどにも達する林冠を形成

した。この藻場は，異常高水温になった2007年(藻場ブ

ロックでの夏季最高日平均水温で2003~2009年の平均よ

り1.2
0

C高い31.5t)に著しく衰退し，それ以降は小型

(<0.5m)のフタエモクが疎生する状態に陥ったが， 5 

年以上もの間，ほとんど管理することなく，藻場が維持，

拡大したことは注目すべき事例であり，また謎の多い現

象でもあった。 2005~2010年，著者らはその解明を目指

して様々な角度からの調査研究を行ってきた。

藻場造成試験が実施された笠沙町沿岸は湾入した吹上

浜の南方に位置し，東シナ海からの強い波浪の遮蔽域に

当たる (Fig.1)。藻場造成に成功した崎ノ山試験地は

北西~北からの波浪を遮るように存在する岬状の地形の

背後に位置し，波浪の影響は他の二つの試験地(大当と

片浦， Fig.l)よりもさらに小さい。参照点 (Fig.l，R) 

での波浪観測により，崎ノ 山沿岸では夏~秋には極度の

静穏状態が続き， 6~10月における有義波高の84%が

O.lm未満であること，その期間に1， 2回の台風による

波浪と冬~春に頻発する北からの季節風による比較的強

い風波があるが，有義波高はほとんど1mに留まること

が明らかにされた 2)。

崎ノ 山の藻場造成試験では， 1999年，水深(本文では，

最低水面を基準に示す)約1mの極浅所 (Fig.1， M付近)

に藻礁ブロック(1.5x 1.5m X高さ0.5m)5基が汀線に沿

って設置された。 2005~2006年にはそのブロックから周

辺に広がったホンダワラ類が約2.5m以浅の広い範囲に

分布し，特にブロック北側の岸近くの潮下帯最上音防、ら

水深1m付近 (Fig.l，斜線部)によく発達した群落が形

成された。

研究では，この群落を含む岬の先端部とその南方約

300mの離れ磯との聞の入江状の領域を対象とした。こ

の領域の北側には巨磯(径>約25cm)場の斜面，南側

には粗砂の斜面または砂のない大磯(径約10~25cm) ・

巨礁の平磯があり，その聞には暗礁や造礁サンゴが点在

していたが，大部分は平坦な砂地または大磯場になって

いた。砂は研究領域沖側中央の緩傾斜域に厚く堆積して

いたが，その南側では平坦な磯場にも砂の堆積はほとん

どみられなかった。砂に被われていない岩礁はすべてウ

ニの優占する磯焼け場になっていたが，対照的に砂に薄

く被われた岩礁にはウニはほとんどみられなかった。こ
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Map of the study area off Sakinoyama， 
Kasasa， Kagoshima， Japan， showing sam-
pling locations and a well-established persist-
ent SargasslIlII area (shaded). Projects for 
restoring SargasslIlII beds have been conduct-
ed at Otou (0) and Kataura (K) as well as 
the study area of Sakinoyama by placing 
seeded concrete blocks. 
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のことから，薄い砂の堆積がウニの進入防止とホンダワ

ラ類の着生を可能にする重要な要因になっていることが

予想された2.3)。

砂の堆積状況は波浪によって大きく変わることがある

が，比較的安定した藻場を通る測線 (Fig.1， SO -S9間)

で実施した堆積物調査により，藻場域の基質(大磯)は

周年にわたり薄い砂層(平均層厚・ 0.5~3mm，大部分

は2mm以下)に被われていることが明らかにされた2)。

また研究領域南部のBl~B3 (Fig. 1)一帯は岬の先端

寄りの藻場域と同様の水深の浅い (1m以浅)平坦な大

磯場になっていたが，砂(特に粒径125~250μmの細砂

分)の被覆はほとんどなく，ウニの優占する磯焼け場に

なっていた 2)。この原因として，北西~北からの比較的

強い波浪が崎ノ山の岬を回り込んで来るため，岬から離

れた南部で波動流速が比較的強くなり，細砂分が滞留し

難くなっていることが多点での波浪観測によって明らか

にされた 2)。

当地区ではナガウニ類(ほとんどがツマジロナガウニ

Echinometra sp. A) とガンガゼ類(ガンガゼDiadellla

setosulllとアオスジガンガゼD.saνignyi)が優占的に出現

した 2)。ナガウニ類は，平坦な大磯場であっても砂のな

い岩礁には常に高い密度 (2個/0.25m2以上)で出現した

が，岩の表面が砂に薄く被われた場には進入しないこと

が示唆された2)。一方，ガンガゼ類は隠れ場となる巨機

場や造礁サンゴに蛸集する傾向がみられたが，静穏な深
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所では平坦な岩礁にも周年にわたり出現し，また夏季に

