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海藻群落の優占種の差異がクロアワビとメガイアワビの再生産と

成長に与える影響

清本節夫1,*・渡邊庄一2 • 前野幸男3 • 吉村 拓1• 玉置昭夫4

Influence of Algal Community Type on Reproduction and Growth of 

Haliotis discus discus and Haliotis gigantea 

Setuo邸 OMOT01'*,Shouichi WATANABE2, Yukio M紐 N03,

Taku YosHIMURA1 and Akio TAMAKI4 

Abstract: To survey the effects of recent changes in seaweed bed type on the reproduction and 

growth of abalone, we compared Haliotis discus discus and Haliotis gigantea specimens sampled 

from five algal community types in Nagasaki Prefecture, Japan, as defined by their dominant or 

dominant-subdominant macroalgal species: Sargassum macrocarpum, Eisenia bicyclis, Sargassum 

spp., Undaria pinnatifida and Sargassum horneri, and Ecklonia kurome and Sargassum spp. The 

specimens were examined for two condition indexes (one based on foot weight [CJF] and one 

on soft body weight [ CIS]), gonad index, number of eggs per female, and shell length normal-

ized to age 4 years. Gonad index of females, number of eggs, shell length of both species, and 

CIS of H. discus discus differed significantly among the algal communities, . suggesting that the 

recent changes in these communities had some effects on abalone reproduction and growth. 

Furthermore, most indices for H. discus discus were substantially higher in the U. pinnatifida/ 
S. horneri community than in the S. macrocarpum community, whereas the reverse tendency was 

observed for H. gigantea. Efforts to enhance abalone populations will require selection of the 
appropriate abalone species according to algal community type. 

Key words: Abalone; Algal communities; Reproduction; Growth 

クロアワビ Haliotisdiscus discusとメガイアワビ H.

giganteaは，同属のマダカアワビ H.madakaととも

に， 日本沿岸の暖海域に生息するアワビ類で，水産上

重要な漁獲対象種である（猪野 1952)。全国のアワビ

類漁獲量は1990年代前半に大きく減少した後， 1995

年以降は2000t前後で推移しているが（農林水産省

2018), 長崎県におけるアワビ類の漁獲量は1995年

2018年11月2日受付； 2019年2月19日受理．

以降も減少を続け， 1995年の 343tから 2008年には

113 tまで減少した（農林水産省 2017)。この間の減

少に関して，アワビ類の制限殻長の引き下げ，漁獲量

制限の緩和などにより乱獲に陥った事例があり，さら

に磯焼け発生の影響も指摘されている（藤井 2002)。

アワビ類の主な餌料はカジメ類（カジメ Ecklonia

cava, クロメ Eckloniakurome, アラメ Eiseniabicyclis) 
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やホンダワラ類などの大型褐藻類であり，カジメ類

群落の消滅によりアワビ類漁獲量が急激に減少した

ことが太平洋沿岸で報告されている（河尻ら 1981;

Serisawa et al. 2004; 長谷川 2005;木村 ・山内 2009)。

アワビ類に対する餌料価値は海藻の種類により異なる

ことが知られており（菊地ら 1967;Uki et al. 1986; Qi 

et al. 2010), 一般にカジメ類を含むコンブ目海藻は高

いが，ホンダワラ属海藻はそれより劣り， ノコギリモ

クSargassummacrocarpumではアラメの約半分である

とされている（内場 1985)。長崎県沿岸においては磯

焼け域の増加に加え， 1998年に発生したカジメ類にお

ける葉状部が著し く失われる現象（吉村 ・清本 1999;

桐山ら 1999)とそれに伴うカジメ類が優占する群落

からノコギリモクが優占する群落への変化（吉村ら

2006; 桐山 2009), また，ホンダワラ類からなる海藻

群落では種多様性の低下 （桐山ら 2006) と伸長時期

の短期化 （吉村ら 2009;八谷ら 2011)が報告されてい

る。これら一連の報告から長崎県沿岸における海藻群

落の変化がアワビ類の再生産と成長に大き な影需を及

ぼしていることが推察される。実際に， 2001-2003 

年に調査された長崎県のアワビ類卒卵数は1980年代の

千葉県の結果（石田・田中 1983)と比較して約半分で

あり，これらの海藻群落の変化が既にアワビ類の再生

産量に影響を与えている可能性が示唆されている（長

崎県総合水産試験場漁業資源部栽培漁業科 2006)。

そこで，長崎県沿岸において，優占種の異なる海藻

群落で採集した クロアワビと メガイアワビの肥満度，

生殖腺指数，卒卵数，および，成長の比較を行うこと

により，海藻群落の変化がアワビ類の成長・成熟に与

える影響について検討を行った。

材料および方法

採集方法と採集地

長崎県沿岸におけるアワビ類の産卵盛期は11月と

されることから（長崎県総合水産試験場漁業資源部

栽培漁業科 2006), 産卵期直前と考えられる2006年10

月16~29日に，小値賀町，壱岐市，平戸市において

優占種の異なる 5タイプの海藻群落で，スキューバ

潜水によるアワビ類の採集を行った (Fig.1)。ク ロ

アワビとメガイアワビの両種とも雌 7~10個休，雄2

~5個体を採集した。各地点における採集時までの

海藻群落の状況は以下の通りであ った。 小値賀町の

採集地点は， 2001年までは アラメが見られたが2004

年以降ほぼノコギ リモクの純群落となり ，他のホン

ダワラ類はほとんど見られなかった (Kiyomotoet al. 

