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Sargassum -bed destribution along the coast of Kushima-city 

宮崎県南部串間市沿岸のホンダワラ藻場の変遷

荒武久道・清水博・渡辺耕平 I ・吉田吾郎 2

1 :酋日本オーシャンリサーチ・ 2:瀬戸内海区水産研究所

Long-term change in Sargassum-bed distribution along the coast of 

Kushima-cityラ southempart of Miyazaki Prefectureラ Japan

要約

2005 ~ 2006年にかけて，串間市沿岸のホンダワラ藻場の分布状況を調査し， 1976年と， 2000年にそれぞれ

行われた調査結果と比較することで，藻場の変遷について検討した。

2006年における串間市沿岸の藻場の合計面積は 29.56haであり， 1976年の 262.26haと比較して大きく減少し

ていた。串間市沿岸において 1976年記載されていた 13ケ所と，その後新たに確認された 2ヶ所の藻場について，

総合的な拡大，衰退傾向を検討した結果 4ケ所で拡大または良好な状態での維持傾向にあると考えられたが，

いずれも 1976年時点における而積 10ha米満の小規模な藻場であり， lOha以上の規模を持っていた 7つの藻場

はいずれも 2000年以前に大きな面積縮小か消失が起こっていた。これらのことから，串関市沿岸全域で判断し

た場合，藻場は衰退傾向にあると考えられた。

2005 ~ 2006年の調査で，$関市沿岸において生育が確認されたホンダワラ類は， 16種であり， 1976年の記

録の 6種(推定)， 2000年の記録の 10種より多かった。本研究では，串関市沿岸の深場を構成するホンダワラ

類の種数が増加したと結論づけることはできなかったが，構成比が変化している可能性が示唆された。

宮崎県串関市沿岸には，かつて広大なホンダ、ワラ

藻揚があったりが近年減少傾向にあるとされる O 串

間市沿岸全域にわたる縫場分布状況を知る資料とし

て最も新しいのは， 2000 fJ三 1月に行われた調査 2)で，

それ以降では，一部のi也先に関する断片的な情報 3)

があるだけである。そこで ，，1ヨ関市沿岸のホンダワ

ラ藻場の現状を把握し，藻場の変遷を検討するため，

過去に記載された藻場 1，2) を中心に調査を行った。

方法

2005年 4月から 2006年 II月にかけて，串間市沿

俸のほぼ全域において，特に 1976年の調査l)及び，

2000年の調査 2) で藻場の分布が報告されている場所

(表 1，関1)を中心に藻場分布状況を調査した。ス

ノーケリングまたは SCUBA潜水により，ホンダワ

ラ類の着生状況を観察するとともに，藻場の分布範

囲を，地先ごとに任意に縮尺した地形図上に，でき

る限り正確に記録するとともに，藻場の構成種と，

藻場の成立に影響を与える可能性のある動物種を記

録した。現場での同定が国難な種については，種ご

とに数個体ずつ採集し，持ち帰ってできる[絞りの同

定を行い，後に再検証できるように，押し葉襟本を

作製し，保存した。藻場の面積は，現場で記録した

地形図上の藻場の輪郭をコンピューターに入力し，

而積計算ソフトを用いて算出した。

1976年の調査結果の藻場調査一覧表」及び「藻

月ミ訪 凶よC 出 06ア7/4 
幸島 国3 2006/ 7/ 4 
大納 図41 2006/ 7/ 3 
小崎 図411 2006/ 7/ 3 
'8之浦港周辺港内南倶IJ 図4班 2006/12/ 7 

港内北側j 図4llI 2006/ 8/ 3 
港外 回4阻 2005/ 7/14 

j中の瀬周辺 図51 2005/ 7/14 
都井111甲東岸 国511 2005/ 7/14 
都井出甲西岸 国5皿 2006/ 6/21 
立宇津 間61 2006/ 6/21 
男三井東岸 図61 2005/ 6/14 
黒井西岸 閣611 2005/ 6/14 
11碕回 永田崎周辺 図7I 2005/ 5/12 

崎田港外 関7I 2006/ 5/18 
一良崎東岸 図711 2006/ 5/18 
一泉崎西岸 図7llI 2005/ 5/11 
重宝垂島 間8 2006/ 5/18 
高松 図9 2006/ 7/ 5 
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場・干潟分布図j には， -!Il崎東側の藻場は記載さ

れ て い な いが潜水による目視記録Jの潜水観察概

況には転石のよ部においてネジモクが総生してい

る。ネジモクは距岸 50m，距離 500~ 600mの範囲

に見られた。」と記載されていることから，当地先に

はネジモク藻場が約 3haあったと判断した。

1976年の日間交結果。に記載されているホンダワラ

類の種名については，ホンダワラ Sargassumfulvellum 

ト
ト
丁

(Tumer) C.Agardh 1820 ヨレモクS. siliquastrum 

(Tumer) C. Agardh 1820，のように，現在本県沿岸

での分布が認められない(荒武未公表データ)もの

や，種名までの同定に至っていないもの(ホンダワ

ラ sp.) が含まれるが 1 藻場の分布状況と面積の

増減の項では，記載されているままの種名を引用し，

2 ホンダワラ穫の変化の項において，当時の状況

に精通する漁業者から開き取り得た情報や，文献か
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串鶴市

大納

立宇津~黒井東岸
都井出平i1!i岸 5 km 

間1 串間市沿岸における藻場競査実施憧所

表2 串間市沿岸の藻場而積の変化と拡大・衰退傾向の判定

地先名称 地形閲 a : 1976年1) b : 2000年2)
c : 2005 拡大・;設退傾向の判定

~2006年 a~b b~c a~c 総合

築島 1~2 2.48 0.03ネ l × × × 2000年以前に消失

主主島 図3 1.68 6.17 2.03 O v + 衰退

大納 国41 *2 6.20 1.73 / 土 0*3 級料y.*3

ノH碕 図4II 20.85 2.70 1.13 v v v 衰退

宮之浦港周辺 図4IIl 12.47 5.50 5.31 マ 士 マ 低{立で維持

沖の瀬周辺 図51 24.88 0.25 0.50 可す 土 v 低伎で維持

都知ijql東洋 I玄15II 3.8.17 0.18 0.25 可F 土 可F 低位で維持

都井，ijfjl西岸 図5IIl 86.53 4.69 7‘42 
"" 