は浅所の平坦な磯場や砂地へも進入した2)。ただし，そ

の進入は台風襲来までの夏季の静穏期に限られた2)。

砂等の堆積物は従来，一般に海藻の着生の阻害要因と

考えられている4，5)。しかし，崎ノ山沿岸では基質とな

る磯が頂部の盛り上がりまでわからなくなるほど砂に被

われないかぎり，ホンダワラ類は幼芽期から成熟期まで

生残，生育し，かっその後，大量の「芽Jを発生できる

ことが実験的に確認された3)。崎ノ山沿岸のホンダワラ

類は，他のヒマバタ目で知られているようにト8)，配偶

子からの有性生殖だけでなく，主枝から上部組織の流失

後に基質に残された付着器組織からの無性生殖で「芽」

を形成できる。しかし，崎ノ山沿岸のホンダワラ類では

基質に残る付着器組織は微小で、あり，観察された大量の

「芽」は無性生殖ではなく，主に幼Jlliからの新規加入に

よると予想された。この予想は，完全に砂に被われた状

態(平均砂層厚0.8~2.4mm) にした大磯にフタエモク

の幼芽が母藻から高密度に着生した実験結果によって実

証された3)。またフタエモクの幼芽は完全に着底すれば

発芽直後から，砂の堆積厚が2mm以下で、あれば高い生

残率を長期間(約1.5ヶ月)にわたり維持できることが

水槽実験で示された3)。

以上のように，ウニの優占する磯焼け域での藻場形成

において砂の薄層被覆の重要性が示唆されたが，それと

同時に以下のような疑問が生じた。まず，砂の被覆はウ

ニの分布密度と負の相関を示したが，どの程度の忌避効

果を持ち，現場でのウニの移動を制限するのか。また，

藻場は砂の薄層被覆域に形成されたが，そのような砂の

被覆があればホンダワラ類幼芽の生残が保証されるのか。

さらに，砂の被覆は他の生物の分布にも影響を及ぼす可

能性があるが，砂の被覆域でホンダワラ類が生残できる

のはウニのみの排除によるのか。本研究ではこれらの疑

問を野外での実験と調査によって検証すると共に，これ

までに得られたホンダワラ類の生残率から崎ノ山沿岸で

の藻場の消長を考察する。

2.材料と方法

1) ウニ移植実験

平坦な大磯場に特に多く出現したナガウニ類について，

その移動に及ぼす砂被覆の影響を調べるため， 2010年9

月8日，ほぽ同一水深(1.2m)で，砂が厚く堆積した

平坦な砂地 (Fig.1中のSO付近)，砂が薄く堆積した大

磯場 (SOの南東約20m)，および砂のほとんどない大磯

場 (B1付近)において移植実験を行った。実験には汀

線近くの岩礁で採取したツマジロナガウニ54個体(殻長

径の平均と標準偏差:50.6土 2.3mm)を用いた。それら

のウニは無作為に18個体ずつ三群に分け，赤色と緑色の

二種類のチューブ(径1.5mm，長さ10mm)の組み合わ

せから成る 3種類の標識を各群のウニの練に差し込んで

瞬間接着剤(東亜合成， GEL-10)で接着した。各移植

場所には，園芸用ブロック (31x 19 x 10cm) 3個を一辺

2mの三角形の頂点状に配置し，その各々には各群から

無作為に選んだ標識ウニ 6個体を，ステンレス棒ネジを

線開にねじ込むようにして刺激を与えて園芸用ブロック

に悶着させ，約24h後のウニの残留率(=残留個体数/

18x 100%)を調べた。

2)砂の非堆積域一堆積域境界での測線調査

どの程度の砂の被覆がウニの進入を制限するか，また

その制限が水深(すなわち波浪)によって変わるかを調

べるため，崎ノ山試験地北部の汀線から始まる巨礁の斜

面が深所で砂地と交差してできる砂の非堆積域と堆積域

の境界において，水深2，3および、4m点(それぞれFig.1

中のL2，L3およびL4)でその境界を横切るようにして

測線調査を行った。各水深では巨磯場から砂地へ最も顕

著に移行する点に杭を打ち込んで基点とし，その主主点か

ら境界線に沿って0.5m間隔に境界線に垂直な測線 5本

(計15本)を設けた。各測線では， 0.5xO.5m枠を連続的

においてデジタルカメラによる写真撮影とウニの個体数

測定を行った。調査は2010年9月9日と2010年11月16日

