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Effect of Marine Environment on Annual Changes in First Year Biomass 

of Saccharine japonica var. ochotensis at Rishiri Island, Japan 

Akiyoshi SmNADA1*, Yoshinori NrsHrnA1. Takanori KumBAYAsm1, 

Hiroo GoDA2, Tadashi KAwAr3 and Shoichi Airnnrn4 

Abstract 

Effect of marine environment on annual changes in first yεar biomass of Saccharina japonica var. 

ochotensis in summer (hereinafter referred to as Kelp biomass) were investigat巴dfrom 1998 to 2010. at 

Rishiri Island. Japan. Relatively large fluctuations were observed for・bothKelp biomass (mean 257g m…2. 

range 0 157lg m…2) and sea urchin biomass (mean 153g m…2; range 40-348g m 2) during study period. 

Th巴 correlationcoefficient between Kelp biomass and sea urchin biomass was negativ巴（r=-0.34.n=l2. 
P口 0.28). The relationship between Kelp biomass and each temperature from January to April was 

unclear. DIN (NQ3-N+N02-N) concentration decr巴asedfrom January to April. on the other hand PO.i-P 

concentration was relatively uniform. Changes in the NP ratio from January to April indicated that 

exhaustion of DIN occurred in March and April. The correlation coefficient betwe巴nKelp biomass and 

DIN conc在日trationin March was significantly positive (r=0.83. 11口 9.pく0.01).Thεse results suggest that 

DIN concentration in March is limiting factor of Kelp growth at Rishiri Island. We use a generalized 

linear model (GLM) to statistically analyze the field survey data. The model using DIN concentration in 

March and sea urchin biomass as explanatory variable was selected by AIC. This result sugg色ststhat 

DIN concentration in March and sea ur・chinbiomass are important for changes in first year biomass of 

Kelp at Rishri Island. 
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1.緒 言語Z
Eコ

リシリコンブ号Saccharinajaponica var. ochotensisは，

北海道では松前半島の白神御から日本海沿岸および宗谷

海峡を経て知床例まで分布する。主な分布土或は羽幌町か

46'N 

ら総走市までで，主産地は稚内市，利尻島，礼文島であ 44・N

るI)。やでも利尻島援の天然リシリコンブは高級料玉虫の

「出ri-Jとして使われ産業的な優良種となっている。し

かしその生産量は1940年代の約1500トンから減少傾向

が続いており2），近年の生産量も100から250トンと不安

定な状態にある。また，その現存；澄は，リシリコンブを

餅とするキタムラサキウニStrongylocentrotusnudusや

エゾバフンウニS.intermediusなど，経済｛制度が高い底

楼動物の身入りや成長にも影響を与える。よって，リシ

リコンブ現存盗：の変動要留を明らかにすることは，言十図

的な漁業経営を行う法礎的情報としてZ主要である。

これまで，コンブ類の生産量や現存長と冬季の水混に

負の！努係があることが利尻島のリシリコンブ2）～.！），北

海道後志沿岸のホソメコンフ•＂Saccharina japonica var. 