± 可F 低位で維持

立宇津~黒井東岸 図61 21.64 7.40 0.01 *1 v × × 2000~2005年に消失

黒井西岸 図6II 1.64 1.00 O v × × 2000~2005年に消失

永田1崎~p時間 関7I 45.87 0.13 0.47 v O v 衰退後回復

-!Il崎東岸 回7II 3.00*4 5.50 6.38 O O O 維持

一塁崎西岸 図7盟 1.82 2.50 1.93 O v 土 衰退

撃ままま島 図8 0.53 O O 拡大

高松 図9 1.23 0.77 1.88 v O 土 拡大

合計 262.26 47.33 *5 29.56*6 "" "" "" 衰退
iヲ/6牛， 20りり牛結来中U) 1-Jは燥湯閥横U)記載か熱いもの， t関紙U)判;疋U) IUJ は i砿大傾向J，土」は i維

持傾向J， r"" Jは f衰退傾向J， r X Jは「消失J， r /Jは「判定保留j をそれぞれ示す。

* 1 :本研究においては，藻場と見なさなかった。 *2: r潜水による問視記録」にホンダワラsp.の生青が記載され

ているが藻場調査一覧表」及び f藻場・干潟分布図」には記載されていない。記載漏れの可能性がある。*

3 : 2005~2006年における調査が不十分な大納港外北東側海岸沿いを除外して判定。 *4: r務場調査一覧表」及び

f藻場・干潟分布図j には記載されていないが潜水による目視記録」の記述 fネジモクは距岸50m，距離500~
600mの範圏に見られた。 Jから推定。 *5七ッ岩周辺と本城)11河口の藻場面積は含めない。 *6:本研究で藻場と見

なさなかった築島、立宇津~黒井東岸を除外して算出n

つ」
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ら得た分布に関する情報により，可能な限り種名の

再検討を試みた。

2000年の調査結果 2)に記載されているホンダワラ

類の種名を再検討した結果，キレパモクと記載され

ているものはツクシモクS.assimile Harvey 1859， フ

クレミモクと記載されているものはキレパモク S

alternatoアinnatumYamada 1942であることが暁らか

となったので，本報で引用する際には修正した種名

とした。

ままであり，本研究においては藻場と見なさなかっ

た(図 2c，表 2，3)。当地先では，ムラサキウニ等

のウニ類は岩礁の割れ目の内部や窪みの中にのみ低

密度で見られた。ブダイ，メジナ，ニザダイ等の植

食性魚類は全域において多く観察された。

当地先には， 1976年には島の北西側から北東側に

かけて約 2.48haのホンダワラ sp.とフタエモクの藻

場があったとされる 1) (図 2a，表 3) が， 2000年の

調査結果では藻場の記載は無い 2) (図 2b，表 3)。す

なわち， 1976年から 2000年の聞に当地先の藻;場は

消失し， 2000年以降も回復していないと考えられる

(表 2)。

結果及び考察

1 藻場の分布状況と商積の増減

築島:築島の北東側から東側の，水面直下から 5m

以深まで落ち込む急な傾斜を持つ岩礁の水深 0.5~ 

1mの範囲にタマナシモク幼体のパッチの不連続な分

布とフタエモクの点在を，合計面積約 0.03ha認めた

が，パッチはし、ずれもごく小さく，タマナシモクの

繁茂期にあたるにもかかわらず全ての個体は幼体の

b:2000年2)

表3 築島地先において生育を確認したホンダワラ類

a: 1976年1) b : 2000年2) C : 2006年

ホンダワラsp ー タマナシモク
フタエモク フタエモク

西暦は現地調査を行った年をま交す。 2006年におけるホンダワフ
類は，おおむね優先順位の高い順に記載した。

c:2006年

*藻場の記載なし ~ 

*藻場とは見なさない
a ・;?

o 100 500m 0 0 。. 0 0 

t 
。 。 。

函2 築島の藻場分布模式図

a: 1976年1) メ時・h b:2000年2) .-/'¥ c:2006年

き普島

o 100 500m 

図3 幸島の藻場分布模式図

qJ} 
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幸島:来島の北東側では，水面直下から水深約 5m

まで落ち込む急な傾斜の岩礁の水深 0.5~ 1mの範囲

に，フタエモクの小規模なパッチが混在するタマナ

シモクの細し、帯状の藻場が認められた(悶 3c，表 4)。

烏の東側lから南側では，水面直下から水深約 8mま

で務ち込む急、な傾斜の岩礁の水深 0.5~ 1mまでの範

囲にタマナシモクの来日し、帯状の藻場が認められ，水

深 6~ 8mに数 m 間摘で点在する直径 1m以上の岩

の上部にはタマナシモクの濃密な小群落が多数，形

成されていた(国 3c，表 4)。このタマナシモクの

小群落は，互いに近接して形成されており，浅所の

細い幣状の藻場とも近接していることから，これら

全てが分布する範囲を藻場分布範囲と見なした。当

地先の 2006i:j三の藻場面積は，約 2.03haであった

(表 2)。当地先では，ムラサキウニ等のウニ類は浅

所では岩盤の割れ白内部や諜みの中でのみ低密度で

認められたが，水深 3m以深の転石帯では転石の開

離に比較的高密度で生息していた。多くのブダイ，

メジナ，ニザ、ダ、イ等の植食性魚類が観察された。

当地先には， 1976年にはj誌の北東側に約 1.68hal
)

