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新しい播種方法とその考え方

中 自鳥 泰*

Some N ew Seeding Methods of Seaweed and the Basic of 
How to Use for Reforestation 

Yasushi NAKAJIMA * 

Abstract 

Lack of seed of seaweeds is considered to be one of the significant factors出atcontinue barren ground 

called Isoyak巴 inJapan.“Spore bag method" using a net bag filled with mature seaweed was most 

commonly-used method of seeding. As the freshness of seaweed was faded soon. so the duration of seeding 

became shorter. Then a seeding method called “Submerged mid田layernets" was thought up. The new 

method intended to extend the freshness of seaweed has developed into“Open spore bag m巴thod"widely-

used for seaweed restoration in various regions in J apan. In this paper. three seeding methods designed in 

the same light are introduced. The first one is “U-bolts method" for Sargassaceae growing on intertidal 

zine. The s巴condone is “Plastic net method" for Lessoniaceae growing on upper sublittoral zone. The last 

one is“Small net method" for both species above-mentioned growing on sublittoral calm zone. The habitats 

of seaweed are mainly d巴terminedby the condition of light and wave action. Therefore. the basic of seeding 

is transplanting出eseaweed to a similar environment inhabiting before. 

1.はじめに

「播種」すなわち「タネ(胞子・遊走子・幼目玉)蒔き」

の方法は，種苗移植と母藻移植に分けられる。前者は磯

焼けなどにより母藻の入手が困難な場合に多く用いられ

ており，種糸や種苗ブロックなどで供給される藻体が成

熟するのはおよそ 1年後であり，それからタネを周囲に

拡散する。また，生長過程にある小さな幼芽は，魚やウ

ニの食害を受けやすく，本来の目的であるタネの拡散に

寄与しないことも多い。一方，後者は投石場などの藻場

造成等で用いられており，母藻を大量に必要とすること，

また，幼体の出現が不確実であることが難点である。し

かし種苗移植より l年早くタネが拡散するというメリ

ットがある。少量の母藻で，かつ，幼体を確実に拡散さ

せることができれば，早急な回復が求められている磯焼

け対策の現場において. I核藻場づくり」の有力な手法

となる。ここでは後者の母藻移植の新しい方法を 3つ紹

介すると共に，その方法の考え方について述べる。なお，

新しい播種方法の試験は大分県佐伯市名護屋湾内 (Fig.

1)で行った。文中の水深は全て潮位補正後の値である。

2.母藻移植の考え方

平成10年代までは，母藻移植では小型コンクリートブ

ロック等に瞬間接着剤で直接母藻を固定する「移植ブロ

ッ夕方式Jl). Iスポアバッグ方式J.およびその他の方

式が用いられていた2)。このうち，最も多く使われてい

たのはスポアバッグ方式で，成熟した母藻をタマネギ袋

やアサリ袋等の網袋に詰めて，発泡スチロール片などで

浮かせ，錘をつけて沈設する方法であった。この方法は

簡便ではあるが，袋内の母藻が長持ちしないということ，

母藻の成熟度合の判定が難しいこと，および設置時期が

成熟期に限定されるという難点があった。移植した母藻

が長期間にわたって生育・生長すれば，たとえ未成熟で

あっても使用することができ，その後成熟して，長期間
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Fig. 1 Map showing the location of Nagoya Bay， Oita 
Prefecture. 

にわたって海底にタネを供給することが可能となる。田

中敏博氏(鹿児島県水産技術開発センター，当時)は，

母i築を長生きさせることの効用に着目し，網地に母漢を

挟み込む「中層網方式」を開発した 3)。それまでの母藻

移植(スポアバッグ法を除く)では，紐などで聞縛する

ため母藻が擦り切れて短期間で流出することが多かった。

母藻にストレスを与えない挟み込みの発想は画期的であ

った。「母藻を生かす」という田中氏の考え方は，その

後，荒武久道氏(宮埼県水産試験場，当時)の「投げ込

み式中層網」方式に引き継がれ，現在，各地で広く用い

られるようになった 「オープンスポアバッグ」方式4)へ

と発展していった。

3.新しい播種方法

1) 小型ネットを用いる方法

中層網方式は，海苔網(幅1.8mX長さ18m) などを

用い，広範囲(約 2ha/網)にタネを拡散できる方法

である3)。しかし網を海中に浮かせて展開しているた

Photo 1 Submerged bottom-layer net attached 
Sargassum tiluliferum. 

め，大きな波浪で破損する恐れがあり，設置場所の選定

に注意が必要であった。そこで海底に直接設置する，

「底層網方式」を試験した。長崎県西海市瀬川港内の静

穏域に，両側に筋ロープを通した網地(幅2mx長さ11

m. 日合約 3cm)にマメタワラSargassumρilul件rum.