reli包wsa5l～8），津軽海峡沿岸のマコンブSaccharinajtψonica 

var. j，ゆonica9lおよび、青森県下北半島のマコンブ10）など

数多く報告されている。冬季の低水滋は，鉛夜混合の強

化5）や親潮系水の移流9)Iこより発生し，その水塊は栄養

士怒濃度が高いと考えられている。また，低水j邸主ウニ類

の摂餌活性を弱化させるので，総合的にコンブ類の主主管

に良好な環境を形成すると考えられているお7).11）。し

かしながら，これらの報告の多くは，人為的な漁獲努力

が影響する漁獲澄を算定基礎として解析が行われている

ため，天然コンブの現存最変動を正確に捉えていない可

能性もある。また，栄養塩濃度については水滋から推定

したものが多く，災i制度を用いて解析した研究は少なし、

そこで， 1998年から20101ドにかけて利尻島若手形地先に部

変ラインを設定してリシリコンブ現存殻と海洋環境を調

査することで，水j品，栄養犠濃度およびウニ類現存登が

1 :9三日リシリコンブ現存登lこ与える彩警撃を解析した。

天然リシリコンブは2年目コンブが漁獲対象となる。

よって， Iiド尽リシリコンブ現存監の変動姿国を解明す

ると共に 2年目への移行率（生き残り率）の変動要因も

重姿な研究課題である。今回は，全体像解明の第一段階

として 1年目リシリコンブ務作登変動要図の解明を行っ

た。その結果，水混との関係は明確ではなく， 3月の栄

養塩濃度（溶存態無機家主交）およびウニ類現存登の彩警~／.

が検出されたので報告する。

2.材料および方法

1年包リシリコンブとウニ類の現存量測定試料は，北

海道利尻島の奇形で1998年から2010年の6～7月に潜水

により採集した（Fig.l)。調査測線l主主手近くの起点か

42'N 

40'N 
140'E 142'E 144＇定 146'E 

Fig. 1 Map showing the study area and sampling 
location (open circl巴） at Rishiri Island, Japan. 

られ，，方向に向かつてzoom（平均水i*2.7m）設置し枠

取り採集凶績は海藻類0.25m2，ウニ類 1m2とした。採

集は，起点からlOOmまではlOmflfJ隔で，以降200mまで

は20m間隔とした。採集試料から 1年自リシリコンフ＼

種類別ウニ類のi盟意蚤をそれぞれiJ!IJ定し最終的に I

ロ12当たりの現存最に換算した。各年のI年目リシリコン

ブとウニ類の現存設は，それぞれの合計宇現存設を翻資枠

数で除して解析にfflいた。

海洋環境潟査は1998年から2010年の lflから 4月に行

った。水ilfi'1.駁分は降下高等：の一時的な陸水の影響を避け

るため， ]fg岸400mに調査点を設定して（水深20m)STD 

(JFEアドパンテック社製）で社!IJ定した。栄養塩類は，

プラスチックバケツにより採水した表爾海水を実験室長に

持ち帰；り，オートアナライザー（ピーエル・テック社

製）で繍酸態皇室素（NO:i-N), .ii［硝酸態塁送業（N02-N)

およびリン酸態リン（pQ4-p）を測定した。

1 ijO Elリシリコンブ現存廷に影響を与える要因の解明

には，初関係数が高い変数を説明変数として一般化線形

モデル（Gen巴ralizedLinear Model : GLM）をmい要i蕊

の絞り込みを行った。 GLMとは単回帰やロジステック

!ill婦など応答変数の従う確率分布が異なる線形モデルを

i可ーの枠組みの中で絞り扱うモデルであり 12），説明変

数i渇で最も予jJ!IJカのおいモデルをAIC等の指採に基づい

て選択を行う。今回は 1if'‘日リシリコンブ現存量を応答

変数として，説明変数としては 1年目リシリコンブ現存

長と相関が高かった 3月の溶存態無機皇室索（DIN:

NQ3-N十N02-N）と 6～7月のウニ類現存f立を用いた。

また，応答変数の 1：：（手目リシリコンブ守現有：設は，連続変

数で非負債なので確率分布にガンマ分布を設定した。連

絡関数についてはガンマ分布のiE準i妥結関数である逆隠
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Fig. 2 The first year biomass of Sαcchαrinejajうonicαvar.ochotensis (g m-2) and sea urchins biomass (g m-2) 
during the summer from 1998 to 2010, at Rishiri Island. N.D. indicates that no data are available. 

