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［研究論文1

北海道泊村沿岸表層における

ホソメコンブ遊走子の移送と空間的分布

秋野秀樹1・川井唯史2*. 

四ツ倉典滋3・河野時慶4

Transportation and Spatial Distribution of 

Saccharina japonica var. religiosa Zoospores in Surface Waters 

off the Coast of Tomari, Hokkaido, Sea of Japan 

Hideki AKINo1, Tadashi KAwA12*, 

Norishige YoTSUKURA3 and Tokihiro KoNo4 

Abstract 

1 

On the western coast of Hokkaido, Japan, kelp beds dominated by Saccharina j，ゆonicavar. religiosa 

are restricted to shallow waters and spatially separated from offshore urchin-dominated barren grounds. 

We investigated the spatial distribution of kelp zoospores, water currents, and the distribution of kelp 

beds at Tomari on the coast. Zoospore motility was evaluated in the laboratory at water temperature 7.5, 
10.0, 12.5, 15.0, and 17.5°C. At the sea surface, water current direction ranged mainly from northward to 

westward with velocities of 3.2-6.2 km ・ day -I (estimated by current meter) and 2.5 3.8 km ・ day -1 

(estimated by drifting buoys). Zoospore motility at water temperature in November at Tomari was 

estimated at 12 hr. Based on the data of drifting buoy and zoospore motility, the maximum potential 
distance of zoospore dispersal was estimated as 1.3 -1.9 km. On the other hand, kelp zoospores were 
detected at a maximum distance of 1200 m from the closest kelp source population in cultures using 

sampled seawater. Zoospore densities rapidly declined with increasing distance from the source kelp bed. 

This study demonstrated that the dispersal potential of the kelp zoospore is more restricted than 

previously thought. 

1.緒 号室吾

Eヨ
礁の造成などが行われている。北海道におけるコンブ藻

礁の造成の場合，種苗の移植や母藻の投入などを行わな

北海道日本海南西部の沿岸では磯焼けI～心によるコン くても，礁近隣にコンブ群落が分布する場合にはそこか

ブ藻場の減少が続いている。ウニ類やアワビ類の餌資源 ら供給される遊定子によって藻場が形成される。しかし

の確保や沿岸環境の保全のために藻場の維持・拡大が望 礁の設置場所付近にコンブ藻場が分布していない場所で

まれており，ウニ類等の藻場形成阻害要因の除去5），藻 は，遊走子の供給不足が懸念される。このような場合に
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母藻投入が試みられた事例もあるが6.7）， その必要性を

