
北海道南西部日本海沿岸では，大型海藻が浅所に限定

され，広範囲に無節サンゴモとウニ類が優占する磯焼け

現象が長期間に亘って持続している1, 2)。しかし，筆者ら

は，本海域に位置する岩内沿岸において，岩内港西防波

堤近傍の水深約２mから，沖合の水深約15ｍまで，約22

～26haの広がりを持つ大規模なコンブ群落が経年的に形

成され，２年生コンブが多数生育する状況を，航空写真

と潜水調査から明らかにした3)。これまで，本海域のコン

ブ群落については断片的な報告4 ,5 )があるのみで，成長や

成熟などの季節変化の詳細は明らかではない。そこで，

本研究では岩内沿岸に深所まで形成されるコンブ群落に

おいて，２年生コンブ胞子体の１年目藻体と２年目藻体

の成長，成熟，再生ならびに現存量の季節変化を明らか

にした。このような２年生コンブの生態と，コンブ群落

が形成・維持される機構を明らかにし保護，育成を図る

ことは，磯焼け対策や磯根資源の育成に有益である。

なお，本研究を行った北海道南西部日本海沿岸は，コ

ンブ属Laminariaとして１年生のホソメコンブLaminaria

religiosaが分布する6)が，局地的に２年生のコンブ属が見

られ，これがホソメコンブであるかは見解が分かれてい

る4,5,7)。本研究では，２年生コンブとホソメコンブの明確

な棲み分けは認められず，形態から区別することも出来
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なかった。そのため，岩内の２年生コンブは，コンブ属

の一種（Laminaria sp., 以下単に「コンブ」と称す）とし

て扱った。

現地調査は，岩内町において1995年から1998年にかけ

て実施した。岩内港西防波堤沖合の，大規模なコンブ群

落が経年的に形成される場所の３地点（St.１：水深２～

４m，St.２：５～８m，St.３：９～10m；Fig.1）におい

て，SCUBA潜水により50㎝×50㎝の方形枠を用いてコン

ブを採集し，現存量は１㎡当たりの値に換算して使用し

た。

コンブの測定個体数と測定項目を，Table 1に示した。１

年目コンブは，胞子体が発芽してから葉部または根部の

再生が見られるまでを，２年目コンブは，再生後，枯死

1 Map showing the sampling stations and contour lines. Shaded areas indicate saeweed beds (striped, Laminaria ;
light, other algae) interpreted from aerial photographs (9 June 1996).

