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伊豆大島におけるマクサのスポアバッグの投入時期の検討

高i頼智洋本・滝尾健ニ・木本 巧・山口邦久

Examination of the Optimal Season to Set Spore Bags 

for Gelidium elegans (Rhodophyta) in Izu同 OshimaIsland， 

Central J apan 

Tomohiro TAKASE * ， Kenji TAKIO， Takumi KrMOTO and Kunihisa YAMAGUCHI 

Abstract: To examine the optimal season to set spore bags for Gelidium elegans， a test of spore 

release by using the spore bag method was conducted at two sites at Izu-Oshima Island. Two at 

each site， four net bags， in which mature G. elegans were placed and each with a float were set 

every month from October 2009 to December 2010. In addition， four net bags， without mature 
G. elegans， were set every month as a control at one site. The mean density of Gelidium spores 

that attached on spore collectors (glass slides) was significantly greater in the spore bags than that 

in the control， and increased from July to October at both sites. From these， we conc1uded that 
the period was the optimal season to set spore bags for G. elegans. The thalli of G. elegans were 

observed on the concrete blocks to which spore bags were tied at both sites. However， at one site， 

the thalli of G. elegans did not grow. We compared the environmental conditions of the two sites， 

there was a significant difference in the amount of sedimentation. It is thought that sedimentation 
is an important environmental factor in the growth of G. elegans. 
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スボアバッグ法とは，成熟した海藻を天然深場か

ら採取し，これを袋に詰めて海底に設置し，胞子や卵

などを周辺に飛散させて，基費へのj卸業の加入を促進

させる藻場造成法である(Largoand Ohno 1993;ヰ1111高

2003)0技術的に容易であり(静両県水産試験場伊瓦

分場 2000;芹津ら 2005)，多くの海域で実施され，例

えば，アラメ Eiseniabicyclis，カジメ Eckloniacavα(静

岡県水産試験場 1983;芹浮ら 2000，2005)，アカモク

Sargassum horneri (大分県海洋水産研究センター浅海

研究所 2002) など褐藻類を l:t心に，効果が報告され

ている O

東京都の伊豆大島では 褐i菜類のアントクメ

Eckloniopsis radicosaでスポアバッグj去の効果が報告

され(駒j率ら 2007)，漁業関係者からも，本法による

2011年 9月22日受付;2011年12月19日受理.

藻場の再生・造成に対して大きな期待が寄せられてい

る。近年では，本島の主要生産物である紅藻類のテン

グサ(採藻対象は主にマクサ Gelidiumelegansで，そ

の他にオオブサ Gelidiumpac併cum)についても，そ

の生産量が1984年には400tを超えたが(東京都労働

経済局農林水産部水産課 1986)，2007年は199t， 2008 

年は140t， 2009年は104tと低迷していることから

(東京都産業労働局農林水産部水産諜 2009，2010， 

2011) ，スホ。アバッグj去の利用が期持され，投入時期

や環境条件などの知克が求められている O

マクサの成熟藻体投入による加入促進の考えは，須

藤 (1950)まで遡る O しかし，その後の報告は少なく，

愛媛県において 8月または 9月に，築磯にスポアバッ

グを投入し，幼体を確認したとの報告にとどまる(愛

東京都島しょ農林水産総合センター大島卒業所 (OshimaBranch， Tol<yo Metropolitan Islands Area Research and 
Development Center of Agricultur・e，Forestry and Fisheries， Oshima， Tokyo 100-0212， ]apan). 
*述絡先 (Correspondingauthor): E-mail， Tomohiro_Takase@member.metro.tokyo必(T.Takase) . 
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媛県中予水産試験場 1997，1998， 1999)。なお，これ