2013) (ノ コギリモク群落， Fig.1 Sm)。壱岐市郷ノ浦

町の 1地点はアラメが優占する海藻群落で，アラメ

の分布は1998年には 2m以浅に局限されたが，その

後，深部へ広がりつつあった（桐山 2009)(アラメ群

落， Fig.1 Eb)。同町のもう 1地点は，ノコギリモク，

ヤナギモク S.ringgoldianum ssp. coreanum, ホンダワ

ラ S.fulvellum, ヤツマタモク S.patens, マメタワラ

S. piluliferum, クロメなど多くの種からなる海藻群落

であった（ガラモ群落， Fig.1 Ss)。平戸市の 1地点

は， 2004年にアラメが衰退した後，水深 Sm以浅に

はノコギリモクが，それ以深にはクロメが優占し（清

本ら 2018), 春にはワカメ Undariapinnatijida, アオ

ワカメ Upeterseniana, マメタワラなども 見られる海

藻群落であった（クロメ・ガラモ群落， Fig.1 ES)。

平戸市のもう 1地点は， 春にはワカメ とアカモク

S. horneriが繁茂するが，秋には有節サン ゴ藻類，ノ

コギリモク， ヨレモク S.siliquastrumがわずかに見ら

れる他は海藻類が見られない海藻群落であった（ワカ

メ ・アカモク群落， Fig.1 US)。いずれの海藻群落も

1 ha以上の広がりがあり，アワビの移動範囲に比べ

て十分に広いものと考えられた。

水温は自記記録式の水温計 (CompactTD ATD-HR, 

アレック電子株式会社；現 JFEアドバンテック株式会

社）を用い， 2006年に小値賀町内の人工礁（大潮干潮

時の水深約 7m), 壱岐市郷ノ浦町のアラメ群落内の

石詰め礁（大潮干潮時の水深約 3m)に設置 して，ま

た，平戸市の採集地点に近い潮通しの良い漁港内の筏

に垂下 （水深約 2m)して測定した。

Fig. 1. Sampling algal communities for Haliotis discus 

discus and Haliotis gigantea in northwestern Kyushu, 

Japan. Abbreviations for algal community types reflect 

their dominant (or dominant and subdominant) species: 

Sm, Sargassum macrocarpum; Eb, Eisenia bicyclis; Ss, 

Sargassum spp.; US, Undaria pinnatifi,da and Sargassu加

horneri; ES, Ecklonia kurome and Sargassum spp. 
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測定と肥満度の算出

各個体の殻長はノギスで，湿重量は表面の水分を除

去したのち電子天秤で，軟体部湿重量は軟体部を殻か

ら外して電子天秤で測定した。軟体部から外套膜を含

めた内臓部を切り取り， 10%海水ホルマリン液で固定

した。また，残った足部湿重量を電子天秤で測定した。

長谷川ら (1997)および石田・田中 (1983)に従

い，殻長を SL(mm), 軟体部湿重量を SW(g), 足部

湿重量を FW(g) として，以下の式で 2種類の肥満度

(CIS, CIF)を求めた。

CIS = 106 SW I SL3 

CIF = 105 FW  I SL3 

生殖腺サンプルの処理

固定した内臓部から，角状突起の先端と付け根の

中間を厚さ約 5m mの輪切りにし，直径部で 2等分し

た。このうちの片方の重量を電子天秤で測定後，組織

観察用サンプルとして10%海水ホルマリン液で保存し

た。もう片方は，中腸腺部分を取り除き，重量を測定

し，雌については卒卵数計数用サンプルとして約O.lg

採取し， 10%海水ホルマリン液で保存した (Fig.2)。

その後中腸腺の外部に広がる生殖腺をはがし取り，

重量を測定し，輪切りにした部分の重量を加えて生

殖腺重量とした。生殖腺重量を cw(g), 殻長を SL

(mm) として，石田• 田中 (1983)に従い生殖腺熟

度指数 GIを以下の式で求めた。

GI= 10℃ WI SL3 

辛卵数の計数

芋卵数の推定は藤井 ・大橋 (1997)がサザエで用

いた方法に準じ，計数用サンプルを，少量の10%海水

ホルマリン液を入れた小製の乳鉢中で十分にほぐし，

100 mlの蓋付きメスシリン ダーに移した後， 10%海水

尋 → After weighing, stored 
for histological sample 

I 

b 

Midgut gland 

Gonad 

拿，/-► I Weighing I 

v''""'"" L ~ 云~pie
Fig. 2. Schematic procedure of collecting samples for 

histological observation and egg number. Broken lines 

show cut parts. 

ホルマリン液で100mlにメスア ップし，よく懸濁し

て 1mlを取り，実体顕微鏡下で卵数を計数した。こ

の計数を 5回もしくは10回行い，平均値を求めた。な

お，計数の対象は直径約150μm以上の卵 （後述の成

熟卵に該当）とした。この平均値，卒卵数計数用サン

プルの重量，および生殖腺重量から芋卵数を求めた。

芋卵数を EN, 殻長を SL (mm)として，芋卵数指数

(ENI) を以下の式で定義し，求めた。

ENI =EN I SL3 

組織観察

組織観察用サンプルを常法により脱水，パラフィン

包埋後，ヘマトキシリン ・エオシン染色を施し，生

殖腺の観察に供した。卵巣，精巣の成熟段階は富田

(1967, 1968)に従い判定するとともに，卵巣につい

ては生物顕微鏡で 200倍の 6視野において，ゼリー層

のある成熟した卵細胞（卒卵数の計数対象に該当），

ゼリー層がなく小型の未成熟の卵細胞，エオシンに好

染する間隙のある退行卵 (Rogers-Bennettet al. 2004) 

に分けて (Fig.3)計数し，それぞれの割合を求めた。

アワビ類の卵巣では内側の中腸腺側に成熟卵が多く，

未成熟卵は外側の外套膜側に多いことから (Jebreen

et al. 2000) , 卵巣の部位差による違いを平均化するた

め，厚みのある卵巣の場合には卵巣の中心部の 3視

野，外套膜側の 3視野で計数した。薄い卵巣の場合に

は全体を含む 6視野で計数した。

4歳時の殻長

得られた殻表面の付着物を除去し螺頂部のグリーン

マークにより放流貝を識別した後， 小島 (2005)に準

じて年輪を推定した。暖流系のアワビ類では年輪が産

卵期に形成されることから（小島 2005), 年輪部分で

の殻長をその年齢での殻長と考えることができる。長

崎県においては，漁業調整規則により殻長10cm未満

のアワビは漁獲が禁止されていること，通常 4歳で

10cmを超えることから（長崎県総合水産試験場漁業

資源部栽培漁業科 2006),4歳に相当する輪紋に対応

する殻長を測定し，海藻群落ごとに 4歳時における平

均殻長を求めた。

統計処理

得られた 2種類の肥満度，生殖腺指数，芋卵数指

数 4歳時の殻長について，フリーソフトの R (R 

Core Team 2017)を用い，Kruskal-Wallis法で全体の有

意性を検定し，有意な場合には Steel-Dwass法 （永田 ・

吉田 1997)により有意水準 5%で多重比較を行った。
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Fig. 3. Photomicrographs of immature oocytes (left; black arrows), mature oocytes (left and right; white arrows) and atretic 
eggs (right; hatched arrows) in gonads of Haliotis gigantea (left) and Haliotis discus discus (right). Scale bars= 100μm. 