判断するための知見が乏しい。

コンブ類の遊走子の持つ遊泳速度は最大で160μm・s一l

と小さい8.9）ことから，遊走子は移流や拡散によって受

動的に移送されると考えられる。そのため，遊走子の着

底までに影響を与える物理過程や移送距離の把握は，磯

焼け域における効率的な藻礁の設置や維持管理に不可欠

である。

コンフ’の遊走子は受動的に運ばれながら遊泳し，基物

に着底する。遊泳を停止し着底できなかった遊走子も発

芽能力があるが，着底した遊走子の方が個体群維持に重

要と考えられるため9），遊走子の到達範囲を検討する際

には遊泳時間の検討が重要で、ある。コンブ類の遊走子の

遊泳時間は，水温9-11)のほか，懸濁物質12）や日長13）に

影響されることが室内試験により知られているが，ホソ

メコンブについては知見がない。

本研究では， 北海道泊村沿岸の磯焼け域において，浅

海域の流速データ及び室内試験による温度別の遊定子の

遊泳時聞から移送範聞を試算した。さらに，同海域の複

数地点で採水を行い，試水を減過したフィルターを培養

することでホソメコンブ遊走子を検出し，遊走子の分布

範囲の実測値と試算結果とを比較したので報告する。

2.方法

Fig. 11こ調査を行った北海道泊村の茅沼～臼別地先の

海岸図を示す。この海岸は 西南西側で海に面している。

海岸には波食台が発達し i朝間帯の下部から水深 5m程

度まで崖状に急激に落ち込み，水深 5m以i栄ではなだら

かな傾斜になっている。底質は岩盤 ・転石が主体で， 小

河川の河口部など一部に玉石や砂浜が分布している。波

食台から数十mi中まで干潮時にも水面に露出しない暗礁

が点在する。この海域でホソメコンブ遊走子の分布範囲

を把握するために以下の調査を行った。

1) ホソメコンブ群潜の分布調査

ホソメコンプ遊走子の供給源となる群落の分布と規模

を明らかにするため， 2007年6月20日および2008年8月

28日にFig.1に示した調査範囲で船上から目視観察を行

い，ホソメコンブ群落が分布している範囲を目測により

1/5000の地形図に記録した。

2) 遊走子遊泳・着底時間の試験方法

水温の違いに対するホソメコンブ遊走子の遊泳時間及

び着底状況の変化を検討するため， 2003年11月14日に泊

村泊漁港付近で採集したホソメコンブ30本を母藻として

滅菌減過海水中に遊走子を放出させた後，遊走子が20個

. μL-1になるように滅菌液過海水を用いて希釈した。

容量200mLのピーカーにこの遊走子放出液を180mL入れ，

スライドグラスを垂下した（Fig.2）。このビーカーを5

組用意し，それぞれ7.5℃， 10℃，12.5℃，15℃， 17.5℃の

＇）苫 - ペ ハ 川 、 戸ー圃幽圃
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Fig. 1 Map showing the study site off the coast of Tomari, 

Sea of Japan. The open circles with alphabetical 
characters are the three stations where current meters 
were located. Dots with numbers indicate the剖tes
where seawater sampling was performed to detect 
zoospores of Sαcch昨 inajα，ponic，αV訂問ligi旧Sα
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Fig. 2 Diagrammatic representation of a culture vessel for 
zoospore motility tests. 

恒温培養庫に静置し光量子束密度lOOμmol・ m 2・s I 

の条件下で同日 9 00～21 : 00の問，収容開始から 2時

間毎にスライドグラスを一時的に取り出して滅菌海水を

少量入れたシャーレに入れ，スラ イドグラス上の1mm2 

について着底した遊走子数を顕微鏡下で計数した。また，

同時に遊走子放出液中からマイクロピペットでlOμL-1

を採水してホールスライドグラス上に滴下し顕微鏡下

で遊泳する遊走子数を計数した。また実験開始から24時

間後も，遊泳する遊走子数を計数した。

3) 流況調査方法

試験海域の海水の流れによってコンブ遊走子が移送さ

れる範囲を推定するため，温排水影響調査のため設置さ

れているプロペラ式流向流速計 （アーンデラRCM-7)

を用いて調査海域周辺における流向流速を観測した。設

置場所はFig.1に示すA～Cの3地点（水深10～23mの
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Float 
少量の滅菌海水を滴下して 1晩放置した後，約20mLの

PESI栄養強化海水 （珪藻増殖防止のためGe02を2

mg・L-1含む）で， 10℃， 12L 12D, lOOμmol・m 2・sec一I

の条件下で培養した。1週間毎にPESI海水を交換し 3 

!oat ～4週間後に出現した葉状の褐藻発芽体の数を記録した。

Sinker 

Fig. 3 Schematic diagram of a drifting buoy. 