数とし，モデル選択はAICを汗jいて行った。

3.結果

1 i下回リシリコンブ現存～設の経年変化をFig.2に示す。

経年変化は大きく， 1999.2002, 2003および2005年の採

に1g m-2以下の年もあれば， 1998,2007. 2010年の様

に500gm-2を超える年も見られた。利尻島沓形に主に生

息しているウニ類はキタムラサキウニとエゾパフンウニ

との2種類であった。キタムラサキウニ現存翠；は1998＇.年

から2005年までは緩やかな減少傾向にあったが，それ以

降は変動が大きくなり， 2α06.2008年でlOOgm-2以上と

硲く， 2007,2010年で＇25gm 2以下とi尽くなった。エゾパ

フンウニ現存登については， 2003年に縫大fu主（257gm-2) 

を示すなど2001～2005年にはキタムラサキウニ現存最よ

りおく推移した。ウニ鎮魂存翠：（キタムラサキウニとエ

ゾバフンウニの和）と 1主ド自リシリコンブ現存：澄の相関

分析の結果，相関係数は負f窓だった （r＝ー0.34,n=l2. 

フィールドよとの16を下回っており， 3月と 4月にはDIN

の濃度がほぼ沼渇している年もあった（Fig.3）。各月

の水j鼠と l'.fド日リシリコンブ現存食について相関係数を

計算した結果，いずれの月の水温とも手nまな拐隠は認め

られなかった（ 1月・ r=-0.54,n= 10, Jう＝0.13:2 R・F

0.14. n=lO. iう口0.7;3月 ： F官 0.15,n=lO, ρ＝0.69; 4月 ： 

戸－0.25,n=ll，ρ＝O必）。一方，各月のDINの濃度と 1

年凶リシリコンブ現存：澄について相関係数を計算した給

条， 3月に有意なIEの相関（r=0.83, n=9，βく0.01）が

認められた（Fig.4）。水滋とDIN濃度の相関係数はすべ

て有怒：でなかった（ 1月・戸ー0.15,n=8，ρ＝0.72; 2月：

戸 0.002,n= 10, Jう＝0.99: 3 R : r=0.20. n=S. p=0.63 : 4 

月： r=0.06, n= 10，ρ＝0.87）。 GLMによるそデル選択の

結果，説明変数として3月のDIN濃度とウニ類現存f設を

用いたモデルが選択された（Table1)。

4.考 察

ρ＝0.28）。 1) 水道の影欝

1月から 4月の海洋環境を見ると，水j邸主2から6.8 北海道日本海のコンブ類について，経験的に冬季の水

℃の範問を変動し2から 3月にその年の最低値を記録す 混が低ければ漁獲量が高いと考えられてきた。実際，利

る傾向にあった（Fig.3）。塩分にi隠しては，月による 尻島のコンブ漁獲；澄は幼胞子体期 (12～ 2月）の水混と

変化が小さく33.6から34.1の範閣にあった。 DIN波皮は 会の相関があること3），後志管内のホソメコンブ漁獲：竪

2007年3月のJ憶に9.6μMと高い｛践を取る年もあるがさま は冬から春季（ 3～5月）の水温が低いほど高い漁獲が

本的には 1月から 4月にかけ減少傾向であった。 P04…P あること5），北海道津軽海峡沿岸のマコンブ漁獲量は潟、

濃度に関してはDIN波皮のような減少傾向は顕著で無か 獲前年の冬季水添と負の相関があること9）などが報告さ

ったo NP比をえると，調資鰐問中ほとんどの値がレット れている。
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Fig. 3 