Table 1. Sampling sites and abbreviations in Fig. 1, dates, dominant macroalgae, number, sex, shell length, and number of 
hatchery-reared individuals, for specimens of two species of abalone (Haliotis discus discus and Haliotis gigantea) sampled in 

northwestern Kyushu, Japan 

Sampling Date collected 
Dominant algae Species 

Sex and number Shell length Number of hatchery-

site (2006) of specimens (mean土 SD,mm) reared individuals 

Ojika Sm 16-17 Oct Sargassum macrocarpum Haliotis discus discus t 5, 名10 127.7士 10.8

゜H. gigantea 6'5, 早10 129.9士 8.1

゜Iki Eb 26 Oct Eisenia bicyclis H. discus discus 6'5, 早10 119.8士 4.5 11 
H. gigantea t 5, 辛10 124.9士 8.0 10 

Ss 27 Oct Sargassum spp. H. discus discus Z'2, 辛8 114.1士 8.4

゜H. gigantea ! 5, 辛10 112.8土 6.7 7 

Hirado US 29 Oct Sargassum horneri and H. discus discus Z'5, 早10 124.2士 9.4 3 
Undaria pinnatifi,da H. gigantea t 5, 早7 123.3士 10.4

゜ES 29 Oct Sargassum spp. and H. discus discus t 5, 辛8 118.4土 7.6

゜Ecklonia kurome H. gigantea t 5, 辛10 122.3土 7.8 1 

士
口租 果

採集数と平均殻長

採集 日，採集個体数，平均殻長，放流貝の個数を

Table 1に示す。採集数は， ガラモ群落でク ロアワビ

が雄 2個体，雌 8個体， ワカ メ ・アカモク群落でメガ

イアワ ビの雌が 7個体， クロメ ・ガラモ群落でクロア

ワビの雌が 8個体であり，それ以外では両種ともに

雄 5個体，雌10個体であった。 採集された個休の平均

殻長は採集地で異なり，クロアワビ，メガイアワビ

ともにガラモ群落で最も小さく，それぞれ114.1mm, 

112.8 mm, ノコ ギリモ ク群落で最も大きく，それぞ

れ127.7mm, 129.9 m mであっ た。放流貝はアラメ群

落でクロアワビ，メガイアワビともに10個体以上が，

ガラモ群落でメガイアワビ 7個体が採集されたが，そ

れ以外では 3個体以下であった。

水温

調査地の水温を Fig.4に示す。小値賀では水温計

が誤って陸揚げされたため 4月10日か ら 5月26日ま

でのデータが取得できなかった。冬季 (1-3月）の

水温は小値賀で平均14.3℃と， 壱岐 (13.6℃)，平戸

(13.9℃)に比べて高かったが， それ以外の季節では

水温に大きな違いはなかった。最高水温は，小値賀と

壱岐で27.5℃，平戸で26.8℃，最低水温は，小値賀で

13.5℃，壱岐で12.6℃，平戸で13.2℃であった。

肥満度

CISと CIFをそれぞれ Fig.5と Fig.6に示す。ク

ロアワビの CISの平均値は，クロメ ・ガラモ群落

区で85.1と最も高く，次いでワカメ ・アカモ ク群落

区， アラメ 群落区，ガラモ群落区と続き， ノコギリ

モク群落区で73.6と最も 低かった。海藻群落間で有

意差があり (Kruskal-Wallis法，P< 0.01), 多重比較

では，クロメ・ガラモ群落区およびワカメ • アカモク
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群落区はノ コギリモ ク群落区との間に有意差があ っ

た (Steel-Dwass法，P= 0.032, 0.037)。 メガイアワ

ビの CISの平均値は，アラメ群落区で71.8と最も高

く，次いで，クロメ ・ガラモ群落区，ワカメ・アカ

モク群落区，ノコギリモク群落区と続き，ガラモ群

落区で62.3と最 も低かった。海藻群落間で有意差が

あったが (Kruskal-Wallis法， P< 0.05), 多重比較で

は，有意差のある海藻群落区の組み合わせはなかった

(Steel-Dwass¥ 去， P>0.057)。
クロアワビのCIFの平均値は， ワカメ・アカモク

群落区で5.12と最も高く，次いでクロメ ・ガラモ群落

区，アラメ 群落区，ガラモ群落区と続き ，ノコ ギリモ
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Fig. 5. Condition index based on soft body weight (CIS) 

of Haliotis discus discus and Haliotis gigantea for each 

algal community type. Algal community types labeled with 

different letters differ significantly from each other (Steel-

Dwass test, a = 0.05). There was no significant difference 

among algal community types for H. gigantea (Kruskal-

Wallis test, a= 0.05). Abbreviations for algal community 

types are the same as in Fig. 1. 