らの報告では，幼体がスポアバッグからの胞子に由来

のものかどうか，確認や十分な検討はなされていない。

また，マクサの成熟期は夏季とされるが，その設も胞

子の放出が長期間に及ぶことが多く(藤田 2004)，実

際に伊豆大島では通年40%以上の藻体に胞子嚢の形成

が認められる(東京都島しょ農林水産総合センター

2009， 2010)0そのためスポアバッグの投入時期につ

いても，十分な知見は得られていない。さらに，マク

サに関しては，スポアバッグを投入した海域の環境に

ついての報告がほとんどない。スポアバッグ法におい

ては，一般に生活史初期の減耗を考慮することが重要

と考えられるが，海藻類の胞子の着生に対する粒子の

堆積や(荒)11 .松生 1992)，幼体の生残に対するi票砂

による摩耗の影響が報告されている(新井 1988)0伊

豆大高では，大きな河川はなく，浮泥などの:tjt積の影

は考えにくい一方で，外洋に面していることから，

潔砂による摩耗の影響が懸念される O

今回，著者らは，伊豆大鳥沿岸の 2地点で， 1年 3

カ月にわたり，毎月 1閤，マクサのスポアバッグを投

入し，胞子の着生，幼体の生育，水温観iJ!lJおよび期開

設定で、堆積物の調査を行った。その結果，スポアバッ

グ由来の胞子を確認するとともに，その着生量の季節

変化から，スポアバッグの投入時期について参考とな

る知見を得ることができた。また，幼体の生育状況お

よび:tlt讃物環境について資料を収集することができた

ので，ここに報告する O

材料および方法

試験地

マクサのスポアバッグの投入試験は，その効果を判

定しやすくするため，あらかじめ， SCUBA 潜水によ

る調査を実施し，およそ20mx20m(面積約400m2) 

の範囲でマクサが分布していないことを目視により確

認した伊立大島南部の波浮港および北西部の泉浜の 2

地点で、行った (Fig.1) 0 波浮港の試験地は港内であり，

水深約 3m，底質は砂で諜が入り混じっていた。付近

には，アオサ属の海藻 Ulvαsp.や石炭藻類 Corallina

spp.の分布が認められた。泉浜の試験地は，沖合約

150m，水深約 7m，底質は岩盤と転石で砂が入り混

じっていた。ノコギリモク Sargassummacrocarpum， 

シマオオギZonari，αdiesingianaの掲藻類のほか，石)天

j菜類の分布が認められた。

成熟藻体の採取および室内での採苗

スポアバッグ、の投入試験に用いる藻体は，アワピ類

Haliotis spp.やサザエ Turbocornutus等の貝類の栽培

区でもあり，マクサの着生も比較的良好な伊豆大島の

差木地漁港(ただし， 2009年12月8日のみ時化のため

秋の浜)において，試験当日に SCUBA潜水により採

取した (Fig.1， Table 1) 0 採取の捺には，全体に四分

抱子托を形成した四分胞子体および嚢果を形成した雌

性配偶体を選別し，試験に供した。また，一部を東京

都島しょ農林水産総合センタ一大島事業所(以下実験

所と呼ぶ)に持ち帰り，室内での採高実験に供した。

採菖実験は， 500 mlビーカー内に，ろ過j毎7J(をj主ぎ，

無作為に選んだ 5g (混重量)の藻体および採苗器と

してのスライドグラス (76mm x 26 mm) を入れ，暗

所で24時間静置して行った。スライドグラスを関収し，

生物顕微鏡下(10x 10倍)で，無作為に観察した 1抗

野当たりのマクサ胞子の着生量を， 0 個， 1 ~10個，

10個以上の三段階で調べた。なお，採苗実験は，波浮

港内から汲み上げられた海水を掛け流したウォーター

パスで実施したため，実験時の水温は，概ね汲み上げ

られた海水温に等しく 14.3~25.90C の範囲にあった

(Table 1)。

スポアバッグの投入

波浮港においては， 2009:tT:三 9月25EIから2010年12月

16日までの間，マクサのスポアバッグの投入を毎月 1

回行った。試験に用いたスポアバッグは， 百合1.5cm 

のナイロン製網地で作製した縦45cmx横32cmの巾

着袋で，海中に漂わせるための発泡スチロール片と成

El39025 ' 
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Izumihama ------1 