範囲），観測水深は 2mとした。観測期間については，

なお，当該海域ではセイヨウハバノリPetaloniaJase切な

どホソメコンブ以外の葉状褐藻類も出現する可能性があ

るので，一部の試水を 2ヶ月間培養し粘液腔道などの

形態的特徴を確認したが，出現したのはすべてホソメコ

ンブであった。

5) 水温条件の把握

調査海域周辺の水温は実i則していないので，社団法人

北海道栽培漁業振興公社が発行している養殖漁場海況観

測とりまとめ14～23）を用いて，調査地点に最も近い泊村

における水温を，遊走子の主な放出時期である10月から

12月について2002年から2011年まで句別に求め，平均水

温と標準偏差を算出した。

3.結果

当該地域のホソメコンブの成熟盛期である2001年11月1 l) ホソメコンブ群落分布

日～11月15日， 2002年11月1日～11月15日，2003年11月 Fig.4に調査海域におけるホソメコンブ群落の分布を

1日～11月15日の 3回とした。10分ごとの平均流速，流 示した。2007年6月には，ホソメコンブ群落は調査区域

向を記録し， 15日間の観測によって2160個のデータを得 に100m～数百m程度の間隔で点在しており （Fig.4(a) 

た。流れの周期性を確認するため，南北および東西方向 a～e），最も規模の大きな群落（Fig.4 (a) c）は，南北

の流れの各成分に対してFFT法を用いたスペクトル解 に70m，東西に20m程度の大きさの純群落になっていた。

析を実施した。得られたスペクトルに対して， 11区間で それ以外の群落は小規模で aについては防波堤沿いに

移動平均した平滑化スペクトルの95%信頼区間をが分 lOm程度の長さで広がり，bはlm2程度のごく小規模

布を用いて推定した。また，i朝iタ残差流による遊走子の な群落であった。dは岬の先端にlOm四方程度で広がっ

移送を調べるため，日平均した流れを時間積分する進行 ており， eは数m2の小規模群落で、あった。ホソメコン

ベクトル図を作成した。 ブ群落は，全て岸沿いの水深 2m0.浅に分布しており，

さらに，ホソメコンブ群落近傍での流況を測定するた それ以深の海底や沖合の暗礁にはホソメコンブは分布し

め， 2005年11月4日にFig.3に示す漂流ブイによる調査

を行った。漂流プイはGPS発信器を装着した浮標部と，

潮流を受ける円筒形のドローグ部（直径45cm，長さ 2

m）からなる。 ドローグ部は円筒形の鉄枠の周りをピニ

ルシートで被い，シート部に数カ所の穴を開けた。この

ブイをコンブ群落の近傍に4基投入し（Fig.1），約2.5時

間漂流させた後に回収し取得したGPSデータを基に漂

流距離および経路を推定した。

4) 遊走子分布調査の方法

2005年10月11日にFig.1に示す地点Oから地点24まで

の25地点（調査地点間隔130～1400m，水深範囲4.4～50

m）で，バン ドン採水器を用いて船上より水深 lmから

採水した。なお，地点Oは予備調査でコンブ群落が確認

された場所の中心部に設置した。試水をクーラーボック

スで保冷して持ち帰り，採水から 2時間以内に孔径0.45μ

mのメンプレンフィルター （MILLIPORE社 HAWP04700)

で、300mLi慮過した。このフィルターをシャーレに移し，

0 500m 
』＝』ロコゴ

Fig. 4 Distribution of kelp beds dominated by Sαcchαrinα 
jαrJxmicav紅開lが＇OSαonJ凹 e20，捌7(a) and August 28, 
2008 (b). Solid-Jlled areas with alphabetical characters 
represent kelp beds. 