ク群落区で4.54と最も低かった。海藻群落間で有意差

はなかった (Kruskal-Wallis法， P=0.063)。メガイア

ワビの CIFの平均値は，アラメ群落区で4.56と最も高

く，次いでノコギリモク群落区，ワカ メ ・アカモク群

落区，クロメ ・ガラモ群落区と続き，ガラモ群落区で

3.97と最も低かった。海藻群落間で有意差はなかった

(Kruskal-Wallis法， P=0.061)。

生殖腺熟度指数

各海藻群落区におけるアワビ両種の生殖腺熟度指

数を雌雄別に Fig.7に示す。クロアワビ雌の生殖腺

熟度指数の平均値は，クロメ ・ガラモ群落区で113

と最も高く，次いでワカメ ・アカモク群落区，アラ

メ群落区，ノコギリモ ク群落区と続き，ガラモ群落

区で36と最も低かった。海藻群落間で有意差があり

(Kruskal-Wallis法， P< 0.001), 多重比較ではクロ

メ ・ガラモ群落区はそれ以外との間に有意差があ っ

た (Steel-Dwass法， P< 0.04)。クロアワビ雄の生殖

腺熟度指数の平均値は，アラメ群落区で85と最も高

く，次いでクロ メ・ガラモ群落区，ワカメ・アカモク

群落区，ノ コギリモク群落区と続き ，ガラモ群落区で

62と最も低かった。海藻群落間で有意差はなかった

(Kruskal-Wallis法， P>0.1)。
メガイアワビ雌の生殖腺熟度指数の平均値は，ク

ロメ ・ガラモ群落区で62と最も高く，次いでアラ

メ群落区，ノコギリモク群落区，ワカメ ・アカモ

ク群落区 と続 き，ガラモ群落区で17と最も低か っ

た。海藻群落間で有意差があり (Kruskal-Wallis法，
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Fig. 6. Condition index based on foot weight (CIF) of 

Haliotis discus discus and Haliotis gigantea for each algal 

community type. There were no significant differences 

among algal community types for H. discus discus or H. 

gigantea (Kruskal-Wallis test, a~ 0.05). Abbreviations for 
algal community types are the same as in Fig. 1. 
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Fig. 7. Gonad index (GI) for male and female Haliotis discus discus and Haliotis gigantea for each algal community type. 

Algal community types labeled with different letters differ significantly from each other (Steel-Dwass test, a= 0.05). 

Abbreviations for algal community types are the same as in Fig. l. For males of both species there were no significant 

differences among algal community types (Kruskal-Wallis test, a = 0.05). 

P < 0.01), 多重比較ではクロメ・ガラモ群落区および

アラメ群落区はガラモ群落区との間に有意差があった

(Steel-Dwass法， P= 0.001, 0.028)。メガイアワビ雄

の生殖腺熟度指数平均値は，クロメ ・ガラモ群落区で

72と最も 高く， 次いでアラメ群落区，ノコギリモク群

落区，ワカメ ・アカモク群落区と続き，ガラモ群落区

で21と最も低かった。海藻群落間で有意差はなかった

(Kruskall-Wallis法， P>0.1)。

辛卵数

1個体あたりの卒卵数はクロアワビで平均235万個，

最多503万個，最少17万個， メガイアワビで平均176万

個，最多475万個，肉眼で生殖腺を認め られず生殖腺

重量を測定できなかった個休が 4個体あ った。

両種の海藻群落区ごとの卒卵数指数を Fig.8に

示す。 クロアワビの学卵数指数の平均値は， クロ

メ・ガラモ群落区で2.20と最も高く，次いでワカメ

・アカ モ ク群落区， アラメ群落区， ノコギリモク

群落区と続き，ガラモ群落区で0.68と最も低かっ

た。海藻群落間で有意差があり (Kruskal-Wallis法，

P < 0.001), 多重比較の結果で は， クロメ ・ガ ラモ

群落区はノコギ リモ ク群落区およびガラ モ群落区

との間に (Steel-Dwass 法， P= 0.004, 0.007), ま

た， ワカメ・ アカモ ク群落区はガラ モ群落区 との間に

(Steel-Dwass法， P= 0.046)有意差があった。メガイ

アワビの卒卵数指数の平均値は， クロメ・ガラモ群落

区で1.20と最 も裔く，次いでアラメ群落区， ノコ ギリ
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Fig. 8. Estimated number of eggs in gonad divided by 
the cube of the individual shell length (ENI) for Haliotis 

discus discus and Haliotis gigantea in each of five types of 

algal communities. Algal community types labeled with 

different letters differ significantly from each other (Steel-

Dwass test, a = 0.05). Abbreviations for algal community 

types are the same as in Fig. 1. 

モク群落区， ワカメ・アカモク群落区と続き， ガラ モ

群落区で0.42と最も低かった。海藻群落間で有意差が

あり（応uskal-Wallis法， P< 0.01), 多重比較の結果
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each algal community type. Open, hatched, and solid areas represent mature, spent, and recovery stages, respectively. 

Abbreviations for algal community types are the same as in Fig. l. 

では，クロメ ・ガラモ群落区およびアラメ群落区はガ

ラモ群落区との間に有意差があった (Steel-Dwass法，

P = 0.041, 0.046)。

組織観察

組織切片の観察からクロアワビの成熟段階を富田

(1967, 1968) により判定した結果，ワカメ•アカモク

群落区の雄 2個体が放精期と判断された以外はいずれ

も成熟期と判断された (Fig.9)。一方，メガイアワビ

については，ワカメ•アカモク群落区の雌 2 個体，雄

1個体，ガラモ群落区の雌 2個体が回復期と判断され，

それ以外の個体は成熟期と判断された。

顕微鏡下での卵の判定結果では，クロアワビでは

成熟卵と判定された割合は，アラメ群落区で71%, ク

ロメ・ガラモ群落区で67%,ワカメ・アカモク群落区

で64%,ノコギリモク群落区で60%,ガラモ群落区で

58%であった (Fig.10)。また，退行卵はノコギリモ

ク群落区以外で確認されたが，その割合はいずれも

2%以下であった。メガイアワビでは，成熟卵の割合

はアラメ群落区で81%, クロメ ・ガラモ群落区で67%,

ノコギリモク群落区で60%, ガラモ群落区で50%, ワ

カメ ・アカモク群落区で45%であ った。退行卵はすべ

ての藻場で見られたが，その割合は 2%以下であった。
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Fig. 10. Proportions of eggs at three developmental 
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respectively. Abbreviations for algal community types are 

the same as in Fig. 1. 



