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小型海藻藻場の重要性と磯焼け域におけるその回復の試み

吉村 拓1*・八谷光介2・i青本節夫1

The Importance of Small-sized Macroalgae in Coastal Ecosystems 
and a Trial Bed Restoration in a De-vegetated Area. 

Taku YOSHIMURA 1 *， Kousuke Y A TSUY A 2 and Setsuo KIYOMOT01 

Abstract 

Restoration of perennial beds of large macroalgae. e.g. kelp or Sargassum bed. with year-round 

vegetation is usually difficult under high grazing or browsing pressure by herbivorous五shes.Some species 

of small-sized macroalgae也athave not yet been recognized as target species for restoration are known to 

contribute to th巴 dietand the shelter of juvenile lobsters and turban shells on their nursery grounds. and to 

abalone and sea urchins as primary foods. Therefore. using small macroalgae would be significant for bed 

restoration in de-vegetated area. The unintentional restoration of beds of small macroalgae that we 

observed ne訂 Nagasaki city suggests出attheir reconstruction would be easi巴rand more realistic than 

restoring beds of large macroalgae. If small macroalgae were included as target species for algal bed 

construction. it would contribute to more flexible and realistic algal bed restoration. 

1.はじめに

近年，九州沿岸では植食動物の採食圧や高水温が関与

すると見られる大型海藻類の藻場の衰退や構成種の変化

が顕著で，四季藻場の減少や磯焼けの拡大，春藻場の成

立などの報告が相次いでいるI)-5)。このため，磯焼け

対策ガイドライン6)に基づいた漁業者らによる対策が各

地で講じられ，成功事例も増えてきたが，植食性魚類に

よる採食圧の高い水域ではその軽減策が容易ではなく，

四季藻場の回復は困難な場合が多い。

海藻類の大きさと生長の方向に基づく生活形7)のうち，

小型直立海藻と小型塊状海藻には本邦に分布する褐藻，

緑藻，紅藻の多くの種が属する。小型直立海藻であるテ

ングサ類については増殖や造成に関する研究例がある8)，9)

が，他の小型海藻類についての事例は限られており 9)• 

水産庁の磯焼け対策ガイドライン6)も大型海藻以外では

テングサ類を含むに留まっている。一方，磯焼けに苦し

2014年11月17日受付. 2014年12月8日受理

キーワード:小型海藻，藻場造成，イセエビ

む地先の多い九州では，近年，小型海藻類の果たす役割

や機能に着目するとともに，それらを藻場造成や地先の

生産力回復に積極的に利用しようとする動きが見られ

る10)，11)。小型海藻類の機能や増殖法については未解明

な点が多いが，藻場造成対象種にこれらを加えることが

できれば，より柔軟かつ現実的な磯焼け対策の構築に資

する可能性がある。本報告では，小型海藻の藻場がイセ

エピの成育場として機能している実態や他の動物に対す

る様々な機能を既存知見も含めて整理するとともに，そ

の造成例および今後の謀題について述べる。

2.小型海藻藻場の機能

1) イセエビ稚エビの成育場としての機能

イセエピPanulirusjゆonzcusはポストラーノf期lこ藻場

に着底し，その後の 1年間は藻場を成育場として利用す

る12)。本邦のイセエピ分布域全体を考慮すると，この

成育場はカジメ類やホンダワラ類など大型褐藻類による
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藻場が一般的である 12)。 しかし静岡県伊豆地方では 1) 12)。このこと は 小型海藻群落中で稚エピの生息密