国34045' 

Isl. . 
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、

Izu-Oshima Island 

Sashikiji… 

harbor 
5 km 
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Fig. 1. Map showing the study sites at Izu-Oshima Island， 

central J apan. Open circ1es show the sites which mature 
Gelidium elegans tetrasporophytes and carposporophytes 

were col1ected. Closed circ1es show the sites where spore 

bags were set. 
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Table 1. Quantity of seedlings非inexperiment in laboratory 
on mature Gelidium elegans collected白'omSashikiji-harbor 
or Ak:inohama 

Date of Site of 
sampling sampling* 

24 Sep. 2009 S 
10ct. S 

230ct. S 
9 Nov. S 
25 Nov. S 
8 Dec. S 
21 Dec. A 
18 Jan. 2010 S 
10 Feb. S 
29 Mar. S 
26 Apr. S 
27 May. S 
17 Jun. S 
20 Jul. S 
18 Aug. S 
16 Sep. S 
200ct. S 
15 Nov. S 
16 Dec. S 

Wat疋rtemperature in 
田 edlingexperiment 
in labor仰 ry(C) 

23.9 
23.5 
20.6 
22.2 
20.7 
21.3 
18.5 
16.1 
15.0 
14.3 
18.6 
19.5 
20.7 
22.1 
25.9 
25.8 
22.6 
20.5 
18.7 

each experiment， the quanti匂Tof seedlings was more than 10 
number of spores per・100x microscope field. 
* A， Akinohama; S， Sashikiji-harbol・

熟藻イiqOO~120g (湿重量)を入れ，ロープで口部を

縛って閉じた。このような袋を毎回 4袋製作し，海

底に 1~2m 関舗で設置した縦25cm x 横25cmx

さ20cmの無筋コンクリートブロック(上面の中心部

にフックを埋め込む)4基のそれぞれに，ロープを用

いて固定した。なお，波浪によりロープが按じ切れる

のを妨ぐために，スホ。アノくツグとコンクリートブロッ

クの間には，ステンレス製のより戻しを戟り付けた

(Fig.2)。スポアバッグは，土台のコンク 1)ートブロッ

ク上国からおよそ10cmの高さで国定した。最初の投

入以降，毎月 1回，より戻しと土台のコンクリートブ

ロックをそのままに，スポアバッグを新たに採取した

成熟藻体の収容されたものに取り替えた。

泉i兵においても，波浮港と問様にスポアバッグを作

成し，最初の投入を2009年10月 1日に実施し， 2010年

12月訪日まで，毎月 1田，スポアバッグを新しいもの

に取り替えた。

テングサ科胞子の採苗

スポアバッグ由来のマクサ胞子の若生状況を把握す

るため，採芭器による調査を行った。 波浮港では， 3 

回目の投入にあたる2009年11月から2010年12月まで，

毎月 1聞のスポアバッグの取り替えの捺に，採苗用の

スライドグラス (76mm  x 26 mm) 1枚を各スポアバッ

グ内に SCUBA潜水により入れた。一昼夜(ただし，

Float 

自，!eshbag 

Spore bag 

Mature fronds 

lIook 

Concrete block Foundation 

25 cm 

Fig. 2. Schema of spore bag and foundation. Spore bag: 

Mature fronds of Gelidium elegans 100-120 g wet weight 

and a float were included in the mesh bag. Foundation: 

Concrete block with a hook. 

