
1. はじめに

日本の藻場は，沿岸域開発などで減少してきた

（KOMATSU,1997.向井，2008）。近年は海面水温

の上昇によって，藻類と生息場をめぐって競合す

るサンゴが北上しており，藻場の減少の度を速め

ている（野島・岡本，2008．岡本，2008．谷口，

2008）。藻類のなかでも多年生のアラメやカジメ

は典型的な海中林を形成し，豊かな生態系が形成

されていた（谷口，2008）。減少するアラメやカ

ジメ藻場を再生させる試みは，海藻礁の設置，投

石，母藻の投入，ロープや小型基盤に栽培した海

藻の移植など，種々行なわれてきた（谷口，1996．

清水，2002．荒武，2009．木村・山内，2009．桐

山，2009．田井野，2009．木下，2009）。

著者らは，多年生藻場（アラメやカジメ）の再

生には，海藻が育った着床具を海中の岩盤等に確

実に固定し，その一部が死亡したら着床具の交換

を行う，継続管理型の再生技術が必要と考えてい

る。またアラメの着生・栽培・移植を効率的に行

うには，海藻専用の着床具が必要と考え，2003
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年から2009年に，アラメ・カジメの幼体移植の

ために，着床具を用いる種苗栽培法の開発実験を

行なった（田 他，2013）。その結果，スラグセラ

ミック製のサンゴ着床具（OKAMOTOetal.,2008）

を用いることで，シュロ縄や樹脂ロープと同様，

浸漬処理を行なうことなく，室内水槽でアラメの

遊走子を着生させ，幼体まで栽培することができ

た。また，栽培上の2つの問題点も明らかになっ

た。一つは，着床具を密に配置したままアラメの

栽培を続けると，仮根が伸びて隣の着床具やそこ

に育つアラメの仮根と絡み，複数の着床具が結合

して外せなくなったこと。もう一つは，アラメの

成長につれて葉体が密生して光量不足や生育障害

が起き，着床具に育つアラメの株数が減少していっ

たことである。

本研究では，海藻着床具の開発，海藻着床具へ

のアラメ遊走子の着生部位と成長，密に配置した

着床具に均等に遊走子を着生させる方法，多数の

アラメが育った着床具を得るための着床具の間隔

広げ，に関して行なった実験結果について報告

する。

2. 材料および方法

2.1 海藻着床具

サンゴ用のスラグセラミック着床具を用いたア

ラメ着生実験の結果，アラメの遊走子を着生させ

る部分（着床板）の要求性能は次のようであった。

「浮泥がない場合は着床板は水平が良い。着床板

に浮泥が堆積する場合は，着床板は鉛直方向ある

いは斜めにする必要がある。着床板には溝などの

着生面積を増やすための加工は不要で，平板の

ままで良い」（荒川・松生，1990．荒川・森永，

1994．ROEROEetal.,2013.田 他，2013）。こう

した着床板を有した着床具を製作するには，その

他，次の3点の配慮が必要である。（1）遊走子の

着生を水槽で効率的に行なう上で，狭い面積に多

数配置できる形状であること，（2）日照部に着生

した遊走子がアラメの幼体に成育するので，着床

具は上下に重ねず，一層配置で用いること，（3）

着床具を海藻礁や岩盤に固定するうえで，運搬や

固定が容易であること。

これらをもとに，Figs.1,2に示した海藻着床

具（SeaweedSettlementDevice;SSD）を開発し

た。海藻着床具は平坦な着床板（Plate.幅4cm，

高さ3cm，厚さ0.7cm）の両面下部にスペーサ

（Spacer.1.5cm×1.5cm，厚さ0.35cm）を設け，

その中央には直径 0.35cmの穴（Hole）をあけ

た。スペーサと着床板からなる海藻着床具の重量
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Fig.1.Sizeofseaweedsettlementdevice（SSD）

Fig.2.Slag-ceramic seaweed settlement device
（SSD）.（a）SideviewofSSDs,（b）Bird・seyeview
ofSSDunit:10SSDswereconnectedbybamboo
rod3mmindiameter,（c）ArrangementofSSD
unitsonrackforthesettlementof Eisenia
bicycliszoospore.ClearancesofeachplateofSSD
unit（A）was0.7cm,andclearancebetweeneach
SSDunits（B）was1.5�2cm,（d）Separationof
SSDsonrack.ClearancesofeachplateofSSD
（A）,andclearancebetweeneachunits（B）.