72 清本 ・ 渡湛 • 前野 ・吉村・ 玉置

0

5

 

ー

n = 15 

s1enp! >
 !PU! J
O
 J
e
q
w
n
N
 

。
円
叶

止
ふ~
叶
辻
5
:
5

□

＂ 
＂ us 

,1,■,■.■.-. 

E3S~, 
6 T 

n = 15 

n = 10 

n = 15 

n = 13 

,- , 
7 8 

Sm 

b

s

s

 

E

s

u

 

05~~5~a 

5~~5~~50 

1

1

 

1

1

1
 

ー

，
 

H. discus discus H. gigantea 

.-.■.1.■.-. 

■.1.1.-

~ 

3~ 5 6 

ES 

n = 15 

n = 15 

n = 15 

n = 12 

, ■ , ■ , • . - . • . • . 

n = 15 

7 T 

8
 

， l 

Age (year) 

Fig. 11. Age composition of sampled specimens of Haliotis discus discus and Haliotis gigantea from each algal 

community type. Abbreviations for algal community types are the same as in Fig. 1. 

年齢組成と 4歳時の殻長

両種の海藻群落区ごとの年齢組成を Fig.11に示す。

クロア ワビではノコギリモ ク群落区とワカメ ・アカモ

ク群落区で 4~8歳と広い年齢の個体が採集 された

が，それ以外の 3タイプの海藻群落区では 4歳と 5歳

が多数を占めた。メガイア ワビではクロアワ ビよりも

広い年齢の個体が採集され，特にワカメ ・アカモク群

落区では 4~9歳と広範な年齢の個体が採集された

が，クロ メ ・ガラ モ群落区では 4歳と5歳が多数を占

め，ガラモ群落区では 6歳が半数以上を占めた。

4歳時における両種の殻長を，海藻群落区ごとに

Fig. 12に示す。クロアワ ビの 4歳時における平均殻長

は，アラメ群落区で110mm, クロメ ・ガラ モ群落区

とガラ モ群落区で109mmと大きく ，ノコギリモク群

落区では97mmと小 さかった。 また，ワカ メ・ アカ

モク群落区では平均103mmであったが，個体差が大

きかっ た。洵藻群落間で有意差があり (Kruskall-Wallis

法， P< 0.05), 多重比較の結果では，アラメ群落区お

よびク ロメ ・ガラモ群落区ではノ コギリモク群落区

との間に有意差があった (Steel-Dwass法，P=0.019, 

0.042)。メガイアワビの 4歳時における平均殻長は，

クロメ ・ガラモ群落区で112mmと最大であり， アラ

メ群落区で104mm,ノコギリ モク群落区で103mm,ガ

ラモ群落区で 89mmと最小であった。ワカメ ・アカモ

ク群落区では平均 98mmであったが，クロアワビ同様

に他と比べて個体差が大きかった。海藻群落間で有意
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Fig. 12. Shell length plots for 4-to 9-year-old specimens 
of Haliotis discus discus and Haliotis gigantea sampled from 

five types of algal communities. To normalize the ages, the 

shell lengths corresponding to the fourth ring edge (i.e. 
shell length at age 4 years) are shown. Algal community 

types labeled with different letters differ significantly恥 m

each other (Steel-Dwass test, a = 0.05). Abbreviations for 

algal community types are the same as in Fig. 1. 

差があ り （応uskal-Wallis法，P< 0.01), 多重比較の結

果では， クロメ ・ガラモ群落区，アラメ群落区および

ノコギリモク群落区ではガラモ群落区との間に有意差

があった (Steel-Dwass法，P= 0.000, 0.022, 0.011)。
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Table 2. Summary of multiple comparisons1 between algal community types2 for Haliotis discus discus and 
Haliotis gigantea, and algal community types with abalones having recovery-stage ovaries 

H. discus discus H. gigantea 

Condition index (soft body weight) ES US Eb Ss Sm Eb ES US Sm Ss 

Condition index (foot weight) USEbESSsSm Eb Sm USESSs 

Shell length at 4 years old EbESSsUSSm ES Eb Sm USSs 

Gonad index (female) ESUSEbSmSs ES Eb Sm USSs 

Gonad index (male) EbESUSSmSs ES Eb Sm USSs 

Egg number index ESUSEbSmSs ES Eb Sm USSs 

Ovaries in recovery stage None observed USSs 

'Steel-Dwass test (a = 0.05); horizontal lines connect algal community types that are not significantly different. 
2Sm, Sargassum macrocarpum; Eb, Eisenia bicyclis; Ss, Sargassum spp.; US, Undaria pinnatifida and Sargassum 
horneri; ES, Ecklonia kurome and Sargassum spp. 

考察

アワビ類は大型褐藻類を主な餌料としており，海

藻の種類や給餌量は成長や成熟に影響する（菊地

ら1967;石渡ら 1968;Uki and Kikuchi 1982; Uki et al. 