(図 3a，表 4)，2000年には約 6.17ha2
)の藻場があっ

たとされている(図 3b，表 4)0 1976年の調査時に

烏の東側から南側の，深所の藻場を見落としている

可能性もあるが， ~築場区西積の数値上は， 1976年から

2000年の間に約 4.49ha増加しており，この間は拡大

傾向にあったと考えられる(表 2)02000年から 2006

年の聞には島の東側中央付近での衰退が認められ，

面積は約 4.l4ha減少していることから，当地先の藻

場は 2000年以降は衰退傾向にあると考えられた(関

3b， c，表 2)。

き受4 主幹島地先において生育を確認したホンダワラ類

ι且主主ど
ホンダワラsp‘

L辺郎記:
タマナシモク

c: 2006年
タマナシモク
フタヱモク

商暦は現地調査を行った年をき受す。 2006年におけるホンダワフ
類は，おおむね優先順伎の高い順に記載した。

吉間吾郎

大納:大納港の北東側では，なだらかに深くなる

転石帯が広がり，水深 1~ 8mの範囲では点在する

度径 1m以上の岩の上面にタマナシモクが濃密な群

落を多数形成しており(図 4c 1，表 5)，これらの

群溶は互いに近接して形成されていることから，群

落が分布する範囲全てを藻場と見なした。大納港外

側の岩礁には，水深 1~ 2mの範囲でタマナシモク

が小規模なパッチを形成していた(図 4c1，表 5)。

大納港内では，水深 1~ 2mの岩礁上にタマナシモ

ク，フタエモク，ツクシモク等が混生群落を形成し

ており，水深 1~ 3mの砂泥底の転石上にはツクシ

モク，キレパモク，シマウラモク等が点在していた

(国 4c 1，表 5)。当地先の大納港内外の群務とパ

ッチを含めた 2006年の藻場面積は，約l.73haであ

った(表 2)。当地先では，大納港内や，港外の岩礁

の浅所ではウニ類の生息、はほとんど認、められなかっ

たが，水深 3m以深の転石帯では，転石間隙に比較

的高密度でムラサキウニを主体とするウニ類の生息、

が認められた。植食性魚類はほとんど観察されなか

った。

1976 i:j三の結果の，大納港北東側jの海岸沿いで行わ

れた「潜水による目視記鯨」には距岸 10~ 90mに

ホンダワラ sp.の分布が示されているが藻場調査

一覧表」及び f藻場・千潟分布図j には藻場は記載

されておらず 1) (留 4a1 ，表 5)，藻場の分布状況及

び面積が不明であるので，本研究においては 1976~ 

2000年の藻場面積の増減については判定を保留した

(表 2)02000年には大納港の北東側の 2ヶ所に合計

約 6.20haのタマナシモクの藻場があったとされてお

りへ今回の調査結果の約l.73haとの数値比較では

減少傾向を示すように見える(図 4b1，表 2，5) 0 

しかし，今回の調査では，大納港北東側の海岸沿い

の調査が不十分であり，そこでの藻場の存在を否定

できないことと，大納港外の藻場の分布状況が 2000

年と今闘の調査結果ではほぼ間程度である(図 4b1， 

年nりハUnu 
今ム事。年fo 

吋
/

ハ
吋
ノ

表5 大約i也先において生育を確認したホンダワラ類

c : 2006年

大納港内 港外的

タマナシモク タマナシモク

フタエモク

ツクシモク

キレパモク

シマウラモク

不明穏

西暦は現地誠査を行った年を表す。 2006年におけるホンダワラ類は，おおむね優先
順位の高い傾に記載した。*l:f藻場・干潟分布図J(こは藻場として示されていない
が潜水による目視記録J(こは，ホンダワラsp.が記載されている。 *2・大納港外北東
側海岸~七ッ岩周辺までの調査が不十分であり，再検討を要す。

ホンダワラspeu タマナシモク

-4-
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a: 1976年1) b:2000年2)

E 

。、

盟

c : 2005~2006年

*小群落が点在

立
-・-.
.. II 

500m 

e e 
。、

図4大納~宮之滞港周辺の漂場分布模式図

4c 1) ことから，当地先の濠場は，維持傾向にある

と考えられた(表 2)0

小崎:点在する瀬礁の挺面の水深 1~ 2mの範囲

にタマナシモクが濃密な群薄を多数形成していた

(図 4cII，表 6)。これらの群落潤は近接している

ことから，群落が分布する範聞を藻場分布範囲と見

なした。藻場面積は約1.13haであった(表 2)。当地

先では，浅所ではウニ類はほとんど認められなかっ

たが，水深 2m以深では，岩上にもムラサキウニを

主体としたウニ類が高密度で生息していた。ブダイ，

メジナ，イスズミの植食性魚類が多く認められた。

1976年には小崎の北側から南側に至る範囲に，ホ

ンダワラ spの約 20.85haの藻場があったとされる 1)

(図 4aII，表 2，6) が， 2000年には小i崎の東側の

約 2.70haにまで減少しているわ(図 4bII，表 2)。

これらのことから，当地先においては， 1976年以降，

藻場は衰退傾向にあると考えられる(表 2)。

表6 ノj、崎地先において生育を確認したホンダワラ類

a : 1976年1) b : 2000年2) C : 2006年

ホンダワラsp タマナシモク タマナシモク

西暦は現地調査を行った年を表す。

宮之浦港周辺.宮之浦港外の南東側の水深 2~

10mの宕礁上，及び，南叙IJに点在する瀬礁壁面と岩

礁上の水深 2~ 5mの範囲にはタマナシモクの濃密

な藻揚が，面積は約 5.31haで形成されていた(図 4c

m，表 2，7)。宮之浦港外の南東側の岩礁では，浅

所にのみムラサキウニ，クロウニ等のウニ類が，岩

礁の割れ目や窪みの内部に低密度で認められた。南

側に点在する瀬礁周辺では，水深 1m以深で，岩上

や転石上にまでウニ類が高密度で認められた。植食

性魚類は当地先全域において少なく，官之浦港防波

堤周辺でメジナをわずかに認めただけであった。

1976年には宮之浦港外の南東側から南側にかけて

に約 12.47haのホンダワラ spの務場があったとされ

る 1) (図 4am，表 2，7)0 2000年には，宮之浦港内

北側海岸沿いに務場の分布が認められたが，港外の

藻場との合計面積は約 5.50ha(図 4bm，表 2) とな

り， 1976 ~ 2000年の間は哀ー退傾向にあったと考え

られる(表 2)0今聞の調査では，宮之浦港北側海岸

沿いには，不明ホンダワラ種の幼体がごくわずかに

点在するのみ(表 7) で，この場所の藻場は 2000年

以降消失したと考えられるが，官之浦港外の五車場は

表7 宮之浦港周辺において生育を確認したホンダワラ類

a : 1976年1)