は約16gである。遊走子を着生させる際は，海

藻着床具は立てて［Fig.2（a）］，竹ヒゴなどで連

結して束にし［Fig.2（b）］，それを架台上に密に

配置して用いる［Fig.2（c）］。スペーサは連結時

に着床板間に0.7cmの隙間を作り，着床具の上

面だけでなく側面にも遊走子が着生できるように

した。海藻礁などに着床具を固定する際は，上面

に直径 3�3.3mmの穴をエアドリルで空け，着

床具を横向きにして釘を打ち込んで固定する。着

床板の有効着生面積は，板の上面，広い両側面

（スペーサ部を除く），狭い両側面で，約26.5cm2

である。

製造法はサンゴ着床具（田 他，2013）と同様

で，製鋼スラグとアルミドロスを混ぜて金型プレ

ス成型し，酸化焼成した。それによって，酸化鉄

とアルミニウムが高温で爆発的に燃焼し（テルミッ

ト反応），同時に不純物が気化して微細な多孔質

（直径3～10μm）の強靭な陶器となる。なお海

藻着床具の寸法には焼成によってバラツキ

（±1mm以下）が生じる。

2.2 実験方法

2010年～2012年に，茨城県水産試験場（以下，

茨城水試）の屋内水槽で実験を行った。屋内水槽

の建物（約15m×30m）には，実験に用いた4t

水槽が32基配置され，その他，6基の6t水槽や

通路や資材置き場が設けられている。建物は骨組

みが角材でつくられ，区画の仕切り壁はない。屋

根には半透明の樹脂製波板，外壁には半透明の

FRP製波板が張られ，自然採光であった。明る

さは水槽の場所によって異なるが，概ね太陽光照

度の30～40％となっていた。夜間作業用の蛍光

灯はあるが，生物飼育専用の照明は設置されてい

ない。

2010年の実験1（1a,1b）では，開発した海藻

着床具へのアラメの着生部位と生育状況を調べた。

2011年の実験2では，遊走子を海藻着床具に均

一に着生させる方法と，着床具上に生育したアラ

メの個体数の変化を調べ，海藻着床具の間隔を広

げる時期を検討した。2012年の実験3では，実

験1，2で得られた実験結果をもとに，移植用ア

ラメ種苗を得るための手順を確認するために，再

度実験を行なった。

Figs.3�5に，実験1から実験3の流れを示し

た。遊走子の着生を行った実験開始日（Start），

実験開始後の計測を行った日（開始後の日数：

Daysafterthestart），着床具の間隔を広げた日

（開始後の日数：Separation）と広げた着床具の
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Fig.3.DiagramofExperiment1.

Fig.4.DiagramofExperiment2.



隙間および着床具束の間隔を示した［Fig.2（d）］；

A：海藻着床具の着床板間の距離（cm）。B：海

藻着床具の束間の距離（cm）。なお実験開始日の

海藻着床具の間隔は，実験1から実験3ともに共

通であった［Fig.2（c）.A：0.7cm，B：1.5�2cm］。

2.2.1 実験1

海藻着床具は10個をアルミ線（園芸用銅メッ

キ。太さ2.5�3mm）で束にし，両端に結び目を

作った。ステンレス架台（1m×0.6m，高さ

0.15m）を 4基用い，それぞれに樹脂製スノコ

（30cm×24cm，高さ1cm）7枚をプラスチック

バンドで固定し，その上に着床具を 40束（400

個）ずつ，束間の間隔が1.5�2cmになるよう固

定した（Fig.6）。

2010年 11月 9日（Experiment1a）と 11月

13日（Experiment1b）の 2回にわたって実験

を行なった。11月9日に，清掃した屋内4tコン

クリート水槽（内寸：3.5m×1.3m，深さ0.9m）

に濾過海水を満たし，架台2基を設置した。架台

は，4個の樹脂製フロート（東京化研．FLOTON

K�10Z.L201mm×189mmφ）を 4隅から浮か

せ，海藻着床具上面の水深が0.2mになるよう設

置した。着床具や架台を海水に漬けて洗浄するた

め，約半日，海水を掛け流しエアレーションを行

なった。同日，ひたちなか市平磯漁港で成熟した

アラメ15個体を採取し，遊走子が放出されやす

いように，2時間半の陰干しを行なった。その後

は遊走子が着生しやすいように，止水状態にした

実験水槽に15個体のアラメを投入した。15個体

の成熟アラメは翌朝取り除き，濾過海水のかけ流

し（100�120�/min）とエアレーション（100�
120�/min）を行なってアラメ遊走子の栽培を開

始した。実験開始後10，22，31，41，49，59，70，

87日目に着床具を2束（20個）ずつ採取し，架

台や海藻着床具に着生した珪藻類を柔らかい刷毛

で除去し栽培を続けた。研究室に持ち帰った海藻

着床具2束は，アラメの生育状況の観察や生育密

度の計測を行った。海藻着床具に着生したアラメ

が胞子体に成長しても，個体数の目視計数が難し

かった31～49日目は，デジタル顕微鏡（Keyence

製 VH�5500，×100�1000）で計測した（以後，

顕鏡計数）。海藻着床具ごとに，着床板の上面中

央（Uppersurface）と，2側面上部（Higher

sidesurfaces.3�5mmfromthetop）について，

Fig.7に点線で示した測線 （Measurement

lines）で，任意に10ヶ所ずつを選んでアラメを

計数し，計測対象面積（観察倍率で異なる）から

上面と側面上部の密度（個体/cm2）を求め，着

床具1束（SSD-AとSSD-B，各10個）ごとの

平均密度（個体/cm2）を求めた。アラメ胞子体

が目視できる（数mm以上）ようになった59日

目以降は，顕鏡計数をやめて目視計数を行った。

海藻着床具ごとに上面（2.8cm2）と2側面上部

（8cm2）の生育密度（cm2）を求め，1束ずつの

平均密度（個体/cm2）を求めた。その後，実験

開始後162日目（2011年4月20日）に海藻着床
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Fig.5.DiagramofExperiment3.

Fig.6.Stainlesssteelrack（1m×0.6m,0.15m in
height）held40units（each10SSDs）ofseaweed
settlementdevices（SSDs）onExperiment1.



具2束を採取し，生育していたアラメ胞子体の個

体数とサイズの計測を行った（Fig.3）。

2010年 11月 13日（Experiment1b）に，前

述の11月9日から実験を開始した水槽とは別の

水槽を用いて，架台2基を設置し，11月9日開

始の実験と同じ方法でアラメ遊走子の着生と栽培

を行なった。この実験1bでは，架台や海藻着床

具の清掃は断続的に行ない，実験開始後158日目

（2011年4月20日）に海藻着床具2束（着床具

20個），194日目に海藻着床具121個のアラメの

計測を行なった（Fig.3）。

2.2.2 実験2

20本の竹ヒゴ（直径3mm，長さ0.9m）に海

藻着床具40個ずつ，また10本の竹ヒゴに海藻着

床具 50個ずつを通し，それらを 30本の角棒上

（2cm×3cm，長さ0.9m）に，着床具10個ずつ

が連結するようにプラスチックバンドで両端を締

めて固定した。 樹脂製グレーチング 2基

（DaikureCo.,Ltd.0.9m×0.9m，厚さ0.04m。

以下，架台）に，それぞれ角棒15本（海藻着床

具40個10本，50個5本。海藻着床具650個）

を固定した（Fig.8）。2011年10月26日に，屋

内4t水槽に濾過海水を満たし，2基の架台を水

深0.3mに垂下し，約半日，海水を掛け流しエア

レーションを行なった。架台には水温計（Onset.