に実施した。最初の調査では， isU線の長さは，巨機場と

砂地の境界を中心に2.5mずつ，合計5mとしたが，ナガ

ウニ類の分布中心がより岸側にあったことから， 2回目

の調査では巨磯場側にさらに2.5m延長して5mとした。

砂の堆積については，砂が比較的厚く堆積した平坦面

(1砂地」“sandf!at"という)と岩の凹凸がわかる程度

に薄く堆積した商(砂薄層被覆面thinsediment cover 

という)に分類し，分類毎の面積をデジタル画像の画像

解析により求めた。この解析にはソフトウエアAreaQ

(www.fra.a妊rc.go.jp/tokkyo/program/program_index.

html) を用い，まず10仇cm閑隔で

基準にして歪んだ画{像象座標から物理座標を求める座標変

換式を決定しL，各領域を目視により判断してその輪郭を

手動入カして，物理座標に基づくより精確な面積を計算

した。

なお，海藻の被度については，海藻が時期的に少なく，

調査した基質面にはっきり認識できるほどの量みられな

かったため，解析は行わなかった。

3) 幼芽移植実験

現場でのフタエモク幼芽の生残と砂の堆積厚との関係

を調べるため，フタエモク幼芽を着生させた付着盤を用

いた移植実験を行った。付着盤は硬質塩化ピニル樹脂製

円盤(径10cmx厚さ 6mm，中心に固定用の径8mmの

子υ15枚で，幼芽が着生しやすくするため，粗い布ヤス

リで表面を粗くして実験に用いた。各付着盤の上面には

追跡調査を容易にするため， 2x2cmの着生領域5箇所

を設けて， 2009年 7 月 6~7 日，実験室でフタエモクの



96 水 産 工

幼匪を着床させて幼芽を養成した。同年7月28日，全長

0.98:t O.l9mm (平均±標準偏差，n=33) になった幼芽

を150個体/付着盤に間百|いた後，崎ノ山地区の水深2目8

mの砂地 (Fig.1，TE)に付着盤を砂面から所定の高さ

学

(以下， 比高という)に固定した。国定には，砂中に鉛

直に埋め込んだステンレス製ねじ棒(径10mm) を用い，

付着盤上に堆積する砂の影響が段階的に異なるようにす

るため，付着盤 5枚ずつの比高を0，7， 20cmとした。

設置27日後 (2009年8月24日)には外観撮影による幼芽

残存個体数の測定のみを行い，52日後(同年 9月18日)

と119日後(同年11月24日)にはその測定に加えて，各

付着盤上面の砂層厚を，無作為に選んだ10箇所でノギス

を用いて測定した。また後者の実験最終日には付着盤か

ら砂を払いのけて，生残する幼芽の個体数を調べた。

4) ケージ実験

磯焼け場でのホンダワラ類の被食がウニのみによるの

かを検証するため， 20 x 20 x 20cmの蓋イすきの飽(目合

19x 19mmトリカルネ ット)8個を用いたケージ実験を行

った。2010年9月9日，浅所の藻場域からホンダワラ類

幼芽が着生した大磯22個を採集し，芽数(平均:tSE : 

58.7:t 38.4個体/大磯)を測定した。磯焼け状態の 2地点

B2とB3の各々に，幼芽の着生数を測定した大磯 2個を

入れた能(ウニ無し飽区)2能と大磯2個の他にツマジ

ロナガウニ 1個を入れた飽 (ウニ有り徳区)2飽，およ

び飽に入れない大磯3個(対照区)を設置した。68日後

の2010年11月16日，すべての大礁を回収して幼芽の生残

個体数を測定し， 68日間の各場所と処理区別の生残率r

から30日生残率をr30/68で求めた。実験開始時の地点B2

とB3における全ウニ類(ナガウニ類)の平均密度はそ

れぞれ， 2.4 (1.1)個/0.25m2(n =10)と4.9(4.7)個

/0.25m2 (/1=10)であった。

5) 統計解析

ウニ移植実験のウニの残留率とケージ実験の幼芽の生

残率については，被説明変数を二項変数とする混合効果

モデルによる分析を行った。前者のモデルでは場所(3 

水準)を固定効果，ブロックを変量効果として，また後

者ではケージ ・ウニの処理(3水準)を固定効果，場所

(2水準)と大礁を変量効果とした。解析にはR言語9)