ホンダワラsp

b : 2000年訂

宮之浦港内 港外

c: 2005年

官之浦港内 議外

ヤツマタモク

ツクシモク

タマナシモク

タマナシモク

西暦は現地調査を行った年を表す。

タマナシモク

2不明種

タマナシモク

広，〉
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拡大しており(図 4cill)，宮之浦港周辺の藻場面積

の合計では 2000年とほぼ同等で、あった(表 2)。す

なわち， 2000年以降，部分的には拡大傾向と衰退傾

向の両方が認められるが，宮之浦港周辺全域で判定

した場合，低い水準で維持されている傾向にあると

考えられる(表 2)0

j中ノ瀬周辺:沖ノ瀬周辺の，瀬礁の壁面や岩礁上

の水深 1~ 5mの範囲に濃密なタマナシモク藻場が

形成されていた(鴎 5c 1，表 8)。タマナシモク藻

場の分布範囲は，沖ノ潮の北西側で、は水深 1~ 2m， 

南東側で、は水深 1~ 5mであり南東側の方が広く，

この傾向は水平分布においても認められた(図 5c

I)。沖ノ瀬の 2005年の藻場面積は約 0.50haと推定

された(表 2)。沖ノ瀬の瀬礁壁面や南東側では，ウ

ニ類は，岩礁の割れ潤や窪みの内部にのみ，比較的

低密度で認められたが，北西側の水深 1m以深では，

転石の上部や陪隙にムラサキウニを主体とするウニ

類が高密度で生息していた。植食性魚類はほとんど

認められなかった。

1976年には，沖ノ瀬周辺から都井liJ甲東側の海岸に

至るまでの広い範囲に，沖出し巾約 500m，面積約

24.88haのホンダワラ藻揚が形成されていたり(図 5a

1 ，表 2，8)が， 2000年には，神ノ瀬周辺の約 0.25ha

が残されるのみで 2) (図 5b1，表 2)，大規模に衰退

していた。 2000年の結果と今回の結果では分布範囲，

藻場面積ともにほぼ同等であり，当地先の藻場は低

い水準で維持されていると考えられた(表 2)0

表8 沖ノi額周辺において生育を確認したホンダワラ類

都井岬東岸:都井岬東岸の水深 1~ 2mの範囲の

顕礁壁面や岩礁上にタマナシモクの小規模なパッチ

が多数認められた(図 5cII，表 9)0 これらのパッ

チは互いに隣接して形成されていることから，パッ

チが分布する範囲を藻場分布範囲と見なした。当地

先の 2005年の藻場面積は約 0.25haであった (表

2)。当地先ではウニ類は浅所では岩礁の割れ目や窪

みの内部にのみ低密度で認められたが，水深 2m以

深の転石帯では転石の間際にムラサキウニを主体と

するウニ類が高密度で生息していた。ブダイ，メジ

ナ，イスズミ，ニザダイ等の植食性魚類を多種，多

数認め，タマナシモク群落の一部に観察された一様

に藻体が短くなっている現象は，魚類による採食が

原因と考えられた。

1976年には，当地先には沖出し巾約 500m，面積

約 38.17haのホンダワラ sp.の広大な藻場があったと

される 1) (閣 5aII，表 2，9) が， 2000年には，沖

仮!Jの衰退により，分布は細い帯状になり，面積は約

0.18haにまで大きく減少していた(図 5bII ，表 2)0

2000年の結果と今回の結果では分布範囲，藻場面積

ともにほぼ問等であることから，当地先の藻場は低

い水準で維持されていると考えられた(表 2)。

差是9 都労二例東岸において生育を確認したホンダワラ類

a: 1976年1) b : 2000年2) c : 2005年

ホンダワラsp. タマナシモク タマナシモク
西暦は現地調王室を行った年を表す。

都井岬西岸:都井Ul甲西岸の 5ヶ所で，水深 1~ 5m 

a: 1976年1) b : 2000年2) c : 2005年 の範囲の瀬礁壁面や岩礁上にタマナシモクが濃密に

ホンダワラ タマナシモク タマナシモク 生育する藻場が形成されていた(盟 5cill，表 10)。
西暦は現地調ままを行った年を表す。

a:1976年1)

宮之浦港/.，

これらの合計面積は，約 7.42haであった(表 2)。当

b:2000年2) c: 2005-2006年

宮之浦港cV，' 宮之浦港

E 証

園5沖ノ瀬周辺~都井岬西岸の藻場分布模式図

宮之浦港題辺の薫場分布は省略した。

-6-

耳



宮崎水試研報ヲ第11号，1-13，平成 19年

Bull. Miy翻kiPrefFどおE'<p.S1n，No.ll， 1-13， 2∞7 

Sargassum -bed destribution along the coast of KushimかClty

地先の浅所ではウニ類は表礁の割れ目や窪みの内部

にのみ低密度で認められたが，水深 2m以深の転石

帯では転石の間隙にムラサキウニを主体とするウニ

類が高密度で生息していた。ブダイ，メジナ，イス

ズミ，ニザダイ等の植食性魚類を多種，多数認めた。

1976年には，当地先には沖出し巾 500m以上，約

86.53haのホンダワラ spの正大な藻場があったとさ

れる 1) (図 5aIII，表 2，表 10) が， 2000年には沖側

が著しく衰退し，不連続な分布となり，面積も約

4.69haにまで大きく衰退していた 2) (図 5bIII，表 2)。

2000年の結果と今回の結果では，面積の者干の増大

が認められたものの，明らかな分布の広がりは認め

黒井
a:1976年1)

宜

井黒

b:2000年2)

e
A
V
 ，

 
，
 

'
 E 

井黒

0:2005-

2006年

e
a
v
 ，

 
，
 '
 E 

られないことから，当地先の藻は低い水準で維持さ

れていると考えられた(表 2)。

表10 都井岬商岸において生育を確認したホンダワラ類

a: 1976年1) b : 2000年2) C : 2006年

ホンダワラsp. タマナシモク タマナシモク
西暦は現地調査を行った年を表す。

立宇津~黛井東岸・立宇津港内の紡波堤岸践にタ

マナシモクが小規模な群落を形成していたが，面積

が約 O.Olhaとごく小規模であることから，本研究で

は藻場と見なさなかった(図 6c1，表 2，表 11)。

立宇津から黒井東岸にかけての範囲ではムラサキウ

立宇津

立宇津

立宇津

*藻場とは見なさない

I 

5OOm 

図6 立宇津~黒井西岸の藻場分布模式国

立宇津~黒井東岸において生育を確認したホンダワラ類

b: 2000年2)