1 Number of samples and items.
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流失するまでのコンブ 8)を指した。年齢の区別は，胞子

体において明確な年齢形質を確認出来なかったため，定

点での潜水観察により，新たに発芽してきた胞子体を１

年目コンブ，葉体が再生したものを２年目コンブとした。

２年目コンブの再生は観察されなかったことから，本種

は２年生とみられた。ただし，１年目コンブでも1998年

のSt.２で６月時点で葉長が５㎝以下の小型の群が転石上

に小斑状に出現してきたため，より大型の通常の成長を

示す１年目コンブ大型群とは別に，１年目コンブ小型群

として測定した。同地点では，個体識別して大型群と小

型群を区別してその後の成長を追跡した。

１年目コンブと２年目コンブの量的な分布や範囲は，

年により大きく変動し，同じ年で比較出来る標本が得ら

れなかったため，１年目コンブ大型群は1995年３～10月

にかけて，２年目コンブは1995年10月と1997年３～12月

にかけて，１年目コンブ小型群は1998年６～10月にかけ

て調査し，成長の季節変化を比較した。なお1996年は，

航空写真と現地調査から，本海域にコンブ群落が分布す

ることを確認したが，成長を比較するデータが得られな

かった。

調査時毎に，基本的に採取後の生鮮時に，葉長（BL），

葉幅（BW），葉（湿）重量（BWW），根茎（湿）重量（SHWW）

を個体ごとに測定し，１年目コンブ大型群と２年目コン

ブについては，現存量（SC）も測定した。葉長，葉幅，葉

（湿）重量から，以下の式で肥大度（SV，単位㎎／f）を算

出した。

SV＝BWW／（BL・BW）

胞子体の成熟と再生が見られた10～12月には，子嚢斑

形成率（SFR），成熟度（MV），ならびに葉部と根部の再

生率（RR）を算出した。なお，子嚢斑形成率は，採集個

体数に占める葉部表面または裏面での子嚢斑形成個体数

の割合を，成熟度は，葉長に占める葉部表面または裏面

での子嚢斑形成部位の長さの割合を，再生率は，採集個

体数に占める葉部または根部の，新葉または新根形成個

体数の割合を示した。

1996年６月９日に撮影した航空写真から読み取った，

コンブ及びその他海藻類の分布3)と調査地点を，Fig.1に

示した。航空写真から判別出来たのは，水深10ｍ程度ま

でであった。岩内港の西防波堤沖にコンブ群落が広がっ

ており，毎年ほぼ同じ場所に群落が形成されていた3)。

１年目コンブ大型群，小型群と２年目コンブの６～７

月の藻体の写真を，Fig.2に示した。同じ時期の１年目コ

ンブと２年目コンブでは，藻体の大きさが異なり，葉体

の特徴も異なっていた。すなわち，１年目コンブ大型群

（Fig.2-a）は，葉長が短く，葉幅が狭く，葉は薄く，黄褐

色であり，龍紋を持つものが多く，根部（仮根）は小さ

かった。一方，２年目コンブ（Fig.2-c）は，相対的に葉

長が長く，葉幅が広く，葉は厚く，濃い褐色を呈し，龍

紋は無く（３月頃までは見られるものもあった），根部も

良く発達していた。

１年目コンブ小型群（Fig.2-b）は，６～７月でも葉長

が５㎝以下と非常に小型で，葉部基部または先端部がや

や広いものが見られ，龍紋の見られるものもあった。

2 1st-year and 2nd-year sporophytes at St.2 off Iwanai.

a) 1st-year sporophyte，large type
(23 June 1997)

b) 1st-year sporophyte，small type
(13 July 1998)

c) 2nd-year sporophyte
(23 June 1997)
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1998年の水中での観察では，大型群と小型群は，異なっ