とそのパッケージIme410)および、multcomplllを用いた。

4. 果

1)ウニ移植実験

移植ウニは砂のない大様、場ではすべて逸散したが，砂

地では33%の個体が残留し，残留率は有意に高かった

(pく0.05，Table 1 ; Fig. 2)。砂の簿く堆積した大磯場で

もわずか (6%)であるが残留する個体がみられたが，

差は有意でなかった (Table1)。移植後にブロックから

降りたウニは，砂のない大磯場では直ちにプロックから

Vol. 50 NO.2 

Table 1 Generalized linear mixed model analysis of the 
effect of sediment conditions on the proportion of 
Echillometra sea urchins re皿ainingin the urchin 
translocation experiment. The intercept refers to a 
sand.free cobble bed 

Parameter Estimate 

O.∞0 
0.333 

SE Z P 

Intercept 0.609 
0.861 

0.861 

0.000 

0.387 

2.324 

1∞0 

0.699 

0.020 

Thin sand cover 

Sand flat 2.0∞ 
A bold value indicates a signi日cantresult (P< 0.05) 
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Fig. 2 

ト
No sand Thin sand cover Sand flat 

Proportions of translocated Echillometra sp. 

sea urchins (n= 18) remaining on blocks 

placed on flat cobble beds with no sand and 

thin sand cover， and a sand flat. Error bars 

indicate the 95% binomial confidence inter. 

vals. 

離れたが，砂地では管足をブロックの縁に付着させたま

ま周囲を探るように管足を徐々に伸ばしていく行動を示

し，砂面への移動を践賭する様子がうかがわれた。24h

後にブロックを離れたウニは，砂のない大磯場では移植

ブロックの周辺2mの範囲ではほとんど見当たらなかっ

たが，砂地では移植ブロックから 1-2m以内の範囲に

留まり，砂地での移動の困難さを明示した。砂の薄く堆

積した大磯場では，ブロックから離れた17個体のうち 7

個体 (41%)が移植場所から 2m以内の大きめの礁で砂

が堆積しないオーバーハングした側面に付着し，砂の薄

層被覆を忌避する機子がうかがわれた。

2) 砂の非堆積域一堆積域境界での測線調査

ガンガゼ類およびナガウニ類の密度と「砂地」および

砂薄層被覆面の被度の変化を Fig.3に示す。砂の非堆積

域一堆積域境界を中心に調べた本調査では，ガンガゼ
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Fig. 3 Density of sea urchins and cover of“sand flat" and thin sediments in successive quadrats of 
0.25m2 along the five replicate 5-m (September 9， 2010) or 7.5-m (November 16， 2010) transects 
running offshore from sediment-free boulder bed and into sedimented area at 2， 3 and 4 m depths 
(L2， L3 and L4， respectively in Fig. 1). Data are means (土SE)for replicate quadrats. 