2009年12月のみニ昼夜)置いた後，再び SCUBA潜水

によりスポアバッグを一時的に開封し，密閉容器を用

いて海中からスライドグラスを回11又した。また，採苗

の胞子がスポアバッグに由来のマクサ胞子であること

を確実に判別しておくため，波浮港のみではあるが，

同期間中に，対照毘として，スポアバッグ投入場所か

ら 5m離れた海底に，成熟藻体を入れずに発泡スチ

ロール片のみを入れた空のスポアバッグを，同じく毎

月4袋投入し，同様にスライドグラスを入れ，一昼夜

後に回収した。

回収したスライドグラスについては，速やかに実験

所に持ち帰り，生物顕微鏡下 (10x 10倍)にて，須藤

(1950) ，片田(1955)，山崎(1962)および梅IIJ奇(1966)

を参考にテングサ科の胞子を同定し，発生段階別に計

数した。なお，計数は，スライドグラスの片面のみと

し，着生密度を求めた。

泉浜では，最初の投入の2009年10月から2010年12月

まで，毎月 1回，スポアバッグ内にスライドグラスを

入れ，波浮港と同様に回収し，テングサ科の組子の着

生密度を求めた。

幼体の追跡調査

波浮港および泉浜において スポアバッグ投入試験

を開始した2009年10月から試験を終了した2010年12月

まで，概ね丹 1囲， 4基の土台コンクリートブロック

を対象に，マクサの着生状況を SCUBA潜水により観

察した。マクサが躍認された捺には，各ブロックにお

いて最大10株を無作為に選び¥ステンレス製夜尺を用

い0.1cmの単位まで測定した。
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Fig. 3. Monthly change of mean density of Gelidium 

spores attached to the slide glass which was set in the 

spore bag for one day. a， Habu町port;b， Izumihama. Closed 

bars， spore bag experiment; open bars， control. Vertical 

bar is shown standard deviation. Asterisks indicate signifi-

cant differences between spore bag and control as deter-

mined by the Mann-Whitney U-test (Pく 0.05).
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水温観測

波浮港および泉浜において 試験期照中の水温を観

測するため，オ<.i昆データロガー (HOBOUTBI-001， 

Onset社)を設置し， 1時間ごとに水温を記録した。
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堆積物調査