1986; 藤井ら 1986)。本研究では優占種の異なる海藻

群落で採集したクロアワビとメガイアワビを比較する

ことで，藻場の衰退に伴う海藻群落の構成種の変化が

成長と成熟に及ぽす影響の把握を試みた。

海藻構成種以外にアワビ類の成長と成熟に影響を

与える要因として水温，植食動物の存在，漁獲の影

響が挙げられる。水温は同化効率と成熟度の増加速

度に影響を及ぼすことが明らかとなっている（菊地・

浮 1974a,1974b; 清本ら 2012)。今回，採集を行った

平戸市，壱岐市，小値賀町で測定した水温は， 1~3

月に小値賀町では平戸市と壱岐市よりも 0.4~0.9℃高

かったものの，それ以外の期間はほぼ同じであった

(Fig. 4)。また，カリフォルニアの Haliotisrufescens 

とHaliotisfulgensを用いた飼育実験では，成長・成熟

度に及ぼす影響は水温に比べて給餌量の方が大きかっ

たとされる (Vilchiset al. 2005)。これらのことから，

今回の結果においてもクロアワビとメガイアワビに対

する水温の影響は海藻構成種の違いによる影響に比べ

て小さかったものと考えられる。

一方，餌料をめぐりアワビ類と競合関係にある植食

動物については，現存量が大きい場合には餌料海藻の

減少をもたらし，アワビ類の餌料環境の悪化につなが

ると考えられる（都道府県水産試験場磯根資源調査研

究グループ 1972;Tegner and Dayton 2000)。本研究で

は，採集を実施した各地点で，植食動物及び大型褐藻

類の現存量を調査していないため，植食動物の影響に

ついては不明である。しかし，採集を実施した2006年

には，ワカメ・アカモク群落以外の採集地点は周年に

わたり，ワカメ・アカモク群落においてもこの 2種が

繁茂する春季には，海底が見えない程の藻場を形成し

ていたことから，餌料海藻の減少によりアワビ類の成

長と成熟に影響を与えるほど植食動物の影響は大きく

なかったと考えられる。

漁獲による成長への影響として，一つの年級群のう

ち成長の速いものほど若い時から漁獲の対象となり，

高齢まで生き残るものは若齢の頃に成長の遅かったも

のが相対的に大きくなると考えられる（田中 1985)。

福島県においてエゾアワビの成長を年級群間で比較し

た結果では，震災前に漁獲加入した年級群では，震災

後に漁獲を受けなかった年級群に比べて成長が悪い結

果が得られており，成長の速い個体が漁獲された影響

と考えられている（金子ら 2018)。今回の採集個体の

うちガラモ群落区のメガイアワビに関しては漁獲の影

響が考えられる。採集されたメガイアワビ15個体のう

ち 7個体は放流個体であった (Table1)。長崎県壱岐

水産業普及指導センターの調査ではこの採集地点付近

では2001年に人工種苗の放流を行っており， 2004-

2005年に100個体を越える放流個体が漁獲されたが，

2006年には61個体と減少している（舛田，私信）。通

常 1歳で放流を行うこと，殻の輪紋から推定した年齢

で 6歳の個体が多数を占めていることから，今回得ら

れた放流再捕個体は2001年に放流された人工種苗であ

ると考えられる。長崎県では放流後 3年で漁獲され始

めるが（長崎県総合水産試験場漁業資源部栽培漁業科

2006), 今回採集された放流個体は放流後 5年を経て

いるにもかかわらず平均殻長は116mmと小さく，成

長が遅くこれまで漁獲されなかった個体と考えられ

る。したがって，ガラモ群落のメガイアワビに関して

は，漁獲の影響が少ない地点において成長の速い個体

も含めて再検討する必要がある。

本研究では優占種の異なる5タイプの海藻群落で採

集されたクロアワビとメガイアワビについて，栄養

蓄積を肥満度で，生殖腺の発達を生殖腺熟度指数と

芋卵数とで，成長を 4歳時の殻長で比較した。その
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結果， クロアワビの軟体部重量による肥満度 (CJS),

両種雌の生殖腺熟度指数，芋卵数， 4歳時の殻長

で，海藻群落間に有意差が見られたが，クロアワビ

の CIS以外の肥満度と両種雄の生殖腺熟度指数では

有意差がなかった (Table2)。肥満度は，海藻の現存

量や給餌条件の影響を受けるが（秋田県 1989;滝尾

ら 2009), 餌料の質や飢餓の影響が比較的小さいとさ

れる (Carefootet al. 1993; Jackson et al. 2001; Qi et al. 

2010)。本研究においてもクロアワビの CJSを除き，

有意差がなかったのはこのためと考えられる。また，

両種雄の生殖腺熟度指数に関してはサンプル数が最大

でも 5と統計的な検定を行うためには少なかったと考

えられる。

今回成長の指標とした 4歳時の殻長には海藻群落

間で有意差があった。給餌量と餌料の質はアワビ類の

成長に影響し（石渡ら 1968), 海藻種ごとの餌料価値

（摂餌量あたりの成長量）が異なることも明らかにさ

れている（菊地ら 1967;Uki et al. 1986; 藤井ら 1986)。

また，生息地の植生により成長に差が出ることも報告

されており（小島 2005), 今皿の成長の差は海藻群落

の優占種の違いによるものと考えられる。

成熟の指標とした項目のうち，両種雌の生殖腺熟

度指数と平卵数指数はともに海藻群落間で有意な差

があった。メガイアワビでは給餌量が増加すると生

殖腺の体積が増加することが報告されており（清本

ら 2016), エゾアワビでは給餌量 (Ukiand Kikuchi 

1982), 給餌海藻の種類（高見ら 2012) により産卵数

が影響を受けることが報告されている。本研究におい

て海藻群落間で見られた成熟の指標の差異は，海藻群

落の優占種の違いに起因するものと考えられる。ク

ロアワビとメガイアワビは多回産卵とされるが（石

田・田中 1983;小島 2005), エゾアワビでは 2回目の

産卵が行われるのは餌料価値の高い海藻を十分最給餌

した場合に限られることが報告されている（高見ら

2012)。本研究では，採集が産卵盛期前に行われたこ

と，組織学的観察から未成熟卵が20-50%を占めてい

ることから (Fig.10), 今回の卒卵数は初回の産卵鼠

に相当すると考えられる。従って，クロアワビとメガ

イアワビでもエゾアワビと同様に餌料環境が不適で 2

回目の産卵が行われない場合には，餌料環境による総

産卵量の差異は今回の結呆よりも増大する可能性があ

る。

なお，組織学的な観察で， 1-2%と少ない割合な

がら，退行卵が多くの個体に存在した (Fig.10)。カ

リフォルニアの H.rufescensでは退行卵は大型個体に

多く 80%を超えることがあるとされ (Rogers-Bennett

et. al. 2004), サザエでも周年退行過程にある卵母細

胞が見られ，特に大型個体に多いとされる（藤井・大

橋 1997)。今回の結果ではサンプル数が少なく，サイ

ズによる退行卵の割合の違いを見ることはできなかっ

た。今後，より多くのサンプルについて退行卵の出現

状況を確認する必要がある。

各海藻群落の餌料環境の比較

カジメ類を含むアラメ群落区とクロメ・ガラモ群落

区ではクロアワビ，メガイアワビともにすべての指標

で良好であり，クロアワビとメガイアワビの両種に

とって良好な餌料環境にあると言える。アラメはアワ

ビ類の主な餌料とされ（野中・岩橋 1969), 飼育実験

においても良好な成長を示す（菊地ら 1967;Uki et al. 