利尻島の冬季水j犯の変動は2～7℃の総鴎でありこれら

の滋遊水温よりも低かった。水j昆がi立援リシリコンブの

生長に影響を及ぼすのであれば，本研究で得られた水温

変動内では 1年目リシリコンブ現存登と正の相泌が得ら

れることを示す。しかし本研究では明確なlEの相関は

認められなかった。よって．冬季の水浪変動が1:ff三日リ

シリコンブ現存登lこ疫接彩響を与えている可能性は低い

と考えられる。

2) 栄養塩の影響

本研究において，日間後皮は 1Jiから 2月にはや央イ訟

で4μMと高かったが， 3月から 4月にかけて低下する

傾向があった。一方， PO.i-P濃度については月による変

動は認められなかった（Fig.3)o NPJ:とを見ると， 1月

と2月はDIN濃度とP01-P濃度が枯渇することは？！告かっ

本研究では， 1月から4月の月別水温と夏季の 1年目

リシリコンブ現存；澄で相関分析を行ったが，いずれの月

も水温と夏季の 1年限リシリコンブ現存廷の[I号に明確な

関係が認められなかった。この結来は，漁獲量と現存裂

という迷いがあるものの，これまで水混との問で符られ

ていた結果と異なる。水温が直接コンブ殺に与える影響

として，配偶体の生長と成熟および幼胞子体の生長があ

げられる。リシリコンブ他4穏の配偶体の生長と成熟は，

栄養滋類を添加した3～20℃で行った室内培養では8～

13℃で最も高く 13），ホソメコンブではO～20℃の範囲で

12.5℃が最j浸水滋である14）。また，幼胞子体については

リシリコンブの光合成が10℃で最高値を記録すること15)'

リシリコンブ他4穆の幼胞子体の最適生長水温は10.8～

11.7℃であること16）が報告されている。本研究における
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Table 1 

AIC* coefficients 
(Standard error) 

DIN 

Intercept 
(Standard error) Model 

UNI 

98.2 0.0036 
(0.0023) NULL 

96.4 -0.0015 
(0.0011) 

0.0147 
(0.0108) DIN 

96.3 0.0001 
(0.0001) 

0.0002 
(0.0001) 

-0.0031 
(0:0031) じNI

94.6 

ネAkaike'sInformation Criterion 

-0.0013 
(0.0007) 

-0.0007 
(0.0046) DIN＋じNI
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たが， 3月から4月にかけてDINi幾度のみが枯渇する年

が存在した。これらの結果は，冬季の利尻島でP04…Pよ

りもひ闘が栃渇し易く， DINの変動がリシリコンブ現存

量に彩撃事を与えている可能性を示している。吉郎ほか17)

は，海潔類の一次生産と栄養塩の関係について論じた既

往知見のレビューを行い， f盟主義W'・温帯域では ＇） ンよ

りも皇室棄が海藻類の一次生産の主要な制限要図となって

いるjと報告しているが，これは本研究結果と一致する。

月別のDIN濃度と夏季の 1年尽リシリコンブ現存；設の

関係を見ると，特に 3月のDIN濃度に強いlEの相隠が認

められた（Fig.4）。調査期間中3月はDIN濃度の変動が

最も大きい汚であり（0.04～9.6μ M) , 2007年3月は調

ヨ長期間を通じて去をも潟かった（Fig.3）。 2007年は l年

目リシリコンブ現存登が最も高い年でもあり，この年の

僚が相関係数に強い影響を与えている可能性がある。し

かし 2007年のデータを除いても有意な正の籾弱係数が

得られている（r=0.81,n口8，ρく0.05）。これらの結果は，

利尻島では特に 3月のDIN濃度の変動が1年日リシリコ

ンブの現存震に影響を与えているとことを示唆している。

赤池ほか18）は利尻・礼文島で栄養士包が枯渇する5月から

11月に施肥試験を行い，リシリコンブ業体は施肥により

大型化する傾向があったことから，当海域におけるリシ

リコンブの生長は栄養塩淡皮（DINおよび＇'P0.1-P）の不

足により制限されていると推祭している。本研究では3

月のDIN濃度がIiド沼リシリコンブ現存盤：の変動妥協で

あることを新たに示すことができた。

冬季における栄養織の供給について，大きく 3つの経

路が考えられる。一つは，冬季の強い海耐冷却により鉛

直ifl合が強まり， j栄！替の栄養塩が供給される経路5).7). 