類がナガウニ類よりも多く出現し，特に11月の深所(水 堆積物の被度が20%を超える領域にはみられず，ガンガ

深3mと4m)における砂の非堆積域側の巨磯場で個体密 ゼ類よりも砂を強く忌避する様子がうかがわれた。

度が高かった(平均 2-3個体/0.25m2)。しかし，その 3) 幼芽移植実験

ガンガゼ類の密度は， 1砂地jだけでなく砂薄層被覆面 2009年9月18日，比高 0，7および20cmの付着盤に

を含む堆積物の被度が40%を超えると明らかに低下し， は期待どおりその高さに応じて異なる厚さの砂が堆積し

50%以上になると，ほとんど0%になった。特に「砂地J (Table 2)，またウニは周辺も含めて全くみられなかっ

と砂のない巨磯場の境界が比較的鮮明だった水深3m たが， 119日後にはフタエモクの幼芽はすべて消失して

(Fig. 1， L3)では， 11月にその境界部にガンガゼ類の いた (Table2)。幼芽減耗の途中経過は砂の被覆など

高密度 (6-7個体/0.25m2) の群れが形成され，深所 により正確には把握できなかったが，砂の被毅が比較的

への移動 (1考察Jを参照)が「砂地」によって厳しく 少なかった比高7cmと20cmの付着盤では移植27日後に

制限される様子がうかがわれた。一方，ナガウニ類は砂 すでに 8-9%の生残しか確認されず (Table2)，減

のほとんどない浅所(水深2mと3m)に多く出現し， 1 耗が移植の早い時期から起こっていたことが推察された。

個体/0.25m2以上の高い密度の場は砂薄層被覆面を含む またそのとき， 一部の付着盤で植食性巻貝マガキガイ
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Table 2 Results of the outplant experiment of SargasslllII dl，ψlicatlllll germlings attached 
onto polyvinyl chloride plastic discs. The discs were placed O. 7 or 20 cm above 
a sand flat (Fig. 1. TE) with five discs for each height. The initial number of 
germlings per disc was 150. Data are presented as mean :!: SD. 

Date Items 
Height of discs above the sand bed 

Ocm 7cm 20 cm 

Aug. 24. 2009 Number of surviving germlings (%) ND >5.3:1:7.0* >5.8:1:6.5・
Sep. 18. 2009 Sediment thickness (mm) 3.55:1: 1.24 1.36:1: 0.60 0.80:1: 0.26 

Nov 24. 2009 Sediment thickness (mm) 0.69:1: 0.41 0.24:1: 0.19 0.03:1: 0.02 

Number of surviving germlings (%) 。 。 。
Barnacle cover (%) 4.0:1:2.2 32.0:1: 7.6 25.0:1: 3.5 

*The % number only for germlings that could be visually identi:fied without removing sediment 
ND: no data 

Strombus luhuanusが付着盤上面をなめ回した跡と糞と共

に観察され，その摂食が幼芽減耗の一因になったと考え

られた。移植52日後には，比高Ocmのすべての付着盤

でマガキガイが付着盤下の砂地に穴をつくって棲みつい

ていた。また同日，比高7cmと20cmの付着盤では上面

のほとんどが砂，珪藻類およびフジツボ類に被われると

ともに平均1.9個体/付着盤のヤドカリ類が付着盤に這

い上がり，フタエモクの幼芽は外観からは全く観察され

なかった。ヤドカリ類の付着盤への這い上がりは実験最

終日にもみられ，これらの摂餌活動が幼芽に影響した可

能性も考えられた。

4) ケージ実験

実験処理別の30日生残率を Fig.4に示す。幼芽の生残

はウニの摂食の可能性のないウニ無し能区のみで認めら

れた。しかし， 生残個体の初期業はいずれも被食された

ように短くなっていた。また，ウニ無し能区での生残率

は箆無し対照区に比べて有意に高かった (P<0.05.

Table 3)が，従来の研究で砂に薄く被われた大磯場で

観測された値(約0.7)3)に比べて明らかに低かった。大

礁の表面は，ウニによる被食の可能性のある処理区(対

照区とウニ有り 筏区)では付着物の少ない状態になった

が，ウニ無し簸区でも付着物の減少が認められた。これ

らのことから，砂のない大磯場ではより小型の動物によ

る被食の影響もあり，ウニを除去しただけでは砂に薄く

被われた大磯場のように高率でのホンダワラ類の初期生

残は得られないと考えられた。

5.考察

1)砂の被覆がウニに及ぼす影響

砂の薄層被覆によるウニ進入防止効果は野外での観

察事実2)と岩礁を人為的に砂で薄く被うとウニが逸散す

るという操作実験2)によって認められているが，その理

由を砂被覆面での移動能力のみで説明するのは困難であ

った。

ウニは一般に管足を付着と移動のために用い，また口

0.4 
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E 

cu 
〉

502 
c/) 

〉、

E百
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ooT 
Open Control +Cage +Urchin +Cage -Urchin 

Fig. 4 The 30-day survival rate of Sargasslllll 

germlings in each treatment for the cage 
experiment in which sediment-covered cob-

bles with germlings attached were translo-
cated to sediment・freeurchin barrens. being 
uncaged (open control). caged with an 
Echillollletra sea urchin and with no urchins. 
Error bars indicat巴 the95% binomial confi-
dence in tervals. 