立宇津港外東側 立宇津港外南西側

トゲモク タマナシモク

トゲモク

ツクシモク

表11

a : 1976年I)

ヤツマタモク

黒井東岸

トゲモク

毛久保

毛久保

毛久保

c : 2006年

立宇津港内

タマナシモク

西暦は現地調査を行った年を表す。

7 
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ニを主体とするウニ類が高密度で生息する磯焼け状

態であり，立宇津港内以外の観察を行った範閤では

ホンダワラ類の着生は全く確認できなかった(図 6c

1 )。植食性魚類については立宇津港防波堤周辺でメ

ジナを多数認めた。

1976年には，立宇津;から黒井東岸にいたる広い範

田に，面積約 21.64haのヤツマタモクの藻場が形成

されていたとされるがJ) (国向上表 2，11)， 2000 

年には立宇津港東側G;ぢ波堤の外側のトゲモクが点在

する小規模な群落と，立宇津港外の南西侭!J2ヶ所の

タマナシモク， トゲモク ツクシモクが疎生する小

規模な藻場に分断され，合計約 7.40haにまで衰退し

ていた 2) (図的 1，表 2，11)。すなわち，当地先に

おいては， 1976年以降，藻場は減少傾向にあり， 2005 

年までに消失したと考えられた(表 2)。

黒井酋岸 2005 f!三に行った観察では，黒井西岸の

水深 1~ 5mの範llJjの海底は岩確や岩からなり，観

察を行った全ての範囲でムラサキウニを主体とする

ウニ類が高密度で生息する磯焼け状態にあり，ホン

ダワラ類の者生は全く認められなかった(閤 6an， 

表 2，12) 0 1f1i:食性魚類はほとんど認められなかっ

1976年には，黒井西岸の湾口付ー近に，約1.64haの

ホンダワラ spの藻揚があったとされるが 1) (図 6a

n，表 2，12)， 2000年には湾奥の黒井港外の南西側

に，約1.00haのタマナシモク藻場が形成されるのみ

にまで衰退していた 2) (図 6bn，表 2，12)。すなわ

ち，当地先の藻場は， 1976年以降衰退し， 2000年か

ら2005年までの開に消失したと考えられた(表 2)。

表12 黒井西岸において生育を確認したホンダワラ類

a: 1976年 J) b : 2000年2) C : 2005年

ホンダワラsp. タマナシモク 生育を認めず

磁腐は現地調査を行った年を表す。

永田崎~崎毘:永凶u碕では瀬礁の南側壁面の水深

1 ~ 2mの範囲にのみ，タマナシモクが複数の小規模

な群溶を，合計面積約 0.02haで形成していた(図 7c

1 ，表 13)。ムラサキウニを主体とするウニ類は，

浅所の岩礁域では害IJれ悶や窪みの内部にのみ低密度

で観察されたが，水深 2m以深の転石常では転石の

間隙や上部に高密度で認められた。詩書A<.観察"p，植

食性魚類はほとんど観察されなかったが，タマナシ

モク群落の一部では藻体が…様に短くなっており，

植食性魚類によって採食されたものと判断された。

11時間港外では，なだらかな傾斜の転石帯が広がり，

水深 1~ 4mの範簡でヨレモクモドキを主体とし，

キレパモク，ブタエモク，マメタワラが混在する藻

a: 1976年1) b:2000年2) c: 2005...... 2006年

J 

班

耳

I 

o 500 1000m 

る，'~

E 
中ノ瀬 . 

J . 

圏7 永田崎~一里崎西岸の藻場分布模式函
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場が， 2006年の観察時には面積約 0.45haで認められ

た(図 7c 1，表 13)。永田崎の複数の小群落は，全

てをあわせても藻場とは見なされない規模であるが，

過去の状況と比較するため，崎回港タトの藻場と合計

し，当地先の藻場の面積は 0.47ha(表 2) とした。

崎臼港外側においては，ウニ類は全体的に低密度で

あり，植食性魚類もほとんど認められなかった。

1976年には，永田崎周辺から11府間港外側に至るま

での広い範囲に，最大沖出しr¥1約 330m，面積約

45.87haの， ヨレモク，ホーキモク，ホンダワラ sp

の藻場が形成されていたとされる 1) (図 7a1 ，表 2，

13) が， 2000年には，永田崎のj頼礁周辺のごく狭い

範囲にのみツクシモク，ウミトラノオ，ヒジキの小

規模な群落が，面積約 0.13ha残るのみにまで衰退し

ていため(図 7b 1，表 2，13)0 2000年の結果と今

回の調査結果とを比較した場合，永田崎屑辺では衰

退が進んで、いるものの， 11府間港外側では 2000年には

記載されていない藻場が形成されるいる(図 7c1 ) 

ことから，当地先全体で判断した場合， 2000年以前

に衰退したが，その後回復傾向にあると考えられる

(表 2)。

一軍崎東岸:一塁崎東岸には，中ノ瀬周辺と，一

里111府東岸の海岸沿いの 2つの穣場が形成されていた

(図 7cII)。中ノ瀬周辺の藻場では，ヤツマタモク，

ヨレモクモドキ，キレパモク等を主体とする 7種の

ホンダワラ類が混生していた(図 7cII，表 14)。一

里崎東岸の海岸沿いの穣場では場所によって構成す

るホンダワラ種が異なっていた。海岸沿いの藻場の

南側では，水深 1~ 2mの岩礁にはヒラネジモクが

紐い帯状に分布しており，それに接する水深 2~3m 

の岩礁にはタマナシモクが細し、帯状に分布し，その

中にイソモクの小群落が混在し，水深 2~ 4mの岩

礁や転石帯にはヤツマタモク，ヨレモクモドキ等が

混生しており，その範囲の深所側の下床にはキレパ

モクやツクシモク等が点在していた(図 7cII，表

14))。海岸沿いの藻場の北側では，水深 0.5~ 2mの

岩礁上にウミトラノオ，マメタワラ，ヨレモクモド

キ等が混生し，水探 5m前後の砂泥j去の磯上ではシ

マウラモクが群落を形成していた(図 7cII ，表 14))0

当地先では少なくとも日種のホンダワラ類が生育し

ており(表 14)，藻場の合計面積は，約 6.38haであ

った(表 2)。当地先では，東北岸の水深 2~ 5mの

表13 永閉|崎"'"'I[崎回港外側において生育を確認したホンダワラ類

a : 1976年1)