HOBOU22�001）を設置し，1時間ごとに計測

した。また遊走子を着生中に，海藻着床具に着生

した遊走子数の目安を知るため，白色の樹脂紙

（㈱クレハ製，ポリグリコール酸（PGA）樹脂膜．

100g/m2）を4cm×3cmに切って架台の四隅と

中央に鉛直向きに取り付けた。同日，千葉県富津

市竹岡海岸で成熟したアラメ13個体を採取し，

茨城水試に運び，約2時間の陰干しを行なった。

子嚢斑のない葉体は除き。子嚢斑のある部分だけ

を切り取って着生実験に用いた。水槽の水量は成

熟した母藻を投入する前に約1/3とし，母藻投

入後は，概ね10分ごとに，バケツで遊走子密度

が濃いであろう下層の海水をすくって着床具上に

ゆるやかかけ，架台上のアラメは位置を交換した。

また母藻投入30分後から30分ごとに2枚の樹脂

紙を採取し，デジタル顕微鏡（×1,000）でそれ

ぞれ10ヶ所ずつをランダムに観察し，着生した

遊走子の密度を測定した。実験開始の3時間半後

にアラメを水槽内からとり除いた。その後，水槽

を満水にし，実験1と同様の量で，濾過海水のか

け流しとエアレーションを再開した。

実験開始から，約2週間ごとに，架台や海水着

床具を刷毛で清掃するとともに，30個（ないし

20個）ずつ採取した。研究室へ持ち帰った海藻

着床具は，実験開始後34日目に採取したものか

ら，上面（Uppersurface）と4側面からスペー

サ部を除いた場所（Foursidesurfacesexclud-

ingspacer.Fig.9）に生育したアラメ胞子体の
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Fig.7.Measurementlines（dottedline）ofminute
Eiseniabicyclis（＜3�4mm）usingdigitalmicro-
scope, and measurement places of larger
E.bicyclisatuppersurface（paintedoutlight.2.8
cm2）andtwohighersidesurfaces（paintedout
lightdark.4cm2each）ofseaweedsettlementde-
vice（SSD）onExperiment1.

Fig.8.Plasticgrating（Rack.1m×0.9m,0.04m in
height）held65units（each10SSDs）ofseaweed
settlementdevices（SSDs）onExperiment2.



