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アマモ種子の水中での姿勢と発芽の関係

悶部真比古1，2，*.井上孝広3.森田晃央1 倉島 彰1 前川行幸1

Relationship between the Posture in Water Column and Germination of 

Zostera marina Seed 

Mahiko ABE1， 2， * ， Takahiro INOUE3， Teruwo Mo悶TA1， Akira KURASHIMA 1 

and Miyuki MAEGAWA1 

Abstract: In order to improve hypoco勿1growth and seed establishment for restorating Zostera 
marina beds， the postures of seeds on the sea bottom with regard to germination and growth 
was examined. After Z. mαrina seeds were released to water column， all of them were found to 

fall down on the bottom from the macropodous embryo side. Moreover， during germination， the 

seed coats cracked at the sides of the cotyledonary sheath and macropodous embryo， regardless 
of their postures in the sand. The postures of Z. marina seeds were thus determined from release 

to germination after they were released. It is suggested that the upper part of hypocotyl grows 

efficiently to the sediment surface by having the proper posture of seed. Thus， it is necessary to 

consider suitable posture of the seeds for germination and hypocotyl growth for the restoration of 

Z. marina beds. 
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アマモ Zosteramarina Linnaeusはアマモ科に属す

る海産顕花植物で，北半球に広く分布し， 8本では北

海道から九州南部まで生育している。アマモは沿岸域

にアマモ場と呼ばれる密な群落を形成し，沿岸生態系

にとって非常に重要な働きをしている O しかし，近年

アマモ場が急激に減少し，各地でアマモ場再生に向け

た取り組みがなされている(全国漁場環境保全対策協

議会 1997)。

アマモ場造成技術として，現存するアマモ場から栄

養株を採集し再生海域に移植する株移植法，およびア

マモの成熟期に種子を大量に回収し，種子を海底に直

接散布あるいは袋や鉄枠などの人工的な基盤を用いて

海底に固定し種子の拡散を防ぎ，発芽させる播種法が

ある(全国漁場環境保全対策協議会 1997)0前者の手

法は，比較的定着率は高いが，移植株を採集した既存

2008年10月5日受付:2009年 1月278受理.

のアマモ場を衰退させることが懸念され大規模な造成

には不向きである O 後者の手法は，省スペースで多量

に取り扱うことができ，大規模な造成に向いているが，

播種した種子の低い発芽・定着率が課題となっている。

移植株や種子の定着率を上げるために，株移植法

ではシュートの地下茎部分に粘土などを付けたり，

播種法では種子を袋に詰めたり金網に挟み込むなど人

工的な国定基盤を用い，種子の拡散を防ぐことによっ

て成果をあげている(JII崎ら 1988a，b;全国漁場環境

保全対策協議会 1997;森口ら 2006)0 しかし，播種法

では基盤内で多量の覆子が発芽しているにもかかわ

らず，基盤上に出芽する種子は非常に少ない(JII崎ら

1988a， b;森口ら 2006)。したがって，種子の発芽・

定着率を上げるとともに，基盤上への出芽率を高める

必要がある。
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川崎ら (1988a，b) によると基盤上への出芽率の

低さは，基盤内での発芽種子の上匹軸がねじれてし

まうためとされている O 陸上植物種子においては底賞

への着底姿勢や脹軸から発達する匪軸毛が発芽・定着

やその後の生長という一連の発芽過程に大きく影響す

ると報告されている (Moritaet al. 1995，松尾・芝山

1997， Matsuo and Shibayama 1998， 2000)。これまで

実施されてきた基盤を用いた播種法は，アマモ種子の

姿勢を考慮せずに行われてきたため，正常な発芽過程

を経ることができず，上~f軸がねじれ，基盤上への出

芽率が低下したと考えられる。アマモ種子で、は，解剖

学的研究により発芽から実生までの発達過程や内部構

造は研究され，発芽特に肥大医軸から細毛を発達させ

ることは知られている (Taylor1957b;野沢 1970)が，

種子の着底時の姿勢が発芽や生長にどのように影響す

るのか研究されていない。アマモ種子が生殖株から放

出された後から定着までの姿勢や発芽過程を把握でき

れば，人工的な基盤を用いた現行の物理的な定着手法

と組み合わせることによって 発芽・出芽・定着率の

高い新たな造成技術の開発が望める O 本研究では播種

法による出芽・定着率を向上させるための基礎知見と

して，種子の放出後から着底および出芽までの姿勢に

着目し，実験を行った。

なお，アマモ種子が発芽後の第一葉展開時に肥大匹

軸から発達させる細毛は名称が定まっていないため，

Morita et al. (1995) および Matsuoand Shibayama 

(1998) より陸上植物麓子の臨軸毛に相当するとした。

1250E 1300E 1350E 1400E 

材料と方法

本研究で使用したアマモ種子は，三重県志摩市阿児

町英虞湾立神浦 (Fig.1) に生育するアマモの生殖株

から得た。アマモの生殖株を2005年5月27日に採集し

てネットに入れ，現地海域に吊るして2005年7月初日

まで海中で追熟させ，種子を放出させた。種子は川

ら (1988b) に従い，飽和食塩水 (Salini勿 25~28%)