ウミトラノオSargassumthunbergii， ワカメ Undari.。
ρinllatiβdaを挟み込み，水深 Omのi芋泥を除去した磯場

に設置した (Photo1)5)。しかしこの方式も中層網と

同様に多量の母藻が必要であり，製作 ・設置に少なから

ぬ労力が必要であった。そこでネットを小さくして，少

人数でも製作でき，かつ，少量の母藻で播種できる簡便

な方法を考案した。ネットには，園芸用の目合約lOcm.

l隔 1~2mx 長さ 2~3mの100円ショップ等で市販さ

れているポリエチレン製ネットを用いた。対象海藻は，

大型海藻のホンダワラ類Sargassaceaeまたはカジメ類

Lessoniaceae (アラメEiseniabicyclis. カジメ Ecklonia

cava.クロメE.huromeなど)であり，流れ藻も使用可

能である。天然群落で母藻を採取する場合，成熟した主

校のみを採取し未成熟の主枝や茎部にある主校の生長

点を残して，もとの群落へのダメージを少なくする。主

枝は結束バンド(長さ1O~15cm) で網地の糸に緩く結

着する。母藻を取り付けたネット (Photo2)は土袋

(30kg程度)数個で海底に固定する (Photo3)。設誼す

る場所は，底質が比較的安定している機場が望ましい。

このネ ット自体の流動抵抗がほとんどないので，台風等

の一時的な高波浪でも，土嚢自体が飛ばされない限りネ

ットは残存する。

ホンダワラ類のタネ(幼目玉)の拡散範囲は，母藻を海

底付近に設置した場合，半径数m程度であることが知ら

れている6)-8)。大きさ 2mx3mのネットを用いた場

合，ネット内外の約 4mx約5mの範囲にノコギリモク

S. macrocartumの幼体が密生した (Photo4)。つまり，

ネット 1枚で約20m2の核藻場をつくることができた

(Fig.2)0 1年後もネ ットが残っているので，母藻の設

置範囲とタネの拡散範囲の関係を確認できるため，漁業

Photo 2 Small seeding net attached matured 
Sαrg，αssum 11lαcrocαrtum. 
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Photo 3 Small seeding net placed on a boulder 
bottom with sandbags. 
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Fig. 2 Relation between the small net area and the 
dispersal area of Sarg，αssum embryos. 

者にとって効果を実感できる方法でもある。

多年生のホンダワラ類は，付着器，茎および主枝から

構成されている。前2つは「多年生」であり，主枝は

11年生」である。主校は，茎の生長点付近から発出し

原則として成熟後，茎から脱落する。主枝のみを使用し

た場合，成熟が終わると全て流出するが，茎ごと取り付

Photo 4 Yo凹 gsporophyte of Sαrgassum mαcπχ:arjりum
gro，札ngaround a small seeding net. 

けた場合，残った茎から新しい主枝が伸長し，翌年には

成熟する。また，中層網方式でも報告別されているが，

網地の糸(ゆ lmm位)にも幼体が着生し (Photo5)， 

そこで生長・成熟するので，翌年，ネットを別の場所に

移設して再利用が可能である。網地の糸は細いが，耐久

性は少なくとも 3年以上あることを確認している。

また，ネットの周囲の礁に拡散した幼体が生長したら，

別の場所にその種苗石 (ノ コギリモクの場合， 1ノコ石j

とl呼んでいる)を移設することにより，タネ蒔きの範囲

を拡大することができる。この方法は，中層網に比べて

タネの拡散範闘が狭いが，今までの播種方法のなかでは，

最も安価で，かつ，確実性が高い方法であると考えてい

る。

2) U字ボルトを用いる方法

i朝j間帯付近に生育する海藻は，あまり移植対象とされ

てこなかった。僅かにヒジキSargassumfusiformeで，ス

ポアバッグを針金や建材ブロックで固定する方法9)，10)

あるいは母藻を入れた人工樹脂製のザルをセメントで固

定する方法が行われている [ll。 しかし，母藻が{おみや

すく長期間にわたってタネを出させることが難しかった。

そこで，ステンレス製のU字ボルト (SUSUB M6x 

Photo 5 Y oung sporophyte germinated on a string of a small seeding net. 
(A) Sαrg，αssum mαcrocαrtum (B) Eckloni，αkurome 
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Photo 6 U-Bolts and nuts (A) bonded upon a rock with epoxy resin adhesives (B). 

Photo 7 5αrg<αSSU11l 11licracanthu11l banded to U-bolts which is set on to rock bed in concrete. 
(A) Mature thalli， Nov. 2013 (B) Irnrnature thalli， May 2014 

Photo 8 Y oung sporophyte of 5αrg，αSSU11l Photo 9 Plastic net bonded upon a rock with 
11licracαnthu11l growing in seeding area. epoxy resin adhesives. 