密度をデジタル顕微鏡で調べた。アラメが目視で

きる大きさに達した61日目以降は，デジタル顕

微鏡計数（以下，顕鏡計数）に加え，目視計数も

行なった。顕鏡計数は，Fig.9に示したように海

藻着床具を上面（Uppersurface），側面上部

（Highersidesurfaces），側面下部（Lowerside

surfaces）の3区画にわけ，（1）上面に1測線，

（2）側面上部に着床板を2周する2測線（上面か

ら約 5mm下及び約 10mm下），（3）側面下部

のスペーサ部を除いた 1測線 （上面から約

22.5mm下），で行なった。各測線上を顕微鏡の

観察画面が重ならないように少しずつずらし，

30～70画面のアラメを数えた。着床具ごとに

3区画の個体数の平均密度（個体/cm2）を求め，

さらに計測した着床具（n＝30またはn＝20）の

平均を求めた。目視計数を始めてからは，まず全

長3～4mmを超えたアラメ胞子体の目視計数を

行った。海藻着床具の着生面を，上面（2.8cm2），

側面上部（14.1cm2），側面下部（9.6cm2）の3区

画に分け（Fig.9），ピンセットで採取して計数

した。その後，残った微細なアラメ胞子体の顕鏡

計数を行なった。

実験開始時の密な間隔のままアラメを栽培した

海藻着床具は，76日目または 177日目に間隔

広げを行った。実験開始後76日目には，海藻着

床具 80個を 8本の竹ヒゴに各 10個ずつ並べ

（Fig.4.Separation.A：8�10cm），それを8本

の角棒に固定し，架台に間隔を広げて取り付け

（B：6�7cm），栽培を続けた（Fig.4）。実験開

始後177日目まで密間隔のまま栽培していた海藻

着床具401個は，全体にアラメ胞子体の数が減少

し，またアラメが育った着床具は338個（生残率

84.2％）に減っていた。そのなかで複数の大きめ

のアラメが育った着床具90個を選び，9本の竹

ヒゴと角棒に間隔を広げて固定し，架台に取り付

け（A：8�9cm.B：5�6cm），栽培を続けた。

時期を変えて間隔を広げた海藻着床具は，それぞ

れ同じ一列の10個ずつを計測対象とし，実験開

始後189，205，217日目にアラメ胞子体の個体数

とサイズを計測した（Fig.4）。

2.2.3 実験3

着床具は10個を竹ヒゴ（直径3mm）に通し

て連結し，プラスチックバンドで両端を締めて束

にした。これを，角棒（2cm×3cm，長さ0.9m）

に3～5束固定し，実験2で用いたのと同じ架台

2基に着床具61束（610個）ずつを固定した。

2012年10月17日に，屋内水槽に濾過海水を

満たし，架台2基に各4個のフロートを付け，着

床具上面が水深0.3mになるように設置し，約半

日，海水を掛け流しエアレーションを行なった。

架台には水温計（Onset.HOBOU22�001）を設

置し，1時間ごとに計測した。同日，平磯漁港で

アラメ15株を採取し，3時間の陰干しの後に，

子嚢斑がある大きな側葉のみ233枚を切り取った。

実験2と同様に，水槽の海水を減らして止水状態

でアラメの成熟した葉部を投入して適時緩やかに

海水の攪拌を行って遊走子を着生させた。また遊

走子を着生中に，実験2と同様に樹脂紙を用い母

藻投入後60，120，180分に2枚の樹脂紙を採取

し，デジタル顕微鏡（×1,000）でそれぞれ10ヶ

所ずつをランダムに観察し，遊走子密度を測定し

た。その後アラメを取り除いて水槽を満水にし，

実験1，2と同様にアラメ遊走子の栽培を行った。

以後は約2週間ごとに海藻着床具の清掃とサンプ

リングを行なった。

実験開始後98日目，アラメ胞子体が目視で確

認できた海藻着床具451個を選び，竹ヒゴと角棒

を用いて15～16個ずつ間隔を広げて固定し（A：

5�6cm），それら15組ずつを2基の架台に固定
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Fig.9.Measurementlines（dottedline）ofminute
Eisenia bicyclis（＜3�4mm） using digital
microscope,andmeasurementplacesoflarger
E.bicyclisatuppersurface（paintedoutlight
dark.2.8cm2）,highersidesurfaces（paintedout
lightdark.14.1cm2）,andlowersidesurfacesex-
cludespacer（paintedoutdark.9.6cm2）ofsea-
weedsettlementdevice（SSD）onExperiment2.



し（B：1.5�2cm）栽培を続けた。残った642個

の着床具は，実験開始時の密な配置のまま栽培を

続けた。実験開始後183日目（2013年4月18日）

に，98日目に間隔を広げた着床具に生育したア

ラメの株数とサイズの計測を行った。密間隔の着

床具は188日目にアラメの株数とサイズの計測を

行なった。また同日，密間隔のまま188日間栽培

を続けた642個の着床具から，生育状況の良いア

ラメが育った着床具244個を選び，3基の架台に

間隔を広げて固定した（A：8�9cm.B：6�7cm）。

実験開始413日目（2013年12月4日）に，188日

目に間隔を広げた着床具244個に育ったアラメの，

個体ごとの茎の長さ，側葉の数，側葉の最大長を

計測した。

3. 結果

3.1 実験1

2010年 11月 9日に開始した実験（Fig.3,

Ex.1a）では，10日目，全長約10μmの配偶体

を確認した。22日目には30�50μmの胞子体を

確認，41日目には100μmを超えるものを多数

確認した。59日目には最大で約10mmとなり目

視観察が可能となった。実験開始後31日目から

87日目まで行った，海藻着床具2束（1束10個．

SSD-A，SSD-B）の観察では，アラメ胞子体の

平均密度（個体/cm2）は，Table1に示したよう

に，束ごとのバラツキが大きかった。実験開始後

31日目の観察では，1束（SSD-A）は上面と側

面上部にそれぞれ平均16.1個体，106.4個体であっ

たが，もう1束（SSD-B）は，上面が0，側面上

部が1.5個体であった。その後は個体数が激減し

た。実験開始後162日目に採取した2束の着床具

には，Fig.10（a）に示したように，20個全てに

1�4個体/SSD（平均1.8個体，標準偏差±0.8個

体．計35個体）のアラメが生育していた。また

Fig.10（b）に示したように，サイズは5～43cm
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Table1.Temporalchangesinmeandensities（ind./cm2）ofEiseniabicyclisgrewonuppersurfaceand
twohighersidesurfacesoftwounitsofseaweedsettlementdevices（SSDs.Units�A,and�B.
Each10SSDs）afterthestartofExperiment1onNovember9,2010.

Daysafter

thestart

SSD�A SSD�B

Mean（±SD） Mean（±SD）

Uppersurface Highersidesurfaces Uppersurfaces Highersidesurfaces

31* 16.1（15.6） 106.4（94.8） 0 1.5（3.0）

41* 2.5（4.3） 55.5（58.1） 0 1.2（3.0）

49* 0.4（0.7） 3.4（5.2） 0.2 0.4（0.6）

59** 1.5（2.1） 2.7（4.1） 0.2 0.6（1.6）

70** 0.2（0.4） 2.3（3.4） 0 0

87** 0 0 0 0.5（0.9）

*Observedbydigitalmicroscope.**Visualobservation

Fig.10.Number（a）andsize（b）ofEiseniabicyclis
grewon20SSDs162daysafterthestartofEx-
periment1aonNovember9,2010.Thirtyfive
E.bicyclisgrewon20SSDs.



（平均24cm±標準偏差11cm）で，15～35cmの

範囲にピークがあった。

11月13日に実験を開始した（Fig.3,Ex.1b）

海藻着床具は，着生158日後に採取した2束の着

床具全てにアラメが生育していた。Fig.11（a）

に示したように，総数は113個体で，着床具ごと

の生育数は1～18個体/SSD（平均5.7個体，標

準偏差±5.3個体）であった。サイズはFig.11（b）

に示したように，1～40cm（6.8cm±8.9cm）で

あった。アラメの半数以上は1～2cmと小さく，

10cm以下のアラメが 80％を越えていた。着床

具ごとのアラメの生育状況には大きなバラツキが

あった。アラメ10個体以上が育った着床具5個

についてみると，大きい3個体（20，22，26cm）

と10cm以下7個体，大きい2個体（15，29）と

6cm以下8個体，5cm以下11個体，大きい2個

体（24，40）と10cm以下15個体，16cmが1個

体と6cm以下が17個体，であり，これらで半

数以上の66個体（11cm以上20個体のうち8個

体）を占めていた。また194日目に着床具121個

の計測を行った結果，Fig.12に示したように，

105個の着床具（生残率86％）に456個体のアラ

メが生育していた。アラメが育っていた着床具

（n＝105）の，着床具ごとの生育数は1～11個体

/SSD（4.4個体±2.8個体），サイズは1～57cm

（10.3cm±12.0cm）であった。アラメは158日

目［Fig.11（b）］よりも成長していたが，10cm

以下のものが72％を占め，着床具ごとの個体数

と成長には大きなバラツキがみられた。着床具は

遊走子着生時の密な配置のままで，アラメ葉面の

密生状態が続いていたため，生育状態の悪い個体

や葉体の上部が傷んだ個体が多かった。アラメの

仮根はFig.13のように長く育ち，着床具の側面

上部から上面に広がって絡み合い，隣接した着床

具まで広がっていた。そのため茎の最下部は概ね

着床具の上面に位置するようになっていた。

3.2 実験2

3.2.1 密に配置した着床具でのアラメの栽培

実験開始（2011年10月26日）から220日目

までの日平均水温をFig.14に示した。開始日は

18.3℃で，13日目には低下を始め，50日目に

12.0℃，105日目に9.1℃となった。120日目には

12℃まで上昇したが再び低下し 140日目には

8.0℃となり，以後は徐々に上昇した。

水槽にアラメの母藻を投入した後，30，60，90，
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Fig.11.Number（a）andsize（b）ofEiseniabicyclis
grewon20SSDs158daysafterthestartofEx-
periment1bonNovember13,2010.Onehundred
andthirteenE.bicyclisweregrewon20SSDs.