た転石上を占めている場合が多かったが，量的に多く広

く分布していたのは大型群で，小型群は小斑状に散在し

た。

藻体の再生時期で，旧葉部が残っている藻体の写真を

Fig.3に示した。1995年３月の藻体（Fig.3-a）は，旧葉部

が藻体先端部に少量残るのみであった。新葉部には，龍

紋の見られるものがあった。この時期の葉部の基部は楔

状であったが，この後成長が進むと，より丸みを帯びた

形となった（Fig.2-c参照）。1998年10月の藻体（小型群，

Fig.3-b）は，再生が開始して間もない時期のものであり，

新葉が葉部の基部付近に小さく見られた。新葉と旧葉の

境界は，リシリコンブ同様，明瞭なツキ出しを示さなか

った9)。同時期には旧葉部に，小型の巻貝（主にチャイロ

タマキビTemanella turrita）等の植食動物による食痕が拡

大したとみられる多数の穴が存在し，１年目コンブの特

に小型群で顕著であった。

１年目コンブ大型群，小型群ならびに２年目コンブの，

葉長，葉幅，葉湿重量，根茎湿重量，肥大度の季節変化

を，Fig.4に示した。１年目コンブ大型群の葉長（Fig.4-a）

は，いずれの地点も５月末に最大値を示し，その後９月

に最小となった。10月には葉の再生により，再び葉長が

増加した。２年目コンブの葉長は，３月から７月にかけ

て，St.１で減少傾向，St .２と３で増加傾向にあり，その

後減少した。１年目コンブと２年目コンブを比較すると，

７月以降は２年目コンブの葉長が長い傾向が見られた。

一方，小型群の葉長は６月に平均約４㎝と非常に小型で

あったが，その後徐々に長くなり，10月には１年目コン

ブ大型群との差が明確ではなくなった。

１年目コンブ大型群と２年目コンブの葉幅（Fig.4-b）

と葉重量（Fig.4-c）は，変化の傾向が類似していた。す

なわち３月から７月にかけて増加し，その後ほとんど変

化が無いか，やや減少した。小型群は，８月にかけて増

加し，大型群との差が明確では無くなった。３～10月に

かけて，２年目コンブの葉幅と葉重量は，１年目コンブ

より顕著に大きい値を示した。

１年目コンブ大型群と２年目コンブの根茎重量（Fig.4-

d）は，調査期間を通じて増加する傾向を示した。大型群

のSt .１では，10月に根の再生により重量が増加した。小

型群の変化は明確ではなかったが，10月にかけてやや増

加した。２年目コンブの根茎重量は，３～10月にかけて，

１年目コンブより顕著に大きい値であった。

１年目コンブ大型群と２年目コンブの肥大度（Fig.4-e）

は，いずれも３月から10，12月にかけて直線的に増加し

た。小型群も増加傾向を示したが，10月下旬には減少し

た。７月以降の肥大度は，大型群，２年目コンブともに

St.１で最も大きく，次いでSt.２，St.３の順であった。２

年目コンブの肥大度は，１年目コンブより顕著に大きい

値を示した。

以上のことから，同時期の１年目コンブと２年目コン

3 Regenerating sporophytes at St.2.Arrows indicate boundaries between new
blade (NB) and old blade (OB) areas.

a) 24 March 1995 b) 7 October 1998，Small type
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4 Seasonal changes of the following : a) blade length ; b) blade width ; c) blade wet weight ; d) stipe and holdfast
wet weight ; and e) blade substantiality value of 1st-year sporophytes in 1995 and small type in 1998 (thin lines),
and 2nd-year sporophytes in 1997(thick lines) at St.1 (2-4m deep), St.2(5-8m deep), St.3 (9-10m deep). Data points and
bars denote mean ±SD.

5 Seasonal changes of standing crops of Laminaria sp. in 1995 (a, 1st-year sporophytes) and 1997 (b, 2nd-year
sporophytes) off Iwanai. Data points and bars denote mean±SD.