波浮港および泉浜において 堆積物の状況を把握す

るため， 2010年 7 月 21 日 ~8 月 188 ， 8 月 19 日 ~9 月

16日， 9 月 17 日 ~10月 20 日， 10月218 ~11月 158 ， 11 

月 16 日 ~12月 178 に，ステンレス製の型枠(縦50cm

x横50cmx高さ20cm) にサンプル瓶(，二l径8.2cm，

長さ25.5cm) 3つを，結束バンドを用いて固定した

セジメントトラップを海底に設置し，堆積物を採取し

た。なお，サンプル瓶については，関口部の高さが，

概ね土台コンクリートブロックと同様のものを選択し

た。 採取した:t1t積物については，脱イオン水の添加と

上澄みの排水を 3回繰り返して脱塩し， ]ISA 1204 (日

本工業規格 2000) に準拠し乾燥後，重量を測定し，

得られた値を設置百数で除することにより日堆積量を

求めた。また， ]IS A 1204~ニヰ立J処し，キ宣!支う子ギH を求め，

中央粒経値を算出した。なお，試料量が少なく ]ISA 

1204規格に不適合のサンプルについては， レーザ一

散乱式粒度分布測定器 LMS-2000e(測定範囲0.020~

2000μm， SEISHIN ENTERPRISE CO.， LTD.) を用しミ

て粒度分布を求め，中央粒径値を算出した。ただし，

j皮浮i巷の2010年 7 月 21 日 ~8 月 18 日のサンプルについ

ては， レーザ一散乱式粒度分布測定持においても精度

を時保できず，中央粒径億の算出は実施しなかった。

対照区の空の網袋に入れたスライドグラスには，テ

ングサ科の胞子は o~0.561倒木/cm2の密度で、着生し，

スポアバッグ区に比べて，2010年2月， 3月および5

月を除き，統計牟的に有意に低かった (Mann羽市itney

U検定，P < 0.05， Fig. 3a)。

泉浜では，スボアバッグ内に入れたスライドグラ

スに，テングサ科の J]託子が 0~31僧体/cm2 の密度で

着生した。また，平均密度は 7~1O月に高くなった

(Fig.3b)。着生iJ包子の発生段階は， i皮浮港と同様に，

球状の段階から発芽管を生じ第 1分裂あるいは第 2分

裂まで進んだ段階のいずれかにあったが， 6，7月では，

全て発芽管を生じ第 1分裂あるいは第 2分裂まで進ん

だ段階にあった (Fig.4b) 0 

巣

室内での胞子放出

内でのよ末茜実!設において，毎回，スライドグラ

スには 1視野当たり 101ml以上のマクサ胞子が着生した

(Table 1) 0 f*耳1 した成男~;~H司王は， II寺期を問わず， J]包

子放出の可能な~~~体であったことが確認され，また，

その量において，顕著に少ない，あるいは多いなどは

認められなかった。

マクサ幼体の生膏

j皮浮港では，スポアバッグ投入試験を始めて 2ヶ月

授の2009年11月に，スポアバッグの土台コンク 1)ート

ブロックに，マクサの幼体が着生しているのを確認し

た。着生密度は，ブロック 1基あたり平均 3株であっ

た。 12月には平均49株/基となり， 2010年 2月には平

テングサ科胞子の採苗量

j皮i手j巷では，スポアバッグ内に入れた採苗用のスラ

イドグラスに，テングサ科の胞子が平均0.06~6.96個

体/cm2の密度で着生した。また，平均密!支は 6~10 

月に高くなった (Fig.3a)。養生した胞子は，球;1犬の

段階から発芽管を生じ第 1分裂あるいは第 2分裂まで

進んだ段階のいずれかにあったが， 5， 6， 7)~ では，

全て発芽管を生じ第 1分裂あるいは第 2分裂まで進ん

だF支j滑にあった (Fig.4a) 0 
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a
 Fig.4.羽onthlychange of proportion of two developmen-

tal stages of Gelidium spores attached to the slicle glass 

set in the spore bag. a， Habu司port;b， Izumihama. I町長rst-

second division;口fixedspore. 

均194株/基となった。マクサは，ブロックの上回をヰl

心に，側面にも着生し (Fig.5a)， 3月.L-:J、降は， f初旬枝

の1113長が:著しく，株数の全数計数はできなくなった。

ブロックに着生したマクサの平均全長は，2009年

11月に0.3cm， 12月に0.5cm， 2010年 1月に0.8cm，

2月に1.5cm， 3月に4.1cm， 5月に6.7cm， 6月に

8.3 cm， 7月に8.8cmとなり最大を示した。その後 8

月に8.1cm， 9月に5.6cm，10月に3.4cm， 11月には

2.3cmと短くなったが 12月に3.1cmと再び伸び始

めた (Fig.6a) 0 なお，平均全長が短くなった2010年

9~11月までの期間，ブロックには 1cm 以 lごの幼体

の着生が認められた (Fig.7) 0 また， 2010年5~12月

のうち， 11月を除き，成熟した藻体が認められた。

泉浜でも，投入試験を始めて 2カ月後の2009年11月

に，コンクリートブロックにテングサ類の着生を確認

した。ただし，全長が短く，種同定に主らなかった。

マクサと同定できたのは2010年1月で，ブロック 1基

当たり平均密度は30株，平均全長は0.6cmであった。

しかし， 2 月に平均密度16.5t~i:/基，平均全長0.3 cmと

なり， 3月以降，確認できなくなった (Fig.6b) 0 ブロッ

クには主に無節石灰藻類が養生したが， 2010年6月に
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Fig. 5. Photographs showing the concr・eteblocks which 

were set as the foundation of a spore bag. a， Habu-port on 
26Apr・il2010(a lot of Gelidium elegans were attached on the 

block); b， Izumihama on 20 July 2010 (a lot of Sargassum 

macrocarpum juveniles were attached on the block). 
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Fig. 6. Monthly change of mean total length of Gelidium 

elegans on the conCI・eteblocks with spore bags. a， Habu-

port; b， Izumihama. Vertical bars show standard deviation. 