Fig.12.Number（a）andsize（b）ofEiseniabicyclis
grewon105SSDs194daysafterthestartofEx-
periment1bonNovember13,2010.Fourhundred
andfiftysixE.bicyclisgrewon105SSDs.



120分目の樹脂紙へのアラメ遊走子の着生密度

［ind./cm2，平均個体数×103（±標準偏差×103）］

はそれぞれ，6.3（±5.1），9.9（±5.9），9.6

（±3.9），9.6（±3.7）であった。実験開始後21日

目，着床具に胞子体を確認した。34日後には最

大で約0.5mmの胞子体が成育し［Fig.15（a）］，

50日後には最大で約5mmのアラメが着床具上

面に密生していた［Fig.15（b）］。60日目には大

きなアラメは約15mmに成長した［Fig.15（c）］。

着床具の3部分（上面Uppersurface，側面上

部 Highersidesurface，側面下部 Lowerside

surface.Fig.9）に育った，顕鏡計数アラメの密

度（cm2）を，Fig.16（a-c.黒丸）に示した。実

験開始後34日目から157日目まで，上面が高く

［Fig.16（a）］，側面上段［Fig.16（b）］，側面下

段［Fig.16（c）］の順に低くなっていた。上面は

34日目が平均69個体（±71個体）と最も高く，

50～76日は減少して31～33個体（±16～25）で

推移し，91日目以降は急速に減少したが，157日

目でも0個体にはならなかった。側面上段は，34

日目が最大（16個体±23）で，61日目までに概

ね1/10に減少（1.4±1.9）したが，76日目には

再度増加し，91日目には34日目の約半分（8.6

±5.3）まで高くなり，105日目には低下（4.6±

2.1）を始め，141目以降ほぼ0個体となった。

側面下段は，34日に2.7個体（±3.9）で，側面

上段と同様に，61日目（0.6±1.2）まで減少した

が，再び増加して91日に平均3.4個体（±3.3個

体）と最大になり，以後は減少し141日目以降は

見られなくなった。

目視計数のアラメ（3～4mm以上）は，Fig.16

（a-c.白丸）に示したように，61日目から計測

できるようになった。上面は76日目に19個体

（±13個体）と最大になり，128日目の12個体

（±8.0）までは徐々に減少して以後は急減した。

側面上段は，上面より10日以上遅い91日目に

3.3個体（±1.0）と最大となり，以後は上面より

も減少が速く128日目には殆んど確認できなくなっ

た。側面下段は側面上段と同様，91日目に 0.7
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Fig.13.Sideviewofaunitofseaweedsettlementde-
vices（SSDs）194daysafterthestartofExperi-
ment1:growing sticking roots ofEisenia
bicyclistwinedaroundSSDs.

Fig.14.Meandailywatertemperatureafterthestart
ofExperiment2（Darklines）onOctober26,2011
on,andofExperiment3（lightlines）onOctober
17,2012.

Fig.15.GrowthofsporophyteEisenoabicyclisafter
thestartofExperiment2.（a）34days,（b）50
days,and（c）60daysafterthestart.



個体（±1.0）と最大になり，105日目には0.4個

体（±0.6）と減り，以後は観察できなかった。

なお，側面上部と側面下部で91日目にピークと

なった顕鏡計数のアラメが，目視計数のアラメの

増加に寄与した様子は見られなかった。

3.2.2 着床具の間隔広げ

実験開始後76日目に間隔を広げた時の着床具

は，上面に平均19個体/cm2（標準偏差±13個体）

の目視計数できたアラメが密生し［Fig.16（a）］，

顕鏡計数のものは減少途上（33個体/cm2±20個

体）であった（Fig.9）。側面には少数の目視計

数できたアラメが育ち始め，顕鏡計数のアラメは

一度減少した後，再度増加中であった。実験76

日目に間隔を広げた着床具は，189，205，217日

目に，同じ10個の着床具に育ったアラメ胞子体

の計測を行った（Table2）。217日目，アラメは

平均5.9個体/SSD（標準偏差±3.5個体）が生育

し，平均サイズは13.9cm（±7.9cm）であった。

実験開始後177日目に間隔を広げた着床具は，密

に配置した状態で長く置かれたため，10�20cm

の大きなアラメが数個体しか生育せず，小さな個

体が少数育った状態であった。アラメが育ってい

ない着床具も15.8％に達していた。その中から，

比較的生育状況が良いものを90個選んで間隔を

広げた。実験開始後の177日目に計測対象の着床

具を10個選んだが，Table3に示したように，

アラメの斃死が続き，217日目にはアラメが育っ

た着床具は 6個となり， 平均 1.8個体/SSD

（±2.2個体），平均サイズは15.3cm（±8.2cm）

であった。

実験2では，開始後76日目に着床具の間隔を

広げることで，217日目に，平均サイズ13.9cm

（±7.9cm）のアラメが平均5.9個体（標準偏差

±3.5個体）育った移植用種苗を得ることがで

きた。
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Fig.16.Temporalchangesinmeandensity（ind./
cm2）ofminutesporophyteEisenoabicyclis（＜3�
4mm.Paintedcircle）observedatfourmeasure-
mentlinesbydigitalmicroscopeandshownat
threeplacesofseaweedsettlementdevices（n＝30
or20）,andthemeandensityofvisibleEisenoa
bicyclis（Opencircle）grew onthreemeasure-
mentsitesofseaweedsettlementdevices（n＝30
or20）,observedafterthestartofExperiment
2onOctober26,2011.（a）Uppersurface,（b）
Highersidesurface,and（c）Lowersidesurface.