156 赤池章一，津田藤典

ブを比較すると，特に葉幅，葉重量，根茎重量，肥大度

で，２年目コンブの値が顕著に大きく，両者の違いが明

らかであった。その他，２年目コンブの外観は，１年目

コンブと比較して，葉基部が丸みを帯びて張り出してい

ること，茎部の上部が広く扁平で茎部は短いこと，根部

が良く発達していること，葉部は厚みがあり濃い褐色で

縁辺部が白く縁取りをしたように見えること，などの点

で異なっていた。

1995年の１年目コンブと1997年の２年目コンブの平均

現存量の季節変化を，Fig.5に示した。１年目コンブの現

存量（Fig.5-a）は，５月にSt .３の値が他の地点に比較し

て大きかったが，６月には減少した。一方，St .１とSt .２

では６月に最大となり，特にSt .１では，約20㎏湿重／㎡

と，きわめて大きな値を示した。これらの地点では，９

月に減少した後，10月に再び増加した。

２年目コンブの現存量（Fig.5-b）は，いずれも３月から

６月に増加し，最も現存量が大きかったSt .２で平均1.7㎏

湿重／㎡であった。St.１とSt.３では９月にかけて現存量

が減少したが，St.２は増加し約3.2㎏湿重／㎡あった。12

月には，St.１，２の現存量は減少したが，St.３はほとん

ど変化が無かった。

St.１，２における10月と12月の１年目コンブの子嚢斑

形成率，成熟度，再生率と，St .２，３における２年目コ

ンブの子嚢斑形成率，ならびに成熟度をTable 2に示した。

その結果，子嚢斑は１年目コンブ，２年目コンブとも，

葉の裏面に形成されている個体が多く，葉の裏面の成熟

度が高く，10月よりも12月の子嚢斑形成率と成熟度が高

かった。また，同じ10月でも，初旬から下旬にかけて成

熟度は高まった。St.１とSt.２を比較すると，同時期では

子嚢斑形成率，成熟度ともにSt.１の方が高かった。小型

群と大型群では，小型群の子嚢斑形成率と成熟度が低か

った。

一方，１年目コンブの再生率は，10月よりも12月に高

くなったが，St.１よりSt.２で，大型群より小型群で高く，

子嚢斑形成率及び成熟度とは逆の傾向を示した。

石狩湾以南の北海道日本海沿岸では，いわゆる２年生

ホソメコンブと言われる２年生のコンブが所々に分布す

る（松前，上ノ国，乙部，大成，寿都，磯谷，岩内）10，11)。

船野 12)は，生物地理学的考察から，これらを河口の富栄

養・低水温域に封じ込められた「残留マコンブ」と呼ん

だ。本研究で調べた岩内の２年生コンブ群落も，野束川

の河口近くにあり，そこへは陸域からの栄養塩の供給が

見られた3)。このことは，石狩川河口に近い厚田村の２

年生コンブ，尻別川河口に近い磯谷コンブと同様であっ

た11)。

1995年６月のSt.１の１年目コンブの現存量は，平均約

20㎏湿重／㎡と，小樽市で調べられた一般的なホソメコ

ンブ現存量14)の約４倍という，きわめて高い値を示した。

このような高い現存量は，このコンブ群落の高い生産力

を示唆し，ウニ類やエゾアワビなどの植食性の磯根水産

資源の育成に，重要な役割を果たすと考えられる。

１年目コンブと２年目コンブの季節的成長を比較する

と，全般に２年目コンブの方が大きい値を示し，特に葉

幅，葉湿重量，根茎湿重量，肥大度が顕著に大きかった。

また，外観も異なっており，同じ時期で１年目コンブと

2 Sorus fornation rates, maturity values and regeneration rates of sporophytes.
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２年目コンブを判別するのは，比較的容易であった。

１年目コンブ，２年目コンブともに，７月以降の浅所

の肥大度が高かったことは，より浅所での利用出来る光

量が相対的に大きく，実入りが促進されたことが一因と

考えられる。道東のナガコンブにおいては，葉体が一日

に捕集出来る光量が水深とともに指数関数的に減少する

こと 15)が報告されている。しかし，栄養塩類の供給量や

波当たりによっても実入りが変化すること16)から，今後

実入りの機構と影響を与える要因をさらに詳細に明らか

にすべきである。

1998年には，St.２において１年目コンブの小型群が観

察された。本研究ではこの群の履歴は明らかではなかっ

たが，忍路湾での再生型コンブは，小型で出現時期が遅

いこと13)，近隣の寿都町磯谷の２年生コンブを採苗し養

成した試験では，遅い時期（２月）に沖出しした種苗は

再生時期には小型であり，再生率が高かったこと 11)など

から，発芽時期の遅い群である可能性が考えられる。こ

のような個体群の出現頻度や，コンブ群落の形成・維持

への寄与の程度など，今後さらに明らかにする必要があ

る。

１年目コンブ大型群では，葉部裏面に子嚢斑が形成さ

れている個体の割合が高く，浅所の個体の成熟程度が高

く，いずれの水深でも時期が進むにつれて成熟が進行し

た。コンブ科海藻の子嚢斑のでき方は，一般に「葉のう

ら面から先に形成され，その後におもて面にも形成され

る」6)ことから，当地のコンブも同様の過程を示したと考

えられる。浅所の胞子体の成熟程度が高かったことは，

浅所の個体の肥大度（実入り）が高かったことと関係し

ていると考えられる。リシリコンブにおいては，子嚢斑

の形成されている個体は，肥大度の高い個体であること

が報告されている15)。

一方，葉部と根部の再生率は，藻体の成熟とは逆に深

所で高い傾向が見られ，時期が進むにつれて再生率は高

くなった。天然リシリコンブ 17)や寿都町磯谷のコンブ 11)