た。 24時間後も. 17.5℃区を除き 1～2遊走子・10μ11 

が遊泳していた。水温と遊泳遊走子数の推移との関係を

みると， 7.5℃区でやや遊泳遊走子数の減少が緩やかで

あったが， 12時間までに各温度区の聞の差が小さくなっ

た。逆に，着底遊走子数の経時変化は各温度区とも実験

開始から 6時間後まで上昇する傾向を示し，その後は横

ばいで推移した。 7.5℃区では，他の温度区と比較して

着底遊走子数と遊泳遊走子数が多い傾向， 17.5℃区は少

ない傾向を示した。

3) 流況調査

Fig. 6に地点別の15日間の進行ベクトル図， Fig.7に

北向き成分と東向き成分のパワースペクトルを示す。進

行ベクトル図では， 2001年のB地点， 2002年のすべての

Vol. 52 No. 1 学

ておらず，水深5m前後までフシスジモクSargassum

coηβtsumが点在していた。 2008年8月には2007年より

もそれぞれのホソメコンフー群落が広がっていた（Fig.4 

(b））。 a地点では防波堤に沿ってlOOmほど群落が拡大

した。また最大のc群落は， b群落及びd群落の方向

に海岸線に沿って最大で長さlOOm程度の規模の拡大が

見られ， b. d. e群落においても群落の拡大が認められ

た。

2) 室内試験による遊走子の遊泳及び着底時間

Fig. 5に，遊泳遊走子数と着底遊走子数の経時変化を

示す。遊泳遊走子数は各温度区とも，実験開始から 6時

間後までに急激に低下しそれ以降，緩やかに低下し

12時間後には各温度区で l～ 6遊走子・10μ1-lとなっ
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度は2.9～4.4cm・s-Iであった。ほぼ同じ地点に投入した

ブイ 4基のうち，やや沖合に投入した 2基はほぼ一定の

速度で北西方向に流されたが，やや岸寄りに投入した2

基は北西方向に流された後に岸方向に向きを変え，岩盤

に打ち上げられ停止した。

4) 遊走子分布調査

各地点の300mLの試水の培養によって出現したホソメ

コンブ幼胞子体の出現数を採水地点の位置とともにFig.

9に示す。

最大のコンブ群落の中の基点（Fig.1の地点0）では

114.5個体・300mL-1が出現した。基点から比較的近い地

地点， 2003年のC地点において顕著な循環流は見られず，

北～北西向きの平均流の卓越が認められた。一方， 2001

年のA地点と C地点では数日， 2003年のA地点で10日程

度の周期の往復流が見られた。しかしスペクトルにお

いては2003年のC地点の東向き成分で10～12時間に極大

がわずかに見られたのを除き，いずれの年および、地点、で

も顕著な卓越周期成分は観測されなかった。 3年の調査

結果から得た各地点での 1日の平均流程は，北～北西向

きの3.2～6.2km・ day-Iであった。

沿岸における漂流ブイの軌跡をFig.8に示す。ブイは

観測時間（約2.5待問）中に約250m漂流し，平均漂流速
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ホソメコンブ群落分布調査では，遊走子の供給源とな

るホソメコンブ群落について分布範囲の年変動を調べた。

ホソメコンブ群落の分布範囲は年により増減し， 2007年

に確認されたFig.4のa～ eの群落は2008年にはいずれ

も分布が広がっていた。津田ら24）は，小樽市で6月の

ホソメコンブ現存量とl～ 4月の水温との間に負の相関

があることを報告している。分布調査を行った年の l～

4月の水温（旬別水温の平均）は， 2007年が4.5℃， 2008

年は3.0℃だったのでお），水温が低かった2008年に分布

範囲の拡大した可能性のあることが示唆される。そして，

水温など海洋環境の変動に伴って増減するホソメコンブ

群落の分布の年変動は，遊走子の供給量，ひいては遊走

子の到達範囲に影響を与えることが推測される。

本研究では，海域における水温の年変動によって遊走

子の到達範囲が変化する可能性について検討するために，

室内実験で遊走子の遊泳時間を水温別に調べた。その結

果，ホソメコンブの遊泳遊走子数は， 7.5～17.5℃で設定

したとeの実験水温においても試験開始から12時間後まで

に大幅に減少し 着底した遊走子数は，試験開始から 6

時間後までに増加した後はほとんど変化しなかった（Fig.