テングサ漁獲物中に稚イセエピ (以下，稚エピ)が混じ 度を推定する場合，海藻の刈 り取り調査だけでは不十分

ることは古くから知られており，甲長 (CL)30mmま で海底基質の表面の孔も調べる必要があることを示唆し

での稚エピが出現するこ とから着底から翌夏頃までは渓 ている。定量的な評価には課題が残るが，マクサやヒラ

着生活をすると考えられていた13)。伊豆諸島では定量 クサなどの小型海藻藻場が稚エピ成育場としての機能を

的な評価が行われ，採取されたヒラクサ100kg(湿重量) 果たしていることに相違はない。

当たり 6 ~ 7 尾 (調査 日 別では22.9尾が最大)の稚エピ 九州でも小型海藻藻場で稚エピを多数観察した地先が

が出現した ことが報告されている (Table1) 14)。筆者 ある。宮崎県宮崎市青島地先には，いわゆる鬼の洗濯岩

の一人が伊豆半島東岸の河津町地先 (Fig.1)の水深約 として知られる波状の岩礁帯が広がり， 小型直立海藻を

10m地点で，マクサなとさの小型j毎i巣が繁茂する巨磯や転 主体とする5車場が形成されている。2007年8月にこの青

石計21個を対象に日中調査 した結果12)では，うち 9個 島南の波状岩帯 と青島漁港東の防波堤周辺の岩礁帯

の石 (長径10l~280cm ， 高さ 53~96cm) から甲長6.6~ (Fig. 1)で潜水調査を行った。岩礁表面を観察し，発

11.4mmのポストラ ーバや稚エピが計30個体出現した。 見したイセエピは甲長を測定した後に元の孔に戻 し，稚

ただし藻長14~38cmのマ ク サ とヒラク サの優占する エピが潜在していた孔を中心とした50x 50 cmの範囲内

小型海藻の藻体中 (Fig.2)に隠れる稚エピはごく少数 における優占海藻の種別被度と藻長を記録した。調査に

で，かつ着底直後の小型個体に限られ (Fig.2)，石表 要した時聞から採集 ・測定作業に要した時間を減じて探

面に閉口する孔に隠れる個体が有意に多かった (Table 索時間とした。 この結果， 甲長6.5~ 15.5mmのポス ト ラ

Table 1 Existing researches focused on juvenile spiny lobster in small macroalgal bed. 

調査地 調査年月 優占

海藻種

東京都神津島 ・ 大島 1982年7~10月ヒラクサ

向上 1983年6~10月 ヒ ラク サ

調査内容 稚イ セエピ

総数 密度 密度の単位

刈 り取り 54 6.3 尾/ヒラクサ100kg

刈 り取り 344 7.1 尾/ヒラクサ100kg

静岡県河津町 1989年7月 マクサ 刈り取り 2 25.3 尾/紅藻類100kg

出展

東京都， 1983 

向上 マクサ 岩礁部の目視観察 16 20.4尾/観察1時間 Yoshimura et al.， 2∞4 

向上 1989年8月マクサ 刈 り取り 1 17.1 尾/紅藻類100kg (一部改変)

向上 マクサ 岩礁昔日の目視観察 11 44.0 尾/観察1時間

Fig. 1 Research locations and dive sites (ム)at Kawazu. Shizuoka Prefecture (left)， and at 
Aoshima. Miyazaki Prefecture (right). Photos were cited from the aero photo browser 
of Geospatial Information Authority of Japan 
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Fig. 2 Research results in shallow subtidal boulder field at Kawazu in July and August 1989. 
left : Wet weight composition of dominant macroalgae on the 8 habitat boulders of juvenile spiny lobsters. 
middle : Total length frequency distributions of two dominnat agar algae on the habitat boulders of juvenile lobsters 
right : Carapace length frequency distributions of juvenile lobsters by microhabitat 
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Fig.3 Research results on shallow wave-cut benches at Aoshirna in August 2007. 
left : Mean coverage (%) of macroalgae within the nine 50 X 50 cm quadrats centered around habitat holes of juvenile 
lobsters. 
middle : Totallength frequency distributions of 3 dominant macroalgae in the same quadrats. 
right : Carapace length frequency distribution of juvenile lobsters. 

Table 2 Result of visual census on juvenile spiny lobsters in srnall rnacroalgal beds at Aosirna， Miyazaki Prefecture. 