Table 3 Generalized linear mixed model analysis 
。fthe effect of treatments on the 

survival of Sargasslllll gerllllillgs for the 
cage experiment. The intercept refers to 
the open control. 

Parameter Estimate SE Z P 

Intercept 0.00 1.34 0.00 1.000 
+ Cage + urchin 0.00 1.49 2.53 1.000 

+ Cage -urchin 3.50 1.38 0.00 O.Oll 

A bold value indicates a significant result (P< 0.05) 



鹿児島県笠沙町崎ノ山の造成藻場の維持・拡大における砂の薄層被覆の役割 99 

側の練をてことして移動のために用いる。しかし，砂地

のような柔らかい堆積物上では移動は練に依るしかない。

このため，他の練の短いウニ 12-14)で観察されているよ

うに，ガンガゼ類に比べて練の短いナガウニ類は砂面上

を効率的に移動できず，忌避傾向が強くなると考えられ

る。このことは，本研究のウニ移植実験で，砂地での残

留率が比較的高く，また移動距離が短かったことや，測

線調査で観察されたナガウニ類がガンガゼ類よりも砂地

からより離れて生息する傾向に一致する。またナガウニ

類は野外では波当たりの強い浅所の岩礁には常に高密度

に生息していたが，砂地だけでなく，砂の薄層被覆域で

も全くみられなかった2)。これらの事実はおそらく，ナ

ガウニ類は流動に対する高い耐性をもつが，砂被覆を強

く忌避するため，既往の水槽実験15)のように，砂堆積

域縁辺部へ偶発的に進入することはあっても長時間留ま

ることはないことを反映している。

一方，ガンガゼ類は，夏季の静穏期に砂に被われた浅

所へ進入したり 2)，静水状態に近い実験条件下で平均移

動速度が砂地の存在下で約1.5倍速くなったり 15)するこ

とが観察されている。しかし，ガンガゼ類は波力に対

して弱く 2)，夏季の静穏期であっても台風襲来後には浅

所の平坦な場から逸散することが観察されている2)。し

たがって，台風襲来以降に実施した本研究の測線調査で，

ガンガゼ類が浅所の巨機場側の砂地との境界付近に蝿集

していたのは，波浪の影響が比較的強い浅所から弱い深

所へ避難してきたガンガゼ類が砂地で厳しく制限された

ためと解釈された。またこれらの事実から，ガンガゼ類

もナガウニ類と同様に砂を忌避するが，その高い移動力

(最大移動速度はツマジロナガウニの約 4倍速い15)) に

よって，なぎが長期間続いたときや砂の堆積域が狭い場

合にその領域への進入・突破が起こると考えられる。以

上のように，野外での堆積物に対するウニの移動分布は

画一的なものではなく，これまでの研究では考慮されて

いない要因(撹乱の頻度，砂の堆積域の広がりなど)に

も影響される微妙なものと考えられ，その解明は今後の

課題として残された。

2)砂の薄層被覆域でのホンダワラ類の初期生残

著者らは砂の被覆がウニのいない状態を維持し，その

結果，ホンダワラ類の生残が可能になると予想したが，

事実はそれほど単純ではなかった。本研究の幼芽移植実

験では，砂地であってもホンダワラ類の幼芽の生残は必

ずしも保証されないことが明らかとなり，その一因とし

て砂地に生息するウニ以外の動物による影響がみられた。

しかしその一方で，本研究のケージ実験の結果からは，

砂の被覆にウニだけでなくより小型の動物による摂餌か

ら幼芽を保護する効果があることが推察された。これら

は以下のような砂と生物との複雑な相互作用を想起させ

る。

水中の基質面には細菌などの微生物が付着して細胞外

多糖extracellularpolysaccharideを分泌してバイオフィ

ルムが形成される。バイオフィルムは崎ノ山試験地のよ

うに静穏な海域では堆積物の移動が少ないためによく発

達し，海藻の胞子・幼座や無脊椎動物の幼生が基質に付