ヨレモク

ホーキモク

ホンダワラsp.

b : 2000年2)

ツクシモク

ウミトラノオ

ヒジキ

c : 2005主|三

永田崎周辺

タマナシモク

c : 2006年

I[府間港外

ヨレモクモドキ

キレパモク

フタエモク

マメタワラ

西暦は現地調査を行った年を表す。 2006年におけるホンダワラ類は，おおむね優先
順位の高い順に記載した。

表14 一里l崎東岸において生育を確認したホンダワラ類

a : 1976年1)

ネジモク

とぷ虫記;
中ノ瀬周辺 -!i!.11府東岸

タマナシモク

ヨレモクモドキ

ウミトラノオ

ヤツマタモク

ヤツマタモク

ヨレモクモドキ

タマナ、ンモク

ヒラネジモク

c : 2006年

中ノ瀬周辺 一盟崎東岸

ヤツマタモク

ヨレモクモドキ

キレパモク

ヒラネジモク

ツクシモク

フタエモク

イソモク

ヤツマタモク

ヨレモクモドキ

タマナシモク

ヒラネジモク

イソモク

マメタワラ

ウミトラノオ

ツクシモク

シマウラモク

キレパモク

フタエモク

エンドウモク

トサカモク

不明種

間暦は現地調査を行った年を表す。 2006年におけるホンダワラ類は，おおむね優先順位の高い順に記載し
た。
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急な傾斜をもっ転石帯において，ガンガゼ¥ムラサ

キウニ，ナガウニが比較的高密度で認められた以外

は，ほとんどの範囲においてウニ類の生息密度はき

わめて低く，ブダイ，メジナ，ニザダ、イ等の植食性

魚類も全域においてわずかに認められたのみであっ

た。

前述したとおり， 1976年には藻場調査一覧表J

及び「藻場・干潟分布図」には，一里崎東側の藻場

は記載されていないが潜水による目視記録」の潜

水観察概況には，当地先の転石の上部にネジモクが

距岸 50m，距離 500~ 600mの範囲に密生して分布

していた')と記述されているとから，面積約 3haの

藻場があったと推定した(図 7aII ，表 2，14) 0 2000 

年には，ヤツマタモク，ヨレモクモドキ，キレパモ

クからなる面積約 5.50haの藻場があった 2)(図 7bII， 

表 2，14) とされ，藻場面積を比較した場合， 1976 

年， 2000年， 2006年の頗で大きな値を示した(表 2)

が，その一方で，過去の状況に精通する地元漁業者

は，当地先の藻場は減少していると感じているよう

である。 1976年の調査結果には他にも疑問点があり，

調査結果の面積数値が藻場の分布の状況を正確に表

しいない可能性がある。ただし， 2006年時点では北

側のウニ類が高密度で、生息する場所以外の範閲にお

いて，ホンダワラ類が着生できる基盤のほほとんど

にホンダワラ類は生育しており，比較的良好な状態

にあることから，当地先の藻場は維持傾向にあると

判断した(表 2)。

一毘崎西岸:一一里|崎西岸で、は，岩礁の水深 O~ 1m 

の範囲にヒジキ，イソモクが，水深 1~ 2mの範囲

にヒラネジモクがそれぞれ細い帯状の群落を形成し

ており，水深 3~ 6mの岩礁，転石帯ではムラサキ

ウニを主体とするウニ類が高密度で生息する磯焼け

状態が続き，水深 6~ 7mの砂地に点在する岩には，

a:1976年1) b:2000年2)

.....' 
・

髭墨色 .' i'~ 
Aー-~，/戸 1- ，・

\ r~ 

.< ， 
ト

<J " o 

賓垂島 .--r-，" iS
q 

一-'/ー i戸 ・

\(.~ 

u ・w9 ，: 
0 

一里崎

*藻場の記載なし *藻場の記載なし

シマウラモクが複数の濃密なパッチを形成，その中

にツクシモクが混生していた(図 7cm，表 15)。こ

れらの群落，藻場を合計した面積は，約 1.93haであ

った(表 2)。メジナ，ニザダイ等の植食性魚類をわ

ずかに認めた0

1976年には，一里崎の西北岸には面積約1.82haの

ホンダワラ sp.の藻揚が') (図 7am，表 2，15)， 2000 

年には，西側のほぼ全域にツクシモク，ウミトラノ

オ，ヒジキの面積約 2.50haの藻場が形成されており 2)

(図 7bm，表 2，15)，面積は 2000年までに増大，

その後減少している様に見えるが，ここでも 1976年

の謂査では深所側の藻場を見落としている可能性が

ある等の疑問点、が残り，面積数値の変化が穣;場の状

況を正確に表していない可能性があるが， 2000年に

は藻揚が形成されていた水深 3~ 6mの範囲が， 2005 

年にはウニ類が高密度で生息する磯焼け状態を呈し

ていたことから判断して，当地先の藻場は衰退傾向

にあると判断した(表 2)。

表15 一旦崎閥岸において生育を確認したホンダワラ類

a : 1976年ご
ホンダワラsp.

じ辺盟主ど
ヨレモクモドキ

キレバモク

ツクシモク

c: 2006年

シマウラモク

タマナシモク

イソモク

ヒラネジモク

ツクシモク

ヨレモクモドキ

フタエモク
ヒジキ

西暦は現地調査を行った年を表す。 2006年におけるホンダワラ
類は，おおむね優先順位の高いJI演に記載した。

襲垂鳥:蜜王監島においては， 2005年 4月に予備的

な観察を行い，イソモク，フタエモク等からなる藻

場の形成を確認した。分布調査を行った 2006年には，

当地先の東北岸の，水深 1~ 3mの岩礁，上にはイ

c:2006年

'，' '，' 

"・ ..， . 

丸一里崎
v 守司

. ・• . -・. 