稚イセエピ

調査地 調査年月 優占海藻種 総数 観察時間 密度

分 尾/時間

宮崎県宮崎市 2007年8月 ヤハズグサ，ホソパノトサカモドキ，ヤタベグサ 14 28 

32 

30.0 

9.4 向上 向上 オオギ類，有節石灰藻 5 

ーパや稚エピが藻長 9~26crnのヤハズグサ，ホソパノ

トサカモドキ，ヤタベグサの優占する場所に生息してい

ることが分かった (Fig.3) 0 1時間当たりの観察尾数

は30.0尾 (Table2) で，静岡県河津町地先のマクサ場

での観察結果 (20.4. 44.0尾/時)に匹敵した。一方，観

察時間はやや短いが，藻長の短いオオギ類(ここでは，

シマオオギなど扇状のアミジグサ科海藻のうちウミウチ

ワ属を除くもの)や有節石灰藻の優占する地点では少数

の観察 (9.4尾/時)に留まった。この例は，テングサ以

外の小型海藻類にも稚エピの着底 ・成育場として一定の

役割を果たす種があることと，海藻の種によってその機

能性に差のある可能性を示唆している。今後，より詳し

い研究とともに，大型海藻藻場の機能との定量的な比較

が必要で、あろう 。

2) 他の小型海藻の機能に関する既存情報

小型海藻類と動物との関係に関する研究例や，小型海

藻の増殖や藻場造成に関する研究例の文献調査結果を

Table 3に示す。ここでは，調査水域や対象種の分布域

を温帯中の黒潮 ・対馬暖流影響水域に限っており，かっ

水槽実験や人工種苗の検討例は含めていない。これによ

ると，磯根動物の消化管内容物を検討した例が比較的多

く，クロアワビがタバコグサやアミジグサを主な餌にし

ている例15)や，アワビ類がマクサなどを副次的に食べ

ている例16) トコブシ類17)や大型藻類のない場所に生

息するサザエ18)では小型海藻類が主要な餌料になって

いることが報告されている。また，アカウニやバフンウ

ニが秋季にはアラメやカジメに次いでイバラノリ類を多

く食べていた例19)やムラサキウニがアラメに次いでサ

ンゴモ類やイバラノリを食べていた20)ことも報告され

ている。成熟個体や未成熟個体の生息 ・成育環境として
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Table 3 Existing reports focused on small-sized macroalgae in shallow areas along warm currents around 
Japan. Studies based on tank experiment or artificial shellfish s巴巴d，and botanical studies of 
macroalgae are not included. 

目的・対象 機能・効果 主な対象海藻 出展

天然餌料の検討
クロアワビ 天然餌料 タバコグサアミジグサ 殖回 ・岡田 1941 

アワピ類 ・トコブシ 天然餌料 マクサユカリ 野中・岩橋 1969 
フクトコフ'シ 天然餌料 テングサ類シマオオギ 都水試 1975 

アカウニ ・ノ〈フンウニ 天然餌料 イノ〈ラノリ spp 今井 ・新井 1986 
ムラサキウニ 天然餌料 サンゴモ類イバラノリ フクロノリなど 今井 ・児玉 1986 