5）。観察したスライドグラスは垂直に配置されていたた

め， 6時間後以降に着底できずに沈降した遊走子もあっ

たと推測されるが，マコンブでは遊泳停止後の遊走子の

着底量は少ないことが報告されており 9），その変種であ

るホソメコンブの場合も同様と考えられる。遊走子の遊

℃以上に達した。
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点（350m以内）では33～71.5個体・300mL-1と高密度で

出現した。基点から350～1200mの範閣の地点では出現

数が10個体・300mL I未満， 1200mより遠い調査地点で

は0.5個体・300mL-1以下であった。

Fig.10に藻場基点から採水地までの距離と試水の培

養によ って出現したホソメコンブ幼胞子体の数との関係

を示す。ホソメコンブ幼胞子体の出現数は，起点から

500mまでの範囲で急減し，それ以降はなだらかに減少

した。起点の；巣場から沖合に1200mを超えた調査地点で

は0.5個体・300mL-1以下であった。

5) 遊走子放出時期の平均水温

Table. 1に調査海域近傍の泊村における10月から12月

までの句別の10年平均水温及び、標準偏差を示す。ホソメ

コンブの成熟時期における水温は10月上旬で18.8±0.6℃，

12月の下旬で8.3± 1.1℃と，期間を通じた変動の幅が10
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Tabl巴 1 Average and standard deviation of seawater temperatures at Tomari from October to December in 
2002-2011. [Data from Hokkaido Aquaculture Promotion Corporation] 

October November December 

B M E B M E B M E 

Average water temperature 18.8 17.3 15.9 14.7 13.2 11.6 10.3 9.0 8.3 

Standard deviation 0.6 0.8 0.6 0.5 0.8 0.8 0.8 0.9 1.1 

泳時聞が水温によって変化することは， Fuk山araet at.9l の濃度分布は拡散係数をD，時間を tとして標準偏差

がマコンブで指摘しているが，調査を行った泊村におい σ＝ .fii5iの正規分布と同じ形となる28）。すなわち，点

てホソメコンブが遊走子を主に放出する11月の平均水温 源からの距離2σの範間内に物質の量の95%が分布し，

（±標準偏差， 2002～2011年）は，上旬が14.7±0.5℃， 2σは拡散の空間スケールの指標とみなせる。この海域

下旬が11.6±0.8℃（Table1）であった。今回行った培 における拡散係数29)5 x 1Q3～I×1Q4cm2・s-lを用いて

養試験においては， 7.5℃及び17.5℃の温度設定試験区を 2σを計算すると， 12時間後で、0.4～0.6kmと見積もられ

除いて設定温度問で遊泳時間に大きな差が無かったこと る。すなわち，拡散のみによる移送では，着底可能な遊

から， 11月の遊走子放出期におけるホソメコンブ遊走子 走子は群落から多く見積もっても数百m程度の範囲内に

の遊泳時間は大きな年変動をしないと考えられる。その 到達すると推測される。

ためこの海域で放出されたホソメコンブ遊走子は，放出 これらの試算距離と，培養で出現した胞子体の数によ

後6時間以内，最大でも12時間以内に到達する範囲で多 って得た実際の遊走子の分布状況とを相対的に比較する

く着底し，それ以降の経過時間では着底できる遊走子数 と， Fig.9に示したように，遊走子の出現は岸から概ね

は急速に少なくなると推測される。 500m以内に限られ，最大濃度114.5個体・300mL1を示

次に遊走子を移送する主な要因である潮流について考 した地点Oは，調査区内の最大規模の群落 c(Fig. 4) 