ニつ自は，栄養士包の富む水洗の移流によって供給される

経路9）。三つ自は，河川iからの供給経路である8）。鉛直

混合と水塊の移流による栄養塩供給は低水温が指擦とな

ると考えられているが，本研究ではいずれの月も水j鼠と

DIN濃度に関係は認められなかった。また，河川からの

供給については本研究の塩分の変動i協は0.5程度である

ため，ほとんどないと考えられる。以上の様に，現時点

では利尻島における冬季の栄養塩濃度の変動機構は不明

であるが， 3月におけるDIN濃度の変動が夏季の 1：￥自

リシリコンブ現存登の変動に影響を与えていることは明

らかであるので，今後解明する必要がある。

3) ウニ類の影響

浴後君手務形成の妨答要因としてウニ類の摂鱗圧は極め

てE主要であり，海藻が繁茂しない磯焼け海域においても

ウニ等を除去することによって海藻が繁茂することが，

多くの野外実験や観察によって明らかにされている19).20）。

さらに，ウニ類はコンフ守類lこ強い餌料選択性を示し水

温と体重を変数とする臼間摂餅登の隠係式も報告されて

いる21)。名；昨日ほか2）の試算によると，利尻島では冬季の

経年的な水ilill.変動で夜径30mmのキタムラサキウニは2

倍程度摂餌援を変化させることを報告している。しかし

本研究におけるキタムラサキウニ現存登は8から195g

m-2，と24僚の変動を示しており，水温による摂餌愛の

変動を大きくJ二回っている。よって，経年命的なウニ類の

現存蚤変動による摂餅蚤の変化が1年目リシリコンブ現

存還：変動に強く影響していると考えられる。実際，本研

究では，夏季における 1年目リシリコンブ現存蚤とウニ

類現存最の間の相関は弱いものの（戸司0.34,n=l2, 

ρ＝0.28), GLMではウニ類の現存翠：と 3月のDIN濃度を

説明変数としたモデルが選択されている（Table1)。

本研究のウニ類現存；監は夏季に調査されたものであり，

リシリコンブの減耗が最も潟い冬季（幼胞子体拐）のウ

ニ類現存蚤をどの程度反映しているかは不明である。キ

タムラサキウニの季節的な移動は，北海道忍路湾22),23), 

の積丹半島の紡波堤24），道沿岸および泊沿岸25）で報告

されている。それらによるとキタムラサキウニの行動に

波浪が重姿な彩警撃を及ほし，波浪の~5い夏季に密度が高

くなる傾向があることを示している。このことは，本研

究は，ウニ類の摂餌圧がl年おリシリコンブ現存登に与

える彩警撃を過大評価している可能性を示す。ただし本

研究では200mの調査線を設定しているので季節的な深

浅移動があるにしても調査線内に留まる可能性もあるの

で，今後利尻島におけるウニ類現存登の季節変動を切ら

かにする必要があろう。

4.まとめ

本研究では，リシリコンブの幼体期にあたる 1月から

4月の海洋環境とウニ類の現存ままに焦点をあて，夏季の

1年自リシリコンブ現存量との関係を言語べた。その結果，

従来考えられていた水温と夏季の 1年目リシリコンブ現

存蚤の問の関係は明石｛11に認められなかった。 GLMによ

る解析の結果，説明変数として 3 月のDINI~皮とウニ類

現存景を使脱したモデルが夏季の 1年目リシリコンブ現

存：監の予測カが高いと推定された（Table1）。この結

泉は，利尻島における 1年自リシリコンブ現存運：の変動

妥協として， 3月のDIN濃度とウニ類の現存最が議重きで

あることを示している。手lj尻島における冬季のDIN濃度

変動要沼については，鉛i的発合，オホーツク海からの流

入等様々な影響があると考えられるが， JJli:閣については

今後明らかにしていく必至さがある。ウニ類についてはキ

タムラサキウニが現存登の大部分を占めるので。その変

動機構についても明らかにする必要がある。さらに，リ

シリコンブは2年日を採取する漁業であり 1年目から 2

年臼への移行ネも経年変化があることが明らかとなって

いる。今後，移行率についての研究も必姿となる。
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