5

・0 o 

O 500m 

思8蜜垂島の藻場分布模式図

一恩崎西岸の藻場分布は雀略した。

nu 
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高松:高松では，ヨゴセ島の北東側のなだらかな

傾斜を持つ砂泥混じりの転石帯の水深 0.5~ 5mまで

の範国に，ウミトラノオ，イソモク，キレパモク，

ヨレモクモドキ等 6種類のホンダワラ類が混生する

藻場が，高松港内の北側と西側の岩礁や護岸の水深 1

~4m までの範囲には，ウミトラノオ，ツクシモク，

イソモク等混生する藻場が，水深 4mの砂泥底に点

在する転石にはキレパモク等が藻場を形成されてい

た(図 9c，表17)0 これらの漠場の合計面積は，約

1.88haであった(表 2)。当地先では， ヨゴセ島の北

西側lの転石帯の水深 1m付近においてムラサキウニ

を主体とするウニ類が高密度で生息していたが，そ

の他の範囲ではウニ類生息密度は低かった。植食i

魚類はほとんど認認、められなかつた。

1976年には，高松港の南側の海岸沿いに，面積約

1.23haのホンダワラの藻場が形成されていため(図

9a，表 2，17) が， 2000年には藻場が形成されてい

る場所が変わっており，ヨゴセ島の北部保IJと，高松

港内の北側及び商側の 3ヶ所に合計耐積約 O.77haで

あった(間 9b，表 2，17)0 2006年の藻場iが形成さ

れている場所は， 2000年当時とほぼ同じであり面積

は増大していた。すなわち，総合的に判断して，当

地先の藻場は拡大傾向にあると考えられた(表 2)。

ソモク，フタエモク等 6穣類のホンダワラ類が濃密

な藻場を形成しており，東南岸では，岩礁，岩，大

きな転石上にフタエモクとイソモクが形成する小規

模な群落が複数確認された(図 8c，表 16)0東南岸

の群落は，互いに近接していることから，これらの

分布範囲を藻場分布範囲と見なした。当地先の藻場

の合計面積は約 0.53haであった(表 2)。当地先では，

水深 3m以深の岩上や転石上にムラサキウニ，ガン

ガゼ等を主体とするウニ類が高密度で認められた。

メジナ，ブダイ等の植食性魚類はわずかに認められ

た。

当地先においては， 1976年， 2000年の調査;結果に

は藻場の記載はなく 1.2) (図 8a，b，表 2，16)， 2000 

年から 2005年までの開に新たに形成されたか，拡大

したものであると考えられることから，当地先の藻

場は拡大傾向にあると判断した(表 2)。

設垂島において生育を確認したホンダワラ類

a : 1976年 1) b : 2000年 2) c : 2006年

生育を認めず 生育を認めず フタエモク

イソモク

コナフキモク
キレパモク

トサカモク

ウスバモク
不明種

間j穫は現地調査を行った年を表す。 2006年におけるホンダワフ
類は，おおむね優先順位の高い)1阪に記載した。

表16

表17

c: 2006年

ヨゴセ島 高松港内

キレパモク ヨレモクモドキ

ヨレモクモドキ キレパモク

ツクシモク ウミトラノオ

フタエモク イソモク

イソモク フタエモク

ウミトラノオ コナフキモク

コナフキモク ツクシモク

不明種 不明種

西暦は現地調査を行った年を表す。 2006年におけるホンダワラ類は，おおむね優先順位の高い順に記載し
た。

量進自ー
ヨレモクモドキ

ウミトラノオ

高松において生育を確認したホンダワラ類

b : 2000'9グj

ヨゴセ島

フタエモク

タマナシモク

ツクシモク

ヨレモクモドキ

)
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荒武久道，清水i専，渡辺耕平，吉田吾郎

藻場の増滅に関する考察:1976年の記録 1) には串

間市沿岸の 13ヶ所で藻場の分布が記載されている

が， 2000年の調査 2) と，本研究によって新たに 2ケ

所で穣場の分布を認めた(表 2)。その一方で、， 2000 

年以前に lヶ所， 2000 ~ 2005年までに 2ヶ所が消

失し，現在串間市沿岸で藻場が成立しているのは 12

ケ所である(表 2)。これらの藻場の拡大，衰退傾向

を藻場面積と分布状況の変化から総合的に判断する

と，拡大傾向にある藻場は高松と賓黍島の 2ヶ所，

良好な状態で維持されているのは大納，一息崎東側，

の 2 ヶ所，大規模な衰退後回復傾向にある永田11府か

らi隣国までの範囲であり，いずれも現在は面積lOha

未満の小規模な藻場で、ある(表 2)。一方， 1976年に

10ha以上の規模を持っていた宮之浦港周辺，沖ノ瀬

周辺，都井lij中東j苧と西岸での範囲の藻場はいずれも

2000年以前に大きな面積縮小または消失が起こり，

その後低位で維持，立宇津から黒井東側までの範囲

の 2ヶ所では 2000~ 2005年までの詞に消失してい

る(表 2)0 この結果，串間市沿岸全域で判断した場

合，藻場面積は 1976年の 262.26ha，2000年の 47.33ha，

2005 ~ 2006 ij三の 29.56haと減少し続けており，衰退

傾向にあると考えられた(表 2)。

藻場の衰退は，特に，外海の影響を強く受けてい

ると思われる地先において顕著であり，逆に，河川

7)-<.の影響下にあるか，内湾的な環境にあると思われ

る大納，一旦崎東岸，高松において，維持，拡大傾

向にあるように思える(表 2) が，藻場の表退と維

持の要因については，本報では明らかにできなかっ

た。藻場問復を制限している要因としては，衰退領

向にある藻場や，低い水準で維持されている全ての

地先において，ムラサキウニを主体とするウニ類が

高密度で生息しているのを認めたことから，これら

の高い採食庄であると考えられる。植食性魚類につ

いては，ホンダワラ類の採食行動を観察することが

できなかったので影響は不明であるが，永田崎周辺

や都井東岸で藻体が短くなったタマナシモクを認め

たことから，濠場の成立に関して影響を与えている

可能性もある。逆に，良好な状態で残存している藻

場では，ウニ類や植食性魚類の食圧が低く保たれて

いる可能性がある。一里!崎東岸は，干潟を持つ河)11 

7l"<.の影響下にあり，早春には周辺よりも低水温環境

にあることが指摘されておりぺ同じく河川水の影

響下にある大納でも同様のことが想定されること，

高松は閉鎖的で内湾的な環境にあることから，冬季

から早春にかけては周辺よりも低水温環境にあると

考えられることが姫食動物の食圧を低くする要因と

して想定される。良好な状態で残存するこれらの藻