着する際の接着剤として作用する16-18)。実際に，崎ノ

山沿岸の藻場から採取した大礁に噴流水(指で絞ったホ

ースの口から出た強い水流)を噴きつけても，ホンダワ

ラ類の幼芽が基質から剥がれ落ちることはなく，また堆

積物粒子の一部が付着して薄層状に残ることから，バイ

オフィルムが砂に被覆された基質面でのホンダワラ類の

付着に重要な役割をしていることが推察されている3)。

また，バイオフィルムには原生動物や藻類などの多種

様々な生物が生息する。上述のように噴流水で洗い流し

た大礁の表面に残った付着物をこそげ取ると，多毛類，

線虫類，ヨコエビ類，カイアシ類，藻類，二枚貝類の稚

貝などの微小な生物をみることができる(徳永，私信)。

さらに，ホンダワラ類の着生する基質面には，珪藻類

などの微細藻類，長さが1cmに満たない芝状紅藻類，フ

ジツボ類などの固着動物の被覆も一般的にみられる。本

研究の幼芽移植実験でも珪藻類やフジツボ類によって被

われる付着盤が多くみられ，微細藻類の繁茂がホンダワ

ラ類の幼芽への光・栄養塩の供給，ガス交換等を阻害し

たり餌料価値の高い餌として植食性巻貝類を誘引して結

果的に幼芽の被食を招いたり，または成長するフジツボ

類が基質面を奪ってホンダワラ類の幼芽を基質から脱落

させたりすることが考えられた。また，微細藻類や紅藻

類が形成する藻類マットは砂を捕捉，集積させ，その結

果，砂地に生息する多毛類，ヨコエピ類，砂泥性カニ類

や砂泥性巻貝類などの増加を引き起こすことも知られて

いる19)。基質面が砂に簿く被われた崎ノ山沿岸の藻場で

も砂泥性の巻貝類やカニ類，ヨコエピ類などの様々な動

物が普遍的にみられた。これらの生物も上述のような過

程を経てホンダワラ類の幼芽になんらかの影響を及ぼす

可能性があるが，ウニ以外の動物の影響に関する知見は

非常に限られている(巻貝類20.21)やヨコエビ類22)の植食)。

本研究の結果からは，砂の薄い被覆はホンダワラ類の個

体群維持の十分条件ではなく，微生物，微細藻類，砂地

に生息する動物などの様々な生物の影響によってホンダ

ワラ類の生育に負の要因にもなり得るため，その解明に

はそれらの生物相の理解が不可欠であると結論される。

3) なぜ崎ノ山地区で藻場が持続的に形成したのか

藻場が形成される場に堆積する砂は中央粒径0.15-

0.2mmほどで，しばしば波浪により移動したが，大礁な

どの付着基質を完全に埋没させることもなく，基質面を

薄く被う状態が維持された2)。しかし従来は，海藻の胞

子・幼目玉は砂に被われた基質には着底できないと考えら

れてきた。この考えに従えば，崎ノ山沿岸の藻場も吉村



100 水 産 工

ら23)が述べる「春藻場J(基質に残る付着器からの栄養

繁殖によって維持される多年生藻場)でしかあり得ない

が，それでは崎ノ山の藻場造成試験でホンダワラ類が薄

く砂に被われた場へ拡大した事実を説明できない。著者

らの研究3)は上述の通説を覆して，砂に被われた基質上

にホンダワラ類が幼目玉から高密度に着底できることを実

験的に明らかにし，崎ノ山沿岸の藻場の維持・拡大が主

に有性生殖によるという考えを支持した。またこの発見

は，無菌状態または即席の堆積物を用いた従来の研究で

は考慮されていなかったバイオフィルムによる砂の接着

作用とその接着を可能にする加入期にわたる持続的な静

穏状態の重要性を示唆した。このような野外における砂

に対する耐性は他の種ではほとんど明らかにされていな

いが，複数種の種苗からフタエモクが優占的に繁茂した

ことから，藻場造成成功の重要な要因の一つに種首の選

択があったといえる。

以上のように，崎ノ山地区での藻場が幼圧からの新規

加入によって維持されると考えれば，その消長を以下の

ように推論できる。優古種のフタエモクの生残率に対す

る砂の影響は，砂の堆積厚が2mm程度以下では発芽直

後の幼芽でもほとんどないことが示唆された3)。この

2mm以下の砂の堆積は大磯の非埋没の状態に当たると

みられる。非埋没の場合，これまでの研究3)から 7ヶ月間

の幼芽期の生残率は0.08で，それ以降，成熟までの約

4ヶ月間の生残率は0.27(30日生残率0.72の4乗で計算)