察する。泊村沿岸の調査地点でホソメコンブの成熟時期 の中に位置する。遊走子の濃度はこの地点から距離の増

に15日間観測した流向流速の調査結果では，北流～北西 加に伴って単調に減少し 1200mより遠い調査地点では

流が卓越し（Fig.6），ブイの放流でも一部は西に移送 0.5個体・300mL-1以下となってほとんど観察されなくな

されていた。一方，気象庁が公開している長期気象デー った。 Fig.8で示す漂流ブイの流れや前述した拡散過程

タ26）によると，最寄りの観測点である神恵内村での11 が遊走子分布調査時にも発生しているとすると，放出さ

月の卓越風向（1981～2010の平均値）は西北西．平均風 れた遊走子の一部は拡散しながら沿岸にとどまる一方，

速は4.3m・s-1で、あった。また，周波数スペクトルの図 一部は沿岸流によって沖合に運ばれることで， Fig.10 

からは， 10～12時間周期（半日周潮）にピークがある場 に示すような基点付近で遊走子の濃度が高い結果になっ

合もあるが，全体的には顕著なピークは見られず，平均 たと推測される。さらに，遊走子の分布を詳細にみれば，

流による流程は潮汐による流程より十分に大きかった。 大規模群落の南側よりも北側の濃度が高く，地点9でも

これらのことから，この海域では海流に及ぼす潮汐や風 7.5個体・300mL-1の遊走子が観察されていたことから

の影響は小さく，北～北西への恒流成分，主に対馬暖流 (Fig. 1. Fig. 9），沖合の流速計で観測された北向きの

の分岐流が強いと考えられる27）。 平均流による移送も行われることが示唆される。

進行ベクトルから得られた 1日の平均流程は，今回調 Bobadilla and Santelices30）によれば，一般的なモデル

査した沖合の固定定点で3.2～6.2km・ day-I，コンブ群落 として，海藻の胞子放出量が多い場合には，胞子の分布

近傍で測定した漂流ブイによる沿岸流で2.5～3.8km・day-1 量と供給源からの距離との関係は拡散モデルに近いが，

であった。この地域のホソメコンブは沿岸の水深0～ 海が荒れている場合や，海藻からの胞子の放出が断続的

lm程度の浅所を主な分布域にしていることを考慮する である場合にはパッチ状の分布を示す場合があり多様で

と．ホソメコンブの遊走子は主に沿岸流によって移送さ ある。同様にホソメコンブ遊走子の移送の過程において

れると考えられる。よって，ホソメコンブ遊走子の遊 も拡散と移流の影響に加え，沿岸域の微地形や乱流の影

泳・着底可能時間を12時間とすれば，沿岸流を測定した 響を受けながら移送されると予測される。

漂流ブイの結果から藻場周辺の沿岸流で、1.3～l.9kmの範 これまでホソメコンブの遊走子分布状況は未知であっ

囲に移送され，沖合に移送された後はさらに遠くまで移 たが，供給源からの距離に伴って遊走子数が大きく減少

送される可能性がある。 する事例を本調査で示すことができた。また，現地でホ

また，潮流以外の遊走子移送要因として拡散を検討す ソメコンブが遊走子を放出し始めた時間を明らかにでき

ると，流れがない場で点源から拡散する一次元的な物質 なかったが，コンブ類の遊走子は夜間や明け方に多く放
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出されるという知見31～33）があるため，今後は同日に複

数回の分布調査を行うとともに，潮流や気象条件を同時

に測定することで，ホソメコンブ遊走子の海域での分布

の時空間的変動を把握し，どのような物理過程が遊走子

の移送に影響を与えているのかについてより詳しく検討

することが課題である。

これまでに，コンブ類の遊走子が到達する範囲につい

ては，既存群落の周辺における新規個体の出現範囲から

推定されており，カジメでは遊走子供給源から 3m～2

km 34，おl,Macroり・stispyriferaで最大4km38），マコンブ

で最大10km39lの範囲という報告がある。今回得られた

移流および拡散による輸送距離の試算や培養試験による

遊走子分布の推測値はこれらの中間の値を示したが，本

研究以外の報告は，遊走子の分布状況に基づく結果では

ないことに留意すべきであろう。コンブ類の遊走子の供

給過程では，今回考察を行った天然群落からの直接的な

遊走子供給のほか，既存の群落から藻体が脱落し，波浪

や潮流などで移送された先で遊走子を供給する可能性も

ある。今後は群落形成に貢献する遊走子の供給過程を供

給と移送の両面から明らかにすることで，藻場の維持再

生をより効率的に行うことができるであろう。
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