iJ~ で平均1.85~55.28g/dayの範間にあり，全 5回の

調査において，波浮港よりも泉 iJ~で、有志;に多かった

(Mann-Whitney U 1安定，P> 0.05， Fig.9)。また，堆

積物の臼:tlt積量のH寺間変化をみると，泉浜において，

2010年10月 21 日 ~11月 15 日， 11 月 16 日 ~12月 17 日の;明

間に顕著に多かった (Fig.9)。

堆積物の中央粒径 1n立は皮 i手 j巷で平均0.19~

0.33 mm，泉 iJî~で平均0.12~0.36 mmの範囲にあった。

それぞれの調査において山手i巷と泉j兵との間では，

~I=l央粒径1n立に有意な差が認められたが (Mann羽市itney

U検定，P > 0.05， Fig. 10)，その程度は，調査時期に

よって異なり，一貫性はなかった。

高i頗.i竜尾・木本.LLJ口

は，ノコギリモクS.macrocartuJJl の幼芽がブロック

上国に高密度に着生し，以後，器占した (Fig.5b) 0 

2010年11月に，ブロックの稜角を中心に，再びマクサ

の幼体の着生を認め，平均密度5.25株/基，平均全長

1.5 cmを記録したが， 12月には平均密度6.25株/基で，

平均全長は1.2cmと短くなった (Fig.6b) 0 
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7Jく温

波浮j巷では， 2010年 3月に最低能13.9
0

Cを示し，

2010l:f三 8月に最高値26.6
0

Cを示した。泉浜では， 2010 

年 3月に最低値13.7
0

Cを示し 2010年 7月に最高組

27.2
0

Cを示した。 波浮i巷と泉i兵との間における最低値

の差は0.2
0

C，最高値の差はoKCであった (Fig.8) 0 
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マクサのスポアバッグの投入時期の検討

考 察

スポアバッグに由来のマクサ胞子の着生量における季

節'1全

波浮i巷におけるスポアバッグ区および対照区のテン

グサ科抱子の採苗量は，スポアバッグ区で有意に高く

(Fig. 3a)，スポアバッグから，マクサ)J包子が扶給され

たものとみなされた。

スポアバッグE互におけるテングサ科胞子の採苗量

は，波浮港および泉浜のどちらにおいても，概ね 7~

10月に多いという傾向が認められた (Figs.3a， 3b)。

このことは，スポアバッグから放出されたマクサ胞子

の量，基質への着生率そして着生直後の生存率のいず

れか，あるいは全てに 7~1O月に盛期をもっ季能性が

あり，結果として採富量に季節変化がみられた可能性

が考えられた。

マクサ施子の放出については，高山(1939) は，三

重県において，四分胞子は21~250C ，果胞子は25
0

C 以

上で行われると報告している O しかし，赤塚 (1982)

は，この報告に疑義を投げかけており，藤田 (2004)

は，夏季に成熟するが，その後も胞子の放出が長期間

に及ぶことが多いとしている O また，室内実験におけ

る胞子の放出について，須藤(1950)，片出 (1955)

および山崎 (1962)は，そのピークの持刻が水温の季

鮪変化に応じ変化することを報告しているが， 24時期

当たりの累積放出量については検討されていない。な

お，本研究における毎月の室内実験では，水ilïH4.3~

25.9
0
Cの範閣で行われたが，採苗器には 1視野当たり

10倍以上と，必ず一定数以上の胞子が確認されており

(Table 1)， 24f1寺関当たりの累讃放出量の明離な季節

変化は示されていない。つまり，スポアバッグ由来の

マクサ施子の放出量について 7~10月に盛期をもっ

季節性を見出すことはできなかった。

マクサ胞子の着生については，胞子の放出・散布

及び着生を研究した須藤 (1950) によれば，全く地

動的に海水の動きによるとされ，採苗器への胞子着

生においても海水流動の影響が示唆される O 伊豆大島

の気象(気象庁ホームページ大島特別地域気象観測所

http://www.data.jma.go.jp/obd/ stats/ etrn/index.php) 