Table2.Meannumbers（ind./cm2）andmeanlengthesofEiseniabicyclisgrewonthesame10SSDs
afterthestartofExperiment2onOctober26,2011.TenSSDswereboundasunit,and
65unitswerefixedonaplasticgrating（0.9m×0.9m）,thenunitsofSSDswereseparated
andre-fixedwidely（80SSDs/grating）onagrating76daysafterthestart.

Daysafter

thestart

No.ofEiseniaonaSSD LengthofEisenia（cm）

Range Mean（±SD） Range Mean（±SD）

189 1�15 6.9（4.1） 1�49 13.4（10.7）

205 1�14 5.6（3.5） 1�37 14.9（8.4）

217 1�14 5.9（3.5） 3�36 13.9（7.9）



3.3 実験3

2012年10月17日の実験開始から220日目ま

での日平均水温をFig.14に示した。開始日の水

温は20.9℃と高く，100日目でも11.0℃を超え，

最低水温は 115日目の 10.0℃であり，以後は上

昇した。2010年の実験2とくらべると，110日目

まで継続して水温が平均1.6℃高かった（t-test.

p＜0.001）。しかしそれ以降（110日目から 200

日目）は両年ともに変動が大きく，2012年が平

均0.8℃ほど高かった（p＝0.03）。

水槽にアラメの母藻を投入した後，60，120，

180分後の樹脂紙へのアラメ遊走子の着生密度

［ind./cm2，平均個体数×104（±標準偏差×104）］

はそれぞれ，1.1（±0.5），5.7（±3.6），3.0（±1.1）

であった。実験開始からの着床具配置のまま（以

下，密間隔）栽培した着床具642個に育ったアラ

メを188日目に計測し，着床具ごとのアラメの個

体数を Table4（Fixedclosely），また全てのア

ラメのサイズ組成をTable5（Fixedclosely）に

示す。実験開始後98日目，アラメが目視確認で

きた着床具451個を架台2基（225個と226個）

に間隔を広げて栽培し（以下，広間隔），183日

目に計測した，着床具ごとのアラメの個体数を

Table4（Re-fixedwidely）に，また全てのアラ

メのサイズ組成をTable5（Re-fixwidely）に示

す。密間隔の着床具は，642個中604個にアラメ
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Table3.Meannumbers（ind./cm2）andlengthsofEiseniabicyclisgrewonthesame10SSDsafterthe
startofExperiment2onOctober26,2011.TenSSDswereboundasunit,and65unitswere
fixedonaplasticgrating（0.9m×0.9m）,thenunitsofSSDswereseparatedandre-fixed
widely（80SSDs/grating）onagrating177daysafterthestart.

Daysafter

thestart

No.ofEiseniaonaSSD LengthofEisenia（cm）

Range Mean（±SD） Range Mean（±SD）

189 0�9* 2.4（2.5） 3�36* 15.9（14.8）

205 0�7** 1.8（2.2） 1�37** 16.2（8.4）

217 0�7** 1.8（2.2） 3�36** 15.3（8.2）

NumberofSSDwithgrowingEisenia:*9,**6

Table4.ComparisonofnumbersofEiseniabicyclisgrewontwogroupofSSDsonExperiment3
startedonOctober17,2012.Fixedclosely:642SSDshadbeencultivatedcloselyonthegratings
until188daysafterthestartandmeasuredontheday.Re-fixedwidely:451SSDsthathad
beencultivatedcloselyuntil98daysafterthestart,thenmeasured183daysafterthestart.

No.of

Eisenia

Fixedclosely Re-fixedwidely

No.ofSSDs ％* No.ofSSDs ％*

0 38 5.9 18 4.0

1�5 193 30.1 138 30.6

6�10 202 31.5 149 33.0

11�15 126 19.6 84 18.6

16�20 57 8.9 36 8.0

21�25 23 3.5 15 3.3

26�30 3 0.5 9 1.9

31�35 2 0.4

Total 642 451

*PercentageshowthecompositionofallSSDs



が育ち（生残率94.0％），また広間隔の451個中

433個にアラメが育っていた（96.0％）。密間隔

の着床具（n＝604）のアラメの個体数は 1～27

個体/SSD（計5,411個体。平均9.0個体，標準偏

差±5.7個体），サイズは 1～52cm（4.5cm±

5.09cm）であった。広間隔の着床具（n＝433）で，

着床具あたりのアラメの生育数は 1～35個体/

SSD（計3,965個体．9.2個体±6.1個体），サイ

ズは 1～44cm（8.1cm±6.9cm）であった。広

間隔の着床具では，密間隔にくらべてアラメのサ

イズが大きかった。密間隔では，5cm以下の個

体が76.7％を占め，広間隔では6～25cmの個体

が，密間隔の2倍以上に増えていた。密間隔と広

間隔では，個体数に有意差はなかったが（t-test.