を用いた比重選別を行い，優良種子を約 1万粒回収し

た。回収した種子は滅菌海水で満たした500ml容器

に入れ，実験に用いるまでOOcで保存した。保存期間中，

1週間に 1回の換水を行った。

Fig.2には，アマモ種子の縦断切片写真 (a)，その

概略図 (b)および発芽時に発達する脹軸毛の概観 (c)

を示した。主な部位の名称は Taylor(1957a， b) お

よび野沢(1970) に基づく。

種子の放出から着底までの落下姿勢

100 mlメスシリンダーに海水を満たし，麓子50粒

を水面からランダムな姿勢で落下させ，落下中および

メスシリンダーの底部への着底時の姿勢を目視観察し

た。アマモ種子は上肢軸部分が種皮表面から判断でき

るため，上匹軸側の種皮にマーカーで線を引き，落下

中および着底姿勢の目印とした。種子の姿勢は，マー

カ一部分が「水面側(上距軸を上向きにして落下)J， 

「底部側(上粧軸を下向きにして落下)Jおよび「姿勢
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Fig. 1. Maps showing the sampling sites of Zostera marina seeds and seedlings. 
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に関係なくランダムに落下」の 3段階に区別し，落下

中および着底時の姿勢を記録した。

種皮の裂開位置

500 ml 角型容器に滅菌した砂 (0.106~2.000 mm) 

を 2cm の厚さに入れ，アマモ種子50粒を深さ1.0~

1.5cmにランダムな砂中姿勢で埋め，水温15
0

C，光

強度50μmolphotons / m2 
/ s，明暗周期12hL: 12 hD 

の条件下で静置培養した。容器は4つ設置した。種子

は播種後2-3週間で発芽・出芽し，底質上に上粧軸
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Fig. 2. Photographs and an illustration of a medial lon-

gitudinal section of a mature seed (a， b) and hypocotyl 

hair developing from the macropodous embryo (b， c) of 
Zostera marina. 

Fig. 3. Photograph after Zostera mar初aseeds which were 

marked on the side of the upper part of hypocotyl and 

which fell down on the bottom. Arrows indicate marked 

lines on the seed coat. 
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が確認された。発芽した種子を底質から叡り上げ，種

皮の裂開位置を記録した。また， 2005年11月14日およ

び15日に三重県志摩市英虞湾立神浦および鳥羽市伊勢

湾二見浦の両天然海域 (Fig.1)から種子の付着した

実生90個体を採集し，天然発芽実生における種皮の裂

開位置を記録した。本研究では，種皮が裂関した時点

を発芽とし，上距軸が底質表面で確認できた時点を出

芽とした。

結果

種子の放出から着jままでの落下姿勢

アマモ種子は，静置した海水中にどのような向きで

落下させても，投入後すぐにマーカ一部分が水面側つ

まり上目玉軸を上向きとする姿勢となった。また，着底

時についても上肢軸側が上向きとなった (Fig.3) 0 こ

れらのことから，アマモ種子には放出後から着底まで

決まった姿勢が存在することが明らかとなった。

種皮の裂開位置

Fig.4に室内培養での発芽実生および天然海域での

発芽実生における種皮の裂開位置とその割合を示し

た。室内培養での発芽実生100個体において，種子内

部構造の子葉鞘(幼芽鞘)側かっ肥大陸軸側の種皮が

90%と高い割合で裂関していた。また，砂中姿勢に関

わらず，ほほ同じ位置が裂開していた (Fig.5)。天然

海域で採集した発芽実生においても子葉鞘側かつ肥大

距軸側の種皮が86%の割合で袈聞していた。残りの発

芽実生の種皮の裂開位置は，子葉鞘側ではあったが，

種子の横部分にまでずれていた。これらのことから発

芽時の種皮の裂開位置はほぼ決まっていることが明ら

かとなった。

ξ三九

90ちも 86% 

Fig. 4. Percentage of Zostera marina seed coats cracked 

in vitro and in vivo. The seed coats cracked at the point 

indicated by the arrow. 
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考察

アマモ種子に関しては，形態学・解剖学的研究や，

発芽条件および発芽率を高める研究などが行われきた

(Taylor 1957a， b;野沢 1970;小河 1974;川崎ら 1988b;