サザエ 天然餌料 アミジグサ類モロイトグササンゴモ類 山川・ 林 2004 

生息環境

サザエ・バテイラ 親貝の生息、場 無節サンゴモ類有節サンゴモ類 山崎 ・石渡 1987a

成育場
サザエ 稚貝の成育場 カニノテ属ヘリトリカニノテ属オオシコロ 山崎・石渡 1987b

イセエピ 稚エピの成育場 テングサ類 伏見 1978 
イセエピ 稚エピの成育場 ヒラクサ 者11水試 1984 

イセエピ 稚エピの成育場 マクサヒラクサ Yoshimura et al. 1994 

餌料供給

イセエピ稚エピの餌料生物供給 イノTラノリカニノテエツキイワノカワ 荒武 2004 

海藻増殖 増殖 テングサ類 山崎 1962 
増殖 テングサ類フノリツノマタイワノリ 片田 2003 

i渠場造成 混生効果 ツノマタアミジグサマクサフク ロノリ 向井ら 2003 
ウニ類身入り改善

テングサ類アミジグサ類 宮崎県 2014 
ガラモ幼体保護

小型海藻類の藻場が重要であることはサザエ21).22)とイ

セエピ12-14)で報告が見られ，稚エピが良く 摂食するイ

ワカワチグサやコップムシ類をイバラノリやカニノテが

安定的に供給できる23)ことも報告されている。

3.長崎市地先での小型海藻藻場の造成例

小型海藻の増殖についても若干の研究例があるが，テ

ングサ類8).9)の他にはフノリやツノマタ9)が対象になっ

ている程度である。深場造成においては，小型海藻類を

混生させることで大型藻類の生残率向上を図ろうとする

例24)や小型海藻によってウニ類の身入り改善を可能と

する報告ll)がある。

Table 3には合めていないが，アワビ類などの天然あ

るいは人工程苗を用いた水槽実験では，さらに多くの小

型海藻類の有効性が検討されている。例えば，サザエ稚

貝の蝿集率や摂餌率は紅藻類で高く，特にオパクサやム

カデノリ，フダラクなどが好適と報告されている25)。

クロアワビ稚貝では小型海藻15種の餌料効果が検討され

ており，例えば殻長20mmの稚貝の成長室はイロロ，ネ

パ リモ，イシゲな どで高い26)。一方で，エゾヤハズが

クボガイとパテイラの摂食阻害物質を持つことも知られ

ている27)。

このように小型海藻類と動物との関係，あるいはその

増産や務場造成などの研究例は多くなく，対象種も限ら

れる現状にある。今後，種別の機能や役割の評価に加え，

その増殖や造成のための技術的検討も求められよう 。

長崎市見崎町田熊地先 (Fig.4)では，磯焼け対策ガ

イドライン6)に則った藻場造成が2008年から始まった28)。

当地先一帯にはいわゆるウニ焼け帯が広がっており，特

にムラサキウニの密度が高い。このため，採用された手

法はウニ類の除去とホンダワラ類の母藻設置であった。

Fν 咋.君、 河
一一二ー 通i.J 有 国

;堅山戸時《久1
・・・ム.・ ~--

、¥目

1 
lkm 量理

Fig. 4 Experimentallocations for algal bed construction 
at Nagasaki. Satellite image was supplied by 
Japan Aerospace Exploration Agency 
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2008年6月対策開始。中央がウ二
フェンスでその左が対策区。

Fig. 5 Photographs of experimental site for algal bed construction at Misaki， Nagasaki Prefecture. Middle 
photograph by K. Nanri. 

2010年7月:対策開始。ウニハー
ドルで囲った範囲のウニ類を除去
して母藻を投入。

2011年4月 部で高密度に発生した
ホンダワラ類だが，この後次第に短く
なり夏には消失した。

2010年10月対策区(暗色部)と
その周辺の鳥畷写真。大型海藻は
まだ見られない。

2011年7月.ホンダワラ類の母藻投
入。アミジクサ類やウミウチワも若干
混ぜた。

2010年10月.対策区周辺は磯焼
け(左)だが，区内には小型海藻類
が出現した(右)。

2012年6月.大型海藻類は前年同様
だったが，アミジクサ類やウミウチワ
の藻場が形成された。

Fig. 6 Photographs of experim巴ntalsite for algal bed construction at Kashiyama， Nagasaki Prefecture. 

当地は，海岸線から100mほど沖に向って緩やかな傾斜 ものと考えられた。周辺環境や残っている海藻類の種・

の磯場が続き，それ以深は砂泥底に転ずる。この様場に 量にも よるのだろうが，小型海藻類の藻場造成では大型

ウニフェンスで囲った対策区が設定され，2008年 5-7 海藻類のような母藻の大量投入は必ずしも必要ではない

月にかけて内部のウニ類を除去するとともに 1.5km沖 可能性が示唆される。

の村l楽島に形成されていた春藻場から採取した母藻が投 この田熊地先から西北西に約4.5km離れた樫山町西の

入された (Fig.5)。その結果，翌年には母藻投入した 浜地先 (Fig.4)では， 1年遅れて2009年から検討が始

マメタワラやキレバモクなどによる春藻場が形成され， まり，翌2010年から本格的な造成対策が始まった。当地

年によって藻場の規模や平均藻長などに変動は見られる は海岸線から沖に向って少なくとも数百m以上に渡って

ものの，2014年現在まで春藻場は毎年形成されている。 磯・転石帯が続き，やはりムラサキウニが高密度に分布

注目すべきは，この大型海藻類の繁茂と同時にウミウチ する。このうち岸寄りの水深約 2-3mの磯・転石帯に

ワやアミジグサなどの小型海藻類も濃密に繁茂 した ウニハードルで囲った対策区が設定され，田熊地先と同

(Fig.5)点である。いずれも母藻投入されておらず， 様の策が講じられた。母藻は田熊の造成藻場で採取され

周辺一帯にわずかながら残っていた個体から再生産した たマメタワラやキレパモクで，目標はやはり大型褐藻類
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による春藻場造成に設定された (Fig.6)。その結果，同