1986)。クロメはアワビ稚貝に対しては餌料価値が低

いが，成長に伴い餌料価値が増す（藤井ら 1986)。ま

た，クロメ・ガラモ群落に混生するワカメも餌料価値

が高く（菊地ら 1967;内場 1985;Uki et al. 1986; 藤井

ら 1986), これらのコンブ目海藻が存在することがア

ワビにとって良い餌料環境をもたらしたと考えられ

る。なお，アラメ群落区におけるメガイアワビ雄の生

殖腺熟度指数は他の海藻群落区に比べてばらつきが大

きかった (Fig.7)が，今回は 5個体のみの結果であ

り，今後，より多くの個体で精査する必要がある。

ノコギリモクは，長崎県沿岸においてアラメ類が

消失した後に優占することが多い（吉村ら 2006;桐山

2009)。ノコギリモク群落で採集されたクロアワビで

は検討した 5指標のうち 4指標で，クロメ・ガラモ群

落区またはアラメ群落区よりも有意に低い値が得られ

たが，メガイアワビではクロメ・ガラモ群落区および

アラメ群落区との間にいずれの指標でも有意差がな

かった (Table2)。クロアワビに対するノコギリモク

の餌料価値はアラメの半分とされ（内場 1985), この

ことがノコギリモク群落においてクロアワビの成熟と

成長を低下させた原因と考えられる。メガイアワビの

成長に対するノコギリモクの餌料価値を測定した事例

は著者らの知る限りないが， ノコギリモクの餌料価値

がクロアワビとは異なることが想定され，今後，飼育

実険等による確認が必要である。

大型褐藻類による藻場が季節的にしか形成されない

ワカメ・アカモク群落で採集されたクロアワビでは，

雌の生殖腺熟度指数でクロメ・ガラモ群洛区との間に

有意な差が見られた以外は， クロメ・ガラモ詳落お

よびアラメ群落と有意な差は見られず (Table2), 肥

満度，生殖腺熟度指数，革卵数指数はアラメ群落区

とほぼ同じであった (Fig.5-8)。一方， ワカメ・ア

カモク群落区のメガイアワビではいずれの指標でもク

ロメ・ガラモ群落区およびアラメ群落区との間に有意

差はないものの (Table2), 生殖腺熟度指数と平卵数

指数はクロメ・ガラモ群落区およびアラメ群落区より
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も低い傾向にあり (Fig.7-8), 成熟段階が回復期にと