場については，今後，残存要因に関する研究を進め

ていく計画である。

2 ホンダワラ穫の変化

1976年の構成種:1976年に，串間市沿岸から記載

されているホンダワラ類は，ホンダワラ，ヤツマタ

モク，フタエモク，ネジモク，ヨレモク，ホーキモ

ク，ホンダワラ spである 1) (表 18)。

ホンダワラ Sargassum ρ~tlvellum (Tum巴r) C.Agardh 

1820 ， ヨレモクS.siliquast/・um (Tumer) C. Agardh 

1820は，現在で、は宮崎県沿岸に生育を認めない(荒

武未公表データ)。地元の漁業者は，ヨレモクモドキ

S. yamamotoi Yoshida 1983とヤツマタモクS.patens 

C. Agardh 1820を fホンダワラ j と呼んでいる。 1976

年に「ヨレモク」とされている穣は，ヨレモクモド

キにあたると考えられホンダワラ」とされている

種にもヨレモクモドキが含まれていると考えられる

(表 18)。

ホーキモクは，かつてS.kjellmanianum Yendoに充

てられていた和名で，現在のミヤベモクぷ miyabei 

Yendo 1907 (異名:ノ¥ノ¥キモク)にあたるヘミヤ

ベモクは，現在では宮崎県沿岸に生育を認めないし，

分布は兵庫県以北，宮城県以北の本州，北海道;朝

鮮半島， 1事千島 4) とされることから，他の種の誤同

定であるように思える。おそらく，宮崎市折生迫突

浪)11河口で生育が確認されている 2) タマハハキモク

Sargassum muticum (Yendo) Fensholt 1955か，串間

rIi沿岸にも生育しているウミトラノオ志 向 mbergii

(Mertens s ex Roth) Kuntze 1893であると考えられる

(表 18)。

1976年にホンダワラ spとされている種が l種で

あるのか，複数種を含むのか，記録 1) からは明確に

できなかった。過去の状況に精通する地元漁業者か

ら開き取り得た情報から判断して，小崎と，翻rl井東

にはかつてヤツマタモクが分布していたと推定さ

れること，地元では fいとも」と呼ばれ，古くから

生育が知られているタマナシモクS. n伊pomcum

Yendo 1907 (1976年の記録にはタマナシモクはj出て

こない)の， 2005 ~ 2006年の分布範囲と重なるこ

とから，少なくともタマナシモクとヤツマタモクs.

patens C. Agardh 1820が含まれていると忠われる(表

18)。

構成穫は変化したのか?串間市沿岸において生

育を確認したホンダワラ類の種数は， 1976年に推定 6

フ」
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種， 2000年に 10種， 2005 ~ 2006年に 16種であり，

調査ごとに増加している(表 4)。しかしながら，現

在の串間市沿岸のホンダワラ藻場の構成種が， 1976 

年からは 10穣あまり， 2000年からは 7種増加した

と結論づけることはできない。 1976年， 2000年， 2005

~ 2006年のそれぞれの調査において，調査時におい

て保有している情報量は，後に行われたもの稜多い

ので，前の調査では間一種にまとめられていたもの

が，後の調査では区別されるようになった可能性も

ある上，前の調査で生育を認めることができなかっ

た種を発見しやすくなった可能性もある O また，ヤ

ツマタモク等の 1976年から生育が知られている種の

務場の縮小や密度低下が起こり，それまで下床に隠

されていた種が目立つようになった，あるいは，そ

れまで生育が確認できなかった穂が着生範囲を広げ

たことで藻場のホンダワラ穣の構成比が変化し，そ

れまで生育を確認できなかった積が隠立つようにな

ってきた可能性も考えられる。 東

1998 

4) 

和名 学名

イソモク Sargas仰 mhem伊hyllum(τurner) C. Agardh 

ウスバモク 附 uifoliumYamada 

ウミトラノオ thunbergii (Mertens 以 Roth)Kuntze 

エンドウモク yendoi Okamura et Yamada 

キレパモク alternato-pinnatllm Yamada 

コナフキモク glallcescens 1. Agardh 

シマウラモク incanum Grunow 

タマナシモク n伊'poniα1mYendo 

タマハハキモク muticum (Yendo) Fensho1t 

ツクシモク assimile Harvey 

トサカモク cristaefolilll.ヲ1C. Agaτdh 

トゲモク micracanthum (Kuetzing) Endlich巴r

ネジモク sagamianum Yendo 

ヒジキ ルsiforme(Harvey) S巴tchell

ヒラネジモク okamurae Y oshida et 1. Konno 

フタエモク duplicatum Bory 

マメタワラ piluli)告rum(Turner) C. Agardh 

ヤツマタモク patens C. Agardh 

ヨレモク siliquastrum (Turneま)C. Agardh 

ヨレモクモドキ yamamotoi Y oshida 

ホンダワラ ルlvellum(Turner) C. Agardh (0) 判

ホンダワラsp. 一 (0) *7 

種数 (6 ? ) 7? 10 16 *8 

1976年の記録1)でホーキモクとされていた種は， * 1 :ウミトラノオまたは *3 タマハハキモクにあたると考えられる。そ
の他， 1976年の記録に *2:ホンダワラsp.，*4:ネジモク， *5 ヨレモクと記載されているものから推定した。 *6 ヨレ
モクモドキかヤツマタモク *7:タマナシモク，ヤツマタモクにそれぞれ充てた。
*8 :不明種は除いた。

2005~2006年

0
0
0
0
0
 
O 

0
0
0
0
0
0
0
0
 
O 
O 

2000年2)

O 

0
0
0
 
O 

O 

O 

O 

O 

O 

0*2 

0*3 

0*4 

O 

O 

0*5 

0*1 

1976年ij

(言己草案) 推定

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

期間市沿岸に生育が認められたホンダワラ類表18

つ、)
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