年10月には鳥鰍写真でも周辺の未対策域との識別が容易

なほど，小型海藻類が生育した。翌2011年4月頃からは

一部でマメタワラなどが高密度で発生し，最長で49cm

まで伸長したが，その後次第に魚類によると推測される

食害を受けて短くなり，夏までには消失した。このため，

2011年にも再び母藻投入が行われたが，母藻を採取した

同年7月26日はホンダワラ類の成熟末期であったために

十分量を確保できず，水深10mの砂泥底に溜まっていた

ウミウチワやアミジグサなどの小型海藻類の寄り藻も少

量採取して母藻に混ぜた (Fig.6)。この結果， 2012年6

月にはウミウチワ，アミジグサ，テングサ類などの小型

海藻類が比較的高い密度で広範囲に藻場を形成した

(Fig. 6)。同時に対策区周辺のムラサキウニの身入りが

回復して漁場として利用された結果，ウニ類の除去域が

次第に広がり，小型海藻の藻場はさらに周囲に拡大し

20日年には2012年に母藻投入をしていないアミジグサが

特に濃密に繁茂した。これらの事例は，ごく浅瀬や岩の

隙聞などにわずかながら小型海藻が残っていれば，ウニ

類を除去するだけで比較的広域に藻場を形成できる可能

性を示している。

なお，前述のとおり田熊地先では岩礁帯が沖合に向っ

て100m程度と短く，その沖には砂泥地が広がる。磯や

転石は高さの低いものが多く，海底の起伏は乏しい。ま

た，所々に海岸近くまで砂地が入り込んで岩礁帯が分断

されてもいる。一方，西のi兵では沖に向って長く岩礁帯

が続いており，砂地の進入も見られない。潜水観察では，

長崎市地先に一般的な植食性魚類3種(アイゴ，ブダイ，

ノトイスズミ)のうち少なくともプダイの生息数は後者

が多い。これらのことから，起伏に富んだ岩礁帝がi中岸

方向や海岸線沿いの方向いずれにも連続して発達してい

る場所には植食性魚類が多く，食圧がより高いのではな

いかと考えている。

2012年10月

4.今後に向けて

従来，岩礁域での藻場造成や磯焼け対策では，主にコ

ンブ類やホンダワラ類などの大型褐藻類が対象にされて

きた6)。海藻類の多くを占める小型直立海藻や小型塊状

海藻では，寒天原料として重要なテングサ類が対象にさ

れた例は比較的多い8).9)が，それ以外の種が扱われた例

は限られてきた9)。しかし上述の通り小型海藻類やそ

の藻場にも水産資源に対して様々な役割を果たしている

ものが存在しており，小型海藻類が大型海藻類藻場の代

替的機能を果たし得ると考えられる。一方，筆者らの調

査経験では，シワヤハズの周辺で稚エピを観察したこと

がほとんどない。この原因は不明だが，同じアミジグサ

科の海藻には例えばエゾヤハズのように腹足類の摂食阻

害物質を持つものが知られており，稚エピあるいはその

餌動物が避けるのかも知れない。また，稚エピ密度は藻

長の短いオオギ類の優占する藻場では低い傾向が示され

たことも，藻場を必要とする動物種ごとに有効な小型海

藻類は異なることを示唆している。生成物質や含有栄養

素，立体構造，葉上動物群，繁茂期間など利用する動物

に影響すると考えられる条件を考慮して有効な種を見出

すと共に，有用種を用いた簡便な藻場造成技術の開発が

求められる。今後の温暖化の進行によって水温や採食圧

が上昇するならば，大型海藻類に拘らないより柔軟かっ

現実的なi来場造成対策の構築上，これら小型海藻類を対

象に含めることは有効であろう。

ただし大型海藻による四季藻場回復の可能性を否定

する意図は全くない。Fig.7は長崎市地先で2004年頃か

ら春藻場しか形成されなくなった水域における野外実験

の様子である。設置したノコギリモクの母藻から生じた

新生個体をステンレス製の小型カゴで保護した結果，小

規模ながら四季藻場が5年に渡って維持されている。周

辺に春藻場が形成され，植食性魚類の食圧が様々な海藻

2013年7月

Fig. 7 Photographs of caged algae， Sargassum 111αcrocαrtum， at Misaki， Nagasaki Prefecture. 
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に分散すると考えられる春~初夏だけは藻長 1m近くに

まで伸長してカゴからはみ出るが，それ以外の季節は短

いままである。この事実は，春藻場しか形成されない水

域でも，四季藻場形成に必要なボトムアップ的条件であ

る水温，栄養塩，光，波浪，基質などに特段の問題がな

いことを示唆している。同時に，食害を防ぐ，あるいは

採食圧を小さくする技術が開発されれば，四季藻場の回

復は可能なことも示している。小型海藻藻場の造成技術

とともに，魚類による採食圧の低減技術の開発が課題で

あることに変わりはない。
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