でも，肥大度と成熟の程度が高い個体は，葉の再生率が

低い傾向にあることが報告されており，本研究と同様の

結果であった。これらのことから，藻体の実入りと成熟

には正の相関があり，再生とは逆の関係があるといえる。

今後は，コンブの実入りと成熟，再生の関係について，

その機構を明らかにしていく必要があろう。

１年目コンブ小型群も，藻体の成熟や再生に同様の傾

向が見られたが，大型群に比較すると，より成熟の程度

が低く，再生率が高かった。このことは，磯谷において

小型で未熟な個体の再生率が高いこと 11)と同様の結果を

示すと考えられる。

２年目コンブも，葉部裏面の子嚢斑形成程度が高く，

時期が進むと成熟度は高くなった。忍路湾の２年生ホソ

メコンブの観察では，２年目の夏までに藻体が流失し，

２年目の生殖能力を持たないとされた 13)。しかし，今回

調査した岩内のコンブは，２年目藻体でも成熟し，コン

ブ群落の再生産に寄与していることが示唆された。

寿都町磯谷の２年生コンブは，主に水深３～７ｍに，

幅数百ｍ，長さ２～３㎞のコンブ礁を形成する11)。岩内

町から寿都町磯谷に至る数カ所でも，水深３～10ｍの範

囲で２年生コンブの生育が確認されている（津田，未発

表）。これらのことから，岩内町から寿都町磯谷にかけ

ての比較的広い範囲の水深３～10ｍの水深帯に，２年生

コンブが生育していると考えられる。このようなコンブ

群落は，磯焼けが広範囲に広がる北海道南西部日本海沿

岸においては，ごく浅所に残されたコンブ群落同様，コ

ンブ群落が維持，拡大する時の重要な胞子の供給源とな

ると考えられる。

一方本海域では，ウニ類やエゾアワビの増殖事業に伴

い，磯焼けによる餌料不足からマコンブLaminaria

japonicaを用いて餌料用コンブが生産される事例が多い
18)。しかし，生態系の遺伝的攪乱を防ぐためにも，出来

るだけ地元に自生するコンブ類を利用することが望まし

い。北海道日本海沿岸に生育する２年生コンブは，過去

に行われた養殖試験で優れた成長を示し 7 )，北海道日本

海南西部での磯焼け地帯の栽培品種として推奨されてい

る12)。今後は，このような２年生コンブ群落の成因や生

態，遺伝学的類縁関係などを明らかにし，保護，育成を

図るとともに，この海域における栽培品種として積極的

に活用すること検討すべきと考える。

毎年大規模なコンブ群落が形成される岩内町沿岸にお

いて，1995－1998年にかけて，２年生コンブの成長，成

熟，再生，現存量の季節変化を調べ，以下の点が明らか

になった。

１．1995年６月のSt.１の１年目コンブは，平均約20㎏湿

重／㎡と，きわめて高い現存量を示した。

２．１年目コンブと２年目コンブの季節的成長を比較す

ると，同時期では特に２年目コンブの葉幅，葉湿重

量，根茎湿重量，肥大度が顕著に大きく，形態から

１年目と２年目コンブを判別するのは容易であった。

３．１年目，２年目コンブとも，７月以降にはより浅所

の個体の肥大度が高かった。

４．１年目コンブ大型群では，葉部裏面に子嚢斑が形成

されている割合が高く，浅所の個体で成熟程度が高

かったが，再生率は深所の個体で高かった。
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５．１年目コンブ小型群の成熟，再生は大型群と同様の

傾向だったが，大型群より成熟程度が低く，再生率

が高かった。

６．２年目コンブも成熟し，コンブ群落の再生産に寄与

することが示唆された。

７．岩内町から寿都町磯谷の水深３－10ｍには，２年生

コンブが広く分布するとみられ，その保護，育成と，

栽培品種としての活用を検討すべきである。

本研究は，北海道原子力環境センターの磯焼け現象解

明調査の一環として行われた。北海道原子力環境センタ

ーの関係各位には，多くの助言と協力を頂いた。現地調

査に際し，岩内郡漁業協同組合，岩内町，後志南部地区
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