は，風速が夏季に弱く冬季に強くなる傾向を示してい

るため (Fig.11)，それに応じて波浪も，夏季に静穏

であり冬季に強くなるという季節性があると考えられ

るO ただし，波浮港の試験地は，一年通して比較的波

浪の影響の少ないと考えられる港湾区域であり，必ず

しも嵐速の季節変化に応じた波浪状況になるとは限ら

ない。Airoldiet al. (1996)によれば，風の強い天候では，

海水流動によりセジメントトラップ内の砂の粒子の量
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が増大するとしている O 泉主主における日堆穣量および

中央粒径値は，ともに 7~9月の夏季に比べ， 10~12 

月の冬季に顕著に増加しており (Figs.9，10)，冬季に

波浪が強くなったことを示唆する O しかし，波浮港で

は，その日堆積量に，顕著な変化はみられず (Fig.9)， 

また，中央粒径値は， 8 ~ 9月の夏季の鵡査よりも‘

1O~12月の冬季の調査で，小さくなった (Fig. 10) 0 

そのため，波浮港においては，夏季も冬季も波浪は強

くなかったことが示峻される。つまり，抱子の着生に

影響するとされる海水流動の動きにおいて，両試験地

に共通の季節変化を見出すことはできなかった。

マクサ胞子の着生直後の生存については，片田

(1955) は，胞子の生育適水温が25
0
C前後とされ，そ

の条件下であれば，発生が迅速で且つ枯死する危険が

ないとし，赤塚(1982) は，秋に放出された胞子は放

出後に死んだが，夏に放出された胞子は発芽し生長し

たと報告している O 本研究において， Jl包子の着生量の

多かった 7~10月の期間の海水温は，波浮港で24.0 土

1.4
0
C (王子均±標準偏差)，泉浜で24.7:t 1.3

0
C (f可) と

なっており (Fig.8)，胞子の発生および生存に望まし

い25
0

C前後であった。また，この期聞に観察された着

生胞子は，探して発生の進んだf慣行本の割合が高かった

(Fig. 4) 0これらの結果は，着生産後の生存率におい

て， 7 ~10月に盛期をもっ季節性がある可能性を示唆

する O つまり，この時期の良好な海水温環境が，着生

直後の胞子の死亡や脱落を抑え，採苗量を増大させた

可能性が高いと考えられた。

マクサ幼体の生育と堆積物環境

波浮港では，スボアバッグ投入試験を始めてから

2カ月後の2009年11月に スポアバッグを国定して

いたコンクリートブロックにマクサ幼体の着生が認め

られ， 2010年 7月までに平均全長8.8cmまで伸長した
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(Fig.6a)。また， 2010年 9~11月には，再び幼体の着

生が認められた (Fig.7) 0 泉j兵では，試験を始めて

2カ月後の2009年11月に，テングサ類の着生を認め，

4カ月後の2010年 1月に，マクサと同定でき，平均全

長0.6cmとの測定結果を得たが，その後， {rll長せず

に消失した。 2010年11月に再びマクサ幼体の着生を確

認したが，これにおいても翌月には深長が短くなり，

j成耗した (Fig.6b)。これらの結果は， i山手j巷および泉

浜の両試験地において， i設f削'Jヲなスポアバッグによる

増殖効果が幼体の生育結果に大きく影響されたことを

示す。

両試験地では海水温およびiJ:H~程[物の裾査を行っ

た。 海水晶では阿試験地における差はごくわずかで

(Fig. 8)， yJJ体の!:t育結果の遣いを説明するものは見

いだせなかったが， J:ji'積物の日J:ji'fl'tl設では，波i手j巷に

おいて調査J!JJ 問 1:1:1少なかったのに対して，泉 ìJ~では土JJ

体が減耗した11~12月に著しく多くなった (Fig.9) 。

この状況は，泉ìJ~における幼体の減耗 lこ， J:H~積物の増

加|が影響した可能性を示唆するものであった。

J:H' 11ft 物による ìfV:謀への作用として，生体への j~:

按的な被濯による光，被素，栄養塩吸収の ml:i~;: ， 

基質への着生fjJ lf~:Fそして生体に対する陛耗が指摘さ

れている (Dalyand班athieson1977 ; Devinny and 

Volse 1978)。テングサにおいては，砂泥のj枝被(片

l王11955)， シルトのj15i萄による7'[;の再三}E(Fujita et al. 

2006)の影響がド[z告されているが，これらは，いずれ

もシルトや粘土などの微細粒子が対象となっている。

しかし，泉浜においては司日J:jt桔量の増加とともに

(Fig. 9)，仁!こ1央粒在植も増大しており (Fig.10)， 13 J:ji 

の増加が，シルトよりも粒筏の大きい砂や@iと

いった粒子の増加に起1751していたことを示す。つまり，

泉浜における日堆積量の増加はー被夜やj出i笥による光

不足の影響というより，砂や際の移動による摩耗作用

として働いたI可能性が示11変される。

111 ドら(1999) は，振動iJfE装置をもちいて実験し，

粒任0.3mmの砂を， 140 cm/sの振動沈下で作用さ

せて，コンクリートブロック面に着生させたシオミ

ドロ科の海藻 Ectocarpussp.が摩耗するのを観察して

いる。今回，泉浜の試験地で， 日J:j目立量が増加した

|京に，中央粒径値が0.3mmを超えたことを確認した

が，流速の実iJllJ値は得られていない。また，泉j兵の

試品会地のブロックには， 201O:i]三 6月以降， ノコギリモ

クの幼体がブロック上国に高官度に着生し， f室Il:iした

(Fig. 5b) 0 同じホンダワラ科のウガノモク Cystoseira

hakodatensis では，中央粒径値0.20~O.33 mmで，最

大流速148.7cm/sおよび162.7cm/sの環境ドで，土JJ

体の密度低 jマは確認されなかったとの報告がある(椴

:;11こら 2010)。これらを考志すると，摩耗の耐性に種に

よる差があることが示11変されるが，マクサとノコギリ

モクに閲して報告はなく，知見の収集が求められる。

従って，本研究では，幼体のかま耗fI寺における日J:jí~積量

の増加および、中央粒径値の増大を記録したことを報告

するとともに，今後，振動流装置による実験や，海域

における流速観測も1Ji:せた J:jI'積物の影響に関する研

究についての更なる必要性を提言する。

要 約

1)伊豆大島沿岸:の 2池点(;山手j巷，泉iR)で 1年

3カ月にわたり， '1手月 11司，マクサのスポアバッグを

投入し，胞子の着生，幼体の生育，水温観測および期

間限定でJ:jí~積物の調査を行った。

2 )対!日t[正との比lli支から， t不在f-i{~:十に着生したテングサ

科胞子は，概ねスポアバッグ由来のマクサ胞子である

ことが示され，スポアノすツグからのIJ包子放出を確認し

た。また可試!投地ともに， 7 ~10月に，採Wî器に多

くのテング、サ科ーIJ包子の着生が雌認されたことから， こ

の時期がスポアバッグの投入に適していると考えられ

た。

3 )スポアノfッグを|主l定したこi二台コンク 1)ートブロッ

クにj1flîN式見失l出ともに，マクサ土1J体の ~~:!:I三が認められ

た。ただし皮1手法で、は，マクサはその後も良好に生

長し，成熟も認められたが，泉ìJ~では減耗した。泉jjE

において，幼体の減耗したH出lJJに， J:jHl't物の lヨJ:jí~干

の増加lおよび、1:1:1央粒径{I!t(の増大が観祭された。
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