10Aなど)を水中ボンド(エポキシ樹脂系接着剤など) 近に十数個体のトゲモクを移植した。半年後の2014年5

で岩盤に接着し (Photo6)，それに母藻を結束バンドで 月，成熟した主校が流出したため藻長は短くなっている

直接固着する方法を考案した。自然な状態に近いため， が.40%の移植母藻が残存していた (Photo7)。その後，

長期にわたってタネが供給される。対象海藻は潮間帯付 移植場所の周辺には，長さ数crnの幼体が出現した

近に生育するウミトラノオ， トゲモクS.micracallthum (Photo 8)。この方法で留意する点は，移植する場所の

など付着器がしっかりしている種類である。結束する部 水深を，もとの生育場所と同程度とすることである。ま

位は，成熟後に枯死流失する主枝部を避け，茎 ・付着器 た，必要に応じて，岩盤清掃と併用することが好ましい。

とする。本手法で， 2013年11月に名護屋i誇の水深orni~ 



新しい播種方法とその考え方 231 

Photo 10 Ecklonia kurome transplanted at Nov. 2013 (A) and May 2014 (B). 

3) プラスチックネットを用いる方法

磯焼けの海域において，カジメ類が残存する場所が2

つある。 lつは浅所のi朝間帯付近であり，流動によりウ

ニや魚、の食害から守られている所である。もう 1つは深

所の砂面境界付近であり，砂によりウニの行動が制限さ

れている所である。どちらにおいても，植食性動物の食

圧が低下 した場合，残ったカジメ類からタネが拡散し

カジメ場が再生する可能性が高い。しかし植食性魚類

の食害圧が高く ，カジメ 類が浅所にもほとんど残存して

いない海域もある。この方法は，そのような海域におい

て，残りやすい潮間帯付近にカジメ類の母藻全体を移植

する方法である。大きさ15cmx 30cm位で目合 3cm位

のプラスチックネットを，水中ボンドで岩盤に固定し

(Photo 9)，そこにカジメ 類の付着器部を結束バン ドで

しっかり結着する。移植後も藻体は生長するので，移植

時期は子嚢斑があればいつでも良いが，水温が低下し植

食性魚類の食圧が下がる晩秋がベストである。本手法で

2013年11月に名護屋湾の水深1m付近にクロメを移植し

た。2014年5月現在，水中ボンドの接着不良でプラスチ

ックネットごと流出したものもあったが，移植したクロ

メの活性は良かった (Photo10)。カジメ類は冬季には

新しい仮根が伸長して岩盤に固着する 12)ので母藻はさ

らに剥離しにくくなる (Photo11)。

3.まとめ

本報で紹介した 3つの播種方法について，海藻の種類，

水深帝および底質を整理した (Table1)。水深帯別に

みると，最も浅い潮間帯では，ホンダワラ類の紐状海藻

であるヒジキ，ウミトラノオおよびトゲモクなどを対象

として， u字ボルト方式が移植に適している。やや深い

水深 1~3m位では，カジメ科のアラメ，カジメ ， クロ

メなどを対象として，プラスチックネット方式が適して

いる。さらに深い水深 3m.l2L深で、は，ノコギリモクなど

のホンダワラ類やカジメ・アラメ類を対象として，小型

Photo 11 Elongated holdfast of Eckloni，αkurome 
at May 2014. 

ネット方式が適している。同じくネットを用いる中層綱

方式と小型ネット方式の最も大きな違いは，ネッ トを設

置する層を海底に近づけたことにある。このことによっ

て，拡散範囲は狭くなるが，濃密な核藻場を形成するこ

とができる。

磯焼け対策の現場では，タネ蒔きに使える母藻の選択

肢は少なく，海藻本来の生態特性を考慮しないで，闇雲

に移植が行われることが多い。少ない母藻で移植を成功

させるためには，海藻の本来の生育環境を知ることが大

切である。海藻の生育場所は様々な要因で決められてい

るが，基本的要因は「光」と「流動」の 2つである 13)。

磯焼けになってもこの 2つの要因は大きくは変化しない

場合が多い。磯焼けした場所に，昔生えていた海藻を移

植とするのがベストであるが，別の湾の同じような場所，

たとえば 「湾央部の水深Om付近」といった場所に生育

する海藻が好ましい。他の海藻との競合がない磯焼け域

の場合，移植した単一種が本来の生育場所以外で繁茂す

る可能性もあるが，藻場の回復に伴い他の海藻が戻れば，

本来の場所にいずれ収まると恩われる。

タネ蒔きの成否は，数ヶ月以内に芽生える幼体の保護

にかかっている。そのためにはウニ除去は必須である。

また，魚の食害が厳しい西日本おいては魚の除去も併せ
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Table 1 Suitable species. depths and substrata of respective seeding methods. 

Method Species 
Zone 

(Substrata) 

U-Bolts 
Sargassaceae 

Intertidal zone 
method (Rock) 

Lessoniaceae 
Upper sublittoral zone 

Plastic net method Depths of 1 -3 meters 
(Ecklonia. Eぬenia)

(Rock) 

Sargassaceae Sublittoral zone 
Small net method Lessoniaceae Depths of over 3 meters 

(Ecklonia， Eゐenia) (Boulder) 

て実施することも必須である。九州沿岸の磯焼けの現状

からすると，今後はタネ蒔き，ウニ除去および魚対策を

複合的に実施することが，実効的な磯焼け対策の基本と

なる可能性は高いと考えられる。
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