p＝0.590），サイズには有意な差があった（p＜

0.001）。

実験開始後188日目に間隔を広げた244個の着

床具には，413日目（2013年12月4日），220個

（生残率90.2％）の着床具に606個体のアラメが

生育していた。中央葉は発達していたが，側葉が

育ったものは末枯れが始まったものも多かった。

生長については，側葉があるものは茎長，側葉数，

最大側葉長を，側葉のないものは茎長と葉長求め

た。アラメの497個体（79.4％）には側葉が育ち，

109株には側葉は見られなかった。 着床具

（n＝220）あたりのアラメは1～8個体/SSD（平

均2.8標準偏差±1.6）であった。

側葉の育った497個体は，Tables6，7に示し

たように，茎長 1～39cm（10.7cm±7.0cm），

側葉数 1～17枚（8.0枚±3.6枚），最大側葉長

1～57cm（23cm±14cm）であった。側葉が無

い108個体は，茎長1～7cm（2.0cm±1.1cm），

全長（茎長＋葉長）3～45cm（16.3±8.2）であっ

た。側葉が育ったアラメで大きなものは，Fig.17

のように仮根が着床具を完全に包みこんでいた。

実験3では，密配置のまま栽培して188日目に

平均 9個体/SSD（±5.7個体），平均サイズ

4.5cm（±5.1cm）の種苗，98日目に間隔を広げ

て183日目に9.2個体/SSD（±6.1個体），平均

サイズ8.1cm（±6.9cm）の種苗，さらに密配置

のまま栽培して188日日に間隔を広げ，417日目

の2.8個体，［側葉の育ったアラメ（90.2％．平均

茎長10.7cm，平均側葉数7.9枚，平均最大側葉

長22.8cm）または側葉の無いアラメ（9.8％．平

均茎長2.0cm，平均全長16.3cm）］などの各種

の移植用種苗を得ることができた。
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Table5.Comparisonoflength（cm）ofEiseniabicyclisgrewontwogroupsofSSDsonExperiment3
startedonOctober17,2012.Fixedclosely:642SSDshadbeencultivatedcloselyonthegratings
until188daysafterthestartandmeasuredontheday.Re-fixedwidely:451SSDsthathad
beencultivatedcloselyuntil98daysafterthestart,thenmeasured183daysafterthestart.

Totallengthof

Eisenia（cm）

Fixedclosely Re-fixedwidely

No.ofEisenia ％* No.ofEisenia ％*

1�5 4146 76.7 1858 46.9

6�10 744 13.8 1112 28.0

11�15 256 4.7 463 11.7

16�20 143 2.6 262 6.6

21�25 72 1.3 138 3.5

26�30 29 0.5 83 0.21

31�35 13 0.2 26 0.7

36�40 5 0.1 17 0.4

41�45 1 － 6 0.2

46�50 1 － －

51�55 1 － －

Total 5411 3965

*PercentageshowthecompositionofallEisenia



4. 考察

スラグセラミック製の海藻着床具を用いて3回

の実験を行い，以下の結果が得られた。

4.1 実験1の問題点

今までのサンゴ用着床具を用いた実験（田 他，

2013）では，遊走子放出用のアラメの止水状態の

水槽への投入を約3時間とし，その後はアラメを

取り除き，濾過海水かけ流しとエアレーションを

行なった。

11月9日と13日の2回の実験は，海藻着床具

の設置水深は今までと同じ0.2mで，今までは着

着床具上での移植アラメ種苗の栽培 87

Table6.Lengthofstipeandnumberofpinnaof497Eiseniabicyclisgrewon
SSDs413daysafterthestartofExperiment3onOctober17,2012

Lengthof

stipe（cm）

No.ofpinna Total

1�3 4�6 7�9 10�12 13�15 16�18

1�5 54 62 21 6 143

6�10 9 45 62 35 5 156

11�15 2 5 21 32 14 3 77

16�20 2 5 17 42 7 3 76

21�25 5 17 3 25

26�30 1 1 5 6 1 14

31�35 3 2 5

36�40 1 1

244SSDsfrom604SSDsthathadbeenfixedcloselyuntil189daysafterthe
start,then244SSDswithEiseniabicycliswereseparatedandre-fixedwidely.
413daysafterthestart,606Eiseniabicyclis（497:withpinna,109:nopinna）
grewon220SSDs.

Table7.Lengthsofstipeandlengthsofthelongestpinnaof497Eisenia
bicyclisgrewonSSDs413daysafterthestartofExperiment3onOc-
tober17,2012.

Lengthof

stipe（cm）

Lengthofthelongestpinna（cm） Total

1�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60

1�5 87 47 8 1 143

6�10 15 70 42 23 6 156

11�15 3 14 21 23 11 5 77

16�20 2 9 20 28 15 2 76

21�25 1 7 11 3 3 25

26�30 1 3 7 2 1 14

31�35 1 2 2 5

36�40 1 1

244SSDsfrom604SSDsthathadbeenfixedcloselyuntil189daysafterthe
start,then244SSDswithEiseniabicycliswereseparatedandre-fixedwidely.
413daysafterthestart,606Eiseniabicyclis（497:withpinna,109:nopinna）
grewon220SSDs.