と推定されるので，着底から成熟までの累積生残率は

0.022となる。崎ノ山地区の成熟期におけるホンダワラ

類成体の密度は繁茂した年でも通常，大磯 1個当たり

1-3個体ほどであった(川俣，私信)ことから，今，

標準的な大きさの大磯(面積200cm2と仮定)に発芽体

がどのくらいの密度で着底すればその状態が実現するか

を考えると，その必要密度は

1-3個体/大磯

0.022 x 200cm21大様
=0.23-0.68個体Icm2

学

と試算される。 2006年12月，藻場域から採取された大磯

には約 1個体Icm2の高密度での幼芽の着生が観察され

た24)ことから， 2006年以前には群落を維持するのに十

分な量の新規加入があったと推察される。これに対して，

2007-2009年に藻場域から採取された大礁には，幼芽密

度が0.2個体Icm2を超えない年と超える年があり2)，藻場

が辛うじて維持されていた状態に符号する。この新規加

入量を決める幼脹供給量は母藻の生物量に関係すると考

えられる。 2006年以前は，高きが1mを超える藻体が密

生していたが， 2008年以降は個体密度の低下に加えて，

魚類の食害により藻長が短く(ほとんど0.5m以下)な

った藻体が多くなった3)。したがって，幼JIfは2006年ま

では群落の維持・拡大に十分な量供給されていたが，
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2007年夏以降，大幅に減少して群落の維持が困難になっ

たと推察される。

鹿児島県では，魚類による食害は以前からウニと共に

藻場衰退の重要な要因のーっとして挙げられている1)。

崎ノ山試験地でも，魚類によるホンダワラ類の被食は藻

体先端部での欠損や三日月形の食痕として試験当初から

ときどき観察されてきた(田中，私信)し， 2007年6月

に行った潜水目視調査では植食性魚類のブダイ科魚類2

種(ブダイ Calotomusjaponicus，ヒブダイScaru宜供obban)

とニセカンランハギAcanthurusdussumieriの幼魚が群れでミ

ホンダワラ類が摂食するのが観察されている(真鍋，未

発表)。しかし，崎ノ山の藻場では少なくとも2007年夏

の藻場衰退までは魚類による食害は顕著で、はなかった。

その原因は明らかにされていないが， Umarら8)が推察

しているように，砂地等の堆積物の被覆が植食性魚類の

行動をも制限している可能性が考えられる。また，植食

性魚類による被食が2008年以降，表面化したことについ

ても明らかでないが，藻場の衰退後もホンダワラ類の壊

滅的な食害はみられなかったことから，植食性魚類の現

存量が増加したというよりも，ホンダワラ類の現存量が

相対的に減少したため，藻食性魚類の摂食が疎らになっ

た藻体に集中したためと考えられる。

従来，ウニの植食活動が浅所で強まる波動によって制

限されることが知られている25-28)。この波浪による撹

乱を食害対策として利用するため，鹿児島県と旧笠沙町

による藻場造成試験では極浅所に藻礁ブロックが設置さ

れた。しかし同試験では，崎ノ山のほかにより波当たり

の強い二地区(大当と片浦， Fig. 1)でも同様にブロッ

クが設置されたが，砂の被覆のないそれらの二地区では

藻場の形成には至らなかった。これらの事実も，試験地

が砂の安定的堆積を可能にする波の遮蔽域にあったこと

が，崎ノ山地区での藻場造成成功の最大の要因で、あった

という考えに合致する。

ウニの進入防止のために砂地を利用する方法について

は，これまでもその有効性が指摘されてきた29.30)。し

かし従来は，ウニ類が進入しないと考えられてきた場は

砂が厚く堆積した砂地であり，また砂の被覆面には海藻

は着生しないことを前提にして，天端が砂に埋没しない

高さの基質を砂地に設置することが提案されてきた。こ

れに対して，著者らの主張は，砂が完全で‘はあっても薄

く被われた基質面にも海藻は新規加入でき，しかもその

ような砂の薄層被覆がウニの進入を防止することであり，

明らかに異なる。また，そのような状態が波浪から遮蔽

された平坦な大磯場に維持し得ることがこれまでの研

究2)により示されている。これらの知見は今後の藻場造

成適地を検討する際に重要な視点になろう。
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