どまっている個体も存在した (Fig.9)。ワカメ（菊地

ら1967;内場 1985;Uki et al. 1986; 藤井ら 1986) とア

カモク (Ukiet al. 1986) はアワビ類にとって好適な

餌料とされるが，繁茂する期間が冬から春までであ

り，それ以外の期間は藻体がきわめて小さいため（舘

脇 1993;寺脇 1993;道津ら 2002;秋本ら 2009), アワビ

類の主な餌料とはならない。メガイアワビは付着位置

がほとんど変化しないため，周囲と比べて付着物の少

ない「なしろ」を形成することが知られており（小池

ら 1970), 移動範囲が小さいと考えられている（宇野

1967)。このため，季節的にしか藻場が形成されない

アカモク・ワカメ群落では，わずかなノコギリモクと

ヨレモクのみが存在する夏から冬にかけて餌料が不足

すると考えられる。一方，クロアワビは移動範囲が大

きいことが知られており（宇野 1967), 移動速度もメ

ガイアワビよりも速い（猪野 1952)。このため，クロ

アワビはワカメとアカモクが流失した後は，メガイア

ワビに比べて広い範囲を移動し，大型褐藻類による光

の制限がないことで増加すると期待される小型海藻や

付着珪藻などを餌料としているものと考えられる。

ガラモ群落はアワビ類の漁獲量が多かった 1980年

代にアラメ・カジメ群落とともに長崎県下で広く見ら

れた植生である（桐山ら 2006)。ガラモ群落区のクロ

アワビでは，肥満度と 4歳時の殻長ではクロメ・ガラ

モ群落区およびアラメ群落区との間に有意差がなかっ

たが，生殖腺熟度指数と卒卵数指数では有意に低かっ

た (Table2)。このことから，ガラモ群落ではクロア

ワビの成長は良いものの産卵量が低下する可能性が示

唆される。また，ガラモ群落区のメガイアワビでは，

肥満度は他の海藻群落区と有意差がなかったが，生殖

腺熟度指数，芋卵数指数， 4歳時の殻長ではガラモ群

落区の値が最も低く，アラメ群落区およびクロメ・ガ

ラモ群落区との間に有意差があった (Table2)。ただ

し，この地点では前述の通り，漁獲の影響により成長

の悪い個体が残されていた可能性が高く，漁獲の影響

の小さい地点で成長の良い個体を含めて再検討する必

要がある。

他の海域との比較

伊豆地方におけるメガイアワビの肥満度 (C/S)は，

10月には75, 11月に83であった（長谷川ら 1997)。今

回は10月下旬に調査を行い，最も高いアラメ群落区で

も72, それ以外の群落区では63~69であり，伊豆地方

の結果と比較して低い傾向にあった。一方，千葉県で

の肥満度 (CIF) はクロアワビで7.0, メガイアワビで

5.8であった（石田・田中 1983)。今回の結果ではクロ

アワビでは5.1~4.5, メガイアワビでは4.6~4.0と千葉

県の結果と比較して低い値であった。両種の CIF及

びメガイアワビの CISでは海藻群落間での有意差は

なく，海藻群落以外の要因が考えられる。クロアワビ

とメガイアワビにおける餌料の同化効率は低温で高い

ことから（菊地・浮 1974b;清本ら 2012), 生息水温

の違いによる影響が考えられる。月平均水温が20℃を

越えた期間は，千葉県で 4か月（石田・田中 1983),

伊豆地方で 5か月（川合ら 1993)であったのに対し，

今回の調査地点はいずれも 6か月であり，水温の高

い期間が長かったといえる。また，クロアワビの CIS

では海藻群落間で有意差が見られたが，平戸，壱岐，

小値賀の順に減少しており，これは地域による水温の

違いが肥満度に影響したとも考えられる。今後，水温

が肥満度に与える影響を明らかにするために，水温の

異なる海域での比較や，餌料環境を揃えた上で水温を

変えた飼育実験などが必要である。

生殖腺熟度指数を石田・田中 (1983)が1980年代に

測定した千葉県での値と比較してみると，千葉県の平

均値はクロアワビの雄が70, 雌が85, メガイアワビ雄

で60, 雌で80であった。今回の結果では，クロアワビ

の雄ではアラメ群落区とクロメ・ガラモ群落区，雌で

はクロメ・ガラモ群落区では千葉県の平均値を上回っ

ていたが，それ以外の地点では下回っていた。また，

メガイアワビの雄ではクロメ・ガラモ群落区とアラメ

群落区が千葉県の平均値を上回っていたが，雌ではい

ずれも下回っていた。千葉県における殻長と芋卵数

との関係（石田・田中 1983)から殻長120mmでの芋

卵数指数を求めると，クロアワビで1.67, メガイアワ

ビでは1.16となる。今回の結果と比較するとクロアワ

ビ，メガイアワビともにクロメ・ガラモ群落区は千葉

県の値を上回っていたが，それ以外の地点は下回って

いた。長崎県総合水産試験場漁業資源部栽培漁業科

(2006) は2001~2003年に今回のワカメ・アカモク群落

で採集したクロアワビとメガイアワビの卒卵数を計数

し，過去の千葉県の結果と比較して低いという結果を

得ており，磯焼けの影響によるものと推定している。

今回の結果においてもアラメ・カジメ類が残存する海

藻群落では千葉県の値に匹敵したのに対し，アラメ・

カジメ類が消失した海域では卒卵数が低いことから，

長崎県における藻場の構成種の変化に伴いアワビ類の

産卵量が低下したと考えられる。

海藻群落の変化がアワビに及ぼす影響

今回の結果から，現在長崎県下で進行している海藻

群落における構成種の変化はアワビ類の成長と再生産

量に大きな影響を与え， しかも，クロアワビとメガイ

アワビで受ける影響が異なり，クロアワビではワカメ

を含むコンブ目海藻など餌料価値の高い海藻からなる
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群落が， また， メガイアワビでは 1年を通じて海藻の

あるカジメ類あるいはホンダワラ類からなる群落が良

いと考えられた。藤井 (2002) は長崎県生月島で，台

風に伴い発生した磯焼けの後に見られたアワビ類の漁

獲呈減少において，減少率は「あか」（メガイアワビ

とマダカアワビを合わせた銘柄）の方がクロアワビ

よりも高かったと記述している。また， Kiyomotoet 

al. (2013) は今回の調査海域の一つである小値賀町に

おいて，単位努力鼠あたりの漁獲量と海藻群落の変化

からクロアワビはカジメ類の消滅に伴って，メガイア

ワビはカジメ類消滅後に優占したノコギリモクの消減

に伴って資源量が減少し，大型褐藻類が消失した後は

クロアワビが漁獲のほとんどを占めていることを報告

している。これら 2つの報告は， ノコギリモク群落は

メガイアワビに適しているがクロアワビには不適であ

り， ワカメ・アカモク群落のように季節的に大型褐藻

類が存在しなくなる海藻群落はメガイアワビに不適で

あるという今回の結果と一致している。これらのこと

から，現在長崎県沿岸で見られる海藻群落の質的な変

化はアワビ類の成長と再生産を悪化させる可能性が高

く，アワビ類の資源管理においては海藻群落の変化が

見られる海域では再生産量の低下も考慮に入れ，より

慎重に行う必要があるだろう。また， クロアワビとメ

ガイアワビは暖流系アワビとして一括りに考えられ，

単価や種苗の生産数で放流対象種を決める傾向がある

が，今回の結果では両種には適した藻場に違いがあ

り，増殖対象地の特徴に合った種を選択する必要があ

ると考えられる。

今回の調査地点の全てにおいて，採集を実施した

2006年以降も，カジメ類の衰退と消失（八谷ら 2014;

清本ら 2018), ホンダワラ類の消失 (Kiyomotoet al., 

2013) など，藻場の衰退が継続しており，アワビ類が

ほぽ発見できない状況となっている。今後，アワビ資

源の維持のためには藻場の造成や維持の取り組みが重

要である。

要 斎勺

藻場の変化がアワビの成長と再生産に及ぽす影評を

把捏するために，長崎県沿岸の 5タイプの海藻群落

（ノコギリモク群落，アラメ群落， クロメと複数のホ

ンダワラ類の群落，ワカメ・アカモク群落，多種のホ

ンダワラ類から構成される群落）において採集された

クロアワビとメガイアワビの， 2種の肥満度（足部湿

重量に基づく CIFと，軟休部重鼠に基づく CJS), 生

殖腺熟度指数雌の平卵数， 4歳時の殻長を比校した。

両種のメスの牛殖腺熟度指放，卒卵数，殻長と，ク

ロアワビの CISでは藻場間による有意な差が見られ，

近年の海藻群落の変化は両種の再生産と成長に影響を

与えると考えられた。また，多くの指標で，クロアワ

ビではノコギリモク群落よりもワカメ・アカモク群落

で値が高いのに対し， メガイアワビでは逆の傾向があ

ることから，培硝対象種選定には海藻群落タイプの過

いも考慮する必要がある。
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