生約3時間後にアラメを回収していたものを，ア

ラメの投入時刻が遅かったことから，照明の暗い

室内での母藻回収を延期し，翌朝回収（＋約10

時間）とした。11月9日に成熟葉を投入した場

合には，遊走子着生数が全体的に少なく着床具間

で着生数がばらばらであったため，少数のアラメ

が大きく生長した。11月13日に成熟葉を投入し

た場合には，着生数がそれより多く，着生数がば

らばらであったため，多数のアラメが小さなまま

密生した着床具と少数のアラメが大きく育ったも

のが混在したと考えられた。

この実験により，（1）アラメ遊走子を全ての着

床具に均等に着生させること，（2）着床具1個に

大きなアラメを多数育てることが課題となった。

4.2 遊走子着生法の改善

シュロ縄や細いロープを用いた遊走子着生（関

山 他，1998）は，それらを遊走子液の中で揉む

などして繊維間に遊走子を絡めて着生できる。し

かし，平らに密に配置する海藻着床具はそうした

処理はできない（Figs.6,8）。架台に配置した海

藻着床具は上面が平らなため，葉体が上面を覆っ

た場合，遊走子の着生は阻害される。従来のサン

ゴ着床具は，円盤型の着床板を鉛直向きにして着

生を行なったため，葉体に覆われても，それと密

着するのは円盤の最頂部のみで，遊走子が拡散で

きる空間は確保され，着生数のバラツキが問題に

ならなかったと推測される。

全ての海藻着床具にアラメ遊走子を均等に着生

させるため，（1）子嚢斑を持たないアラメの葉は

水槽に入れない，（2）海水の遊走子密度を高め，

（3）止水状態でも多少の攪拌を行ない，（4）投入

した葉が同じ場所に留まらないよう適時場所を移

動させた。

その結果，実験2では，実験開始後34日目か

ら開始した着床具の観察により，着生密度は高い

ことが確認できた。同様の着生方法で行なった実

験3については，密に配置したままの着床具642

個を188日目まで栽培しても，アラメが生育した

着床具は94％であった。アラメの生育数は着床

具（n＝604）あたり平均9.0個体/SSD，平均サ

イズ4.5cmで，小さなアラメが多数育った状態

を実現できた。

4.3 着床具間隔を広げる時期

2011年の実験2で得た着床具上面，側面上部，

側面下部の顕鏡計数アラメの密度（cm2）の推移

と，目視計数アラメの3部分の生育数（Fig.16）

から，アラメが目視計数できた61日目（上面：

2.7個体/cm2）には，顕微鏡でのみ計数可能なア

ラメも多数生育し（上面：32個体/cm2），目視計

数アラメの個体数は増加期にあった。このことか

ら，着床具の間隔を広げるのはこの時点から行え

ると考えられる。数は76日目（上面：19個体/

cm2）にピークとなり，128日目（上面：12個体

/cm2）までは少しずつ減り，以後は減少速度を

速めた。また実験開始後177日目まで密間隔で配

置した着床具には，大きなアラメは数株以下しか

育っていなかった。さらに338個の着床具から，

比較的生育状況の良いものを90個選んで177日

目に間隔を広げて計測対象を10個選んだが，ア

ラメの斃死が続き，217日目にはアラメが育った

着床具は6個となった。アラメの生育状況が悪化

し始める時期に着床具の間隔を広げても，手遅れ

である。このことから，密間隔に配置した海藻着

床具に着生したアラメの栽培は，128日目までが

適切である。

実験2の密間隔の着床具は実験開始後177日目

にアラメの株数が減少し，葉体が傷んだものも多

かったが，実験3では，密間隔188日目のものに
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Fig.17.Exampleofaseaweedsettlementdevice413
daysafterthestartofExperiment3onOctober
17,2012:SSDswerefixedcloselyuntil189days
afterthestart,andthenseparatedandre-fixed
onrackwidely.（a）SevenEiseniabicycliswith
pinnas,（2）growingstickingrootscoveredona
SSD.



も小さなアラメが広間隔同様に多数（全長は小さ

いが），育つという違いがあった。このように

2011年は着生実験開始後 76日目と 177日目の

2回，2012年は，98日目と188日目の2回，着

床具間隔を広げたが，両年とも最初の間隔広げ

（76日目，98日目）では良好な結果が得られた。

それに対し，約半年密間隔で栽培したあとの間隔

広げ（177日目，188日目）では，アラメの個体

数と葉状部長には大きな相違があった。この原因

は，Fig.14に示したように，実験開始後110日

目までの水温が，実験3のほうが実験2よりも，

平均1.6℃高かったためと考えられる。アラメは

水温が高くなると成長が遅くなることからが知ら

れている（馬場，2010）。このため実験2では，

実験3よりもアラメの成長が早く，競合による株

数の減少が，より早く起きたものと推察される。

以上のように，海藻着床具の間隔を広げる時期は，

遊走子着生後の日数のみで判断するのではなく，

着床具上面のアラメが目視観察できるようになっ

てから，ピークを過ぎて，ピーク時の約半数以下

になる前に行なうことが重要であろう。実験2，3

で行なったように，1度の着床具の間隔広げで，

大きさの異なった移植用アラメを得ることができ

た。ちなみに，仮根が着床具を完全に包みこんだ

状態（Fig.17）で海藻礁に釘で固定しても，下

側のスペーサ部の仮根がつぶれるのみで，アラメ

自体を傷つける恐れは少ない。ただし，アラメが

このサイズまで成長すると，現在の海藻着床具の

穴（直径3.5mm）で使用できる釘は約3mmφ

までと細いため，着床具の固定強度の確保が難し

い。海藻着床具の穴を直径5.5mmまで広げれば，

約5mmφまでの太い釘を用いて確実に固定でき

る見通しが得られた。

4.4 まとめ

スラグセラミック製の海藻着床具を開発し水槽

でアラメの遊走子着生を試みた。着床具の上面が

平面であるため，アラメの葉体が上面を覆うと，

放出された遊走子が拡散するのに必要な空間が閉

ざされ，着生数に大きなばらつきが生じた。そこ

で子嚢斑のない葉体は除き，また子嚢斑のある部

分だけを切りとって，着生に用いた。着生中は水

量を減らし，適時，遊走子密度が高いと思われる

下層の海水をバケツすくって着床具上にかけ，ま

た着床具上のアラメを適時移動させた。その結果，

全ての着床具にほぼ均等にアラメを育てることが

できた。栽培中に，着床具の上面，側面上部，側

面下部に育った幼い胞子体の密度を顕微鏡で計数

し，アラメが目視できる大きさに成長した後は，

目視での計数も加えた。その結果，着床具上面に

着生した遊走子は側面のものより順調に生育し，

側面に着生したものは胞子体への成長が遅くなる

ことがわかった。密に固定した着床具の間隔を広

げる期間は，着床具上面のアラメが目視できる大

きさに生長した時から，ピークを過ぎて，ピーク

時の約半数以下（ないし数十株以下）になる前に

行なえばよい。遊走子着生後6ヶ月～14ヶ月の

間には，8cmのアラメが9個体育った着床具，

14cmのアラメが6個体育ったもの，側葉が育っ

た大きなアラメ2.8個体のものなど，さまざまな

移植用種苗（着床具）を生産できる見通しが得ら

れた。
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