山木ら 2006)。陸上植物種子では着底姿勢や粧軸毛の

発達が底質への固着力に大きく関与し，その後の定着

や生長に影響することが報告されている(森田 1990;

Matsuo and Shibayama 2006) 0これまでのアマモ場造

成では，アマモ種子の姿勢や距軸毛の発達が発芽や定

着に与える影響については着目されてこなかった。

本研究において，アマモ種子の姿勢に着目し，種子

が放出後から着底まで上目玉軸を上向きにした姿勢をと

ること，発芽時に撞皮の子葉鞘側かつ肥大脹軸側が裂

開することが明らかとなった。種子の落下姿勢は，種

子の内部構造を考慮すると，肥大匹軸と上伍軸の細抱

密度あるいは貯蔵物質の違いによる比重差など物理的

な要因が考えられる O 本研究では，アマモ種子の埋没

過程における姿勢は明らかにできなかったが，砂田変

動と比重の関係で埋没していくことが報告されている

(高場 1985) ことから，埋没時も海中落下時と同様に

種子は上目玉軸を上方つまり肥大恒輔側を下方にする

姿勢であると考えられる。アマモ種子が姿勢に関係な

く底質に埋没した場合，種皮裂間後に伸長する上月五軸

は，底質上へ向かつて底質内で様々な方向に屈曲しな

くてはならない (Fig.5)0本研究においてランダムな

土中姿勢で種子を埋めた場合 臨軸の伸長によって種

子そのものが底質上に持ち上げられたり，上距軸の中

腹部分から底質上へ出芽する実生も観察された。これ

らは上目玉軸の上方向への屈曲あるいは伸長が妨げられ

たことが原因と考えられ，アマモ場造成時の出芽率の

低下要因となりうる(J11崎ら 1988a，b)oまた，陸上植

物の種子では，適正な姿勢で着嵐しなかった場合，底

質への圏着力が弱まり，正常な生長が妨げられる(森

田 1990)。アマモ種子の場合でも，着低姿勢が肥大匹

軸から発達する距軸毛の生長や底質への間着に影響し

ていることも考えられる。

種子の姿勢と種皮裂間後の上粧軸の伸長を発芽エネ

ルギーの観点から考えると 放出から着底または埋没

までに種子が決まった姿勢を持つことによって，発芽

後の上脹軸の伸長は底質内での余分な屈曲がなく，最

短距離で底質上へ出芽することができる。種子は葉の

展開後，光合成による独立栄養になるまで種子内部の

貯蔵エネルギーのみで伸長する(太田 1987)。発芽時

に余分なエネルギーを消費することは定着に必要な組

織の発達を妨げ，出芽・定着率を低下させる一因とな

る。アマモ種子は放出から埋没までの姿勢と種皮裂開

位置の固定によって発芽および上距軸の伸長を効率良

く行っていると考えられた。

本研究では，アマモ種子が放出から着底までに決

まった姿勢が存在し，発芽時には種皮裂開位置が決

まっていることが明らかとなった。種子の姿勢と種皮

裂開位置の国定は発芽後に底買上までの上佐軸の伸長

を最短にし，効率的な発芽・出芽を可能にしていると

考えられた。これらの結果から，播種法によって効率

的にアマモ場を造成するためには，種子を定着基盤内

に自然落下させたり，種子を挟み込んだ基盤そのもの

を海水中で一定時間揺動させるように改良するなど，

種子の発芽や出芽に好適な姿勢に近づけるように考慮

する必要があると考えられる。

Fig. 5. Photographs showing the cracking of the seed 

coats with the seeds in different postures in the sand. 
Upper one shows the seed coat that was cracked at the 
macropodous embryo side. Lower one shows the seed 
coats that were cracked at the same side regardless of the 
different postures in the sand. 
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要 主力

アマモ場再生に向けて種子の出芽・定着率を向上さ

せるために，アマモの発芽や生長に関係する種子の姿

勢を調べた。アマモ種子は放出後から着底までに上肢

軸を上方向にして落下した。また，発芽時において，

種皮は種子内部構造の子葉鞘側かつ把大匪軸側が裂開

し，上目玉軸を伸長させた。種皮の裂開位置は種子の土

中姿勢に関わらずほほ一定であった。したがって，自

然に生殖株から落下したアマモ種子は放出後から発芽

までに決まった姿勢を持っていることが明らかとなっ

た。

以上のことから，アマモ種子は決まった姿勢を持つ

ことにより底質上への上匹軸の伸長を最短にし，効率

的な出芽を行っていることが示l唆された。播種j去によ

るアマモ場造成を行う際には，種子の発芽や出芽に好

適な姿勢を考慮する必要があると考えられる。
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