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流れ藻は中国からもやってくる

小　西　芳　信

南日本の沿岸では，毎年４～７月に流れ藻に付随する

ブリ（Seriola quinqueradiata）の稚魚（以下，モジャコ

と記す）を採捕する漁業が営まれ，ハマチ養殖の天然種

苗として供給されている。流れ藻は，ホンダワラ類の海

藻が十分成長し成熟する時期に，波浪などの外力によっ

て基物または母体から離れ海表面を漂流する藻で，九州

北岸では周年出現するが，分布量は３～７月に多い（吉

田 1963）。九州西・北岸では，モジャコが出現する３～

５月の流れ藻の種組成は，アカモク（Sargassum horneri），

ホンダワラ（S. fulvellum），ジョロモク（Myagropsis

myagroides），ヤツマタモク（S. patens）が主体で，い

ずれも同海域の沿岸浅所の藻場から発生する（吉田

1963）。これらの流れ藻は，主として距岸20km以内の

沿岸水域または沿岸前線付近に多く見られるが，対馬暖

流の強勢な沖合水域でほとんど見られない（吉田 1963）。

さらに，東シナ海の大陸棚縁辺に沿って形成される黒潮

と大陸沿岸水との潮境域においても大量の流れ藻が認め

られることはない（千田 1965）。

このように，九州西岸とその周辺海域で３～５月に出

現する流れ藻は，主として沿岸域に分布し，それらの発

生場所は同海域沿岸の藻場と言われてきた。

ところが，2000年４月の当所調査船陽光丸による

卵・稚仔調査の折り，東シナ海の大陸棚縁辺（奄美大島

西から鹿児島県甑島西の沖合）で大量の流れ藻（以下，

沖合流れ藻と記す）を視認した。ここでは，沖合流れ藻

の分布性状を述べ，藻の由来，モジャコ漁場への来遊の

可能性等について検討する。なお，調査時に，九州西岸

及び薩南海域の沿岸でも流れ藻は見られたが，これらの

記述は割愛する。

【調査の方法】 調査は，2000年４月11日～５月２日の

間に日本海西部から九州西方・薩南海域を経て奄美大島

西方に至る海域で行った。図１の定線上に89定点を設

け，各点で４タイプの稚魚網曵網と海洋観測を行い，全

図１．調査海域・調査定線と表面水温・流れ藻の分布
流れ藻は黒丸の定点とこれらの定点間でも見られた。
A，Bは表層水平曳きの稚魚網曵網で流れ藻と付着魚類
を採集した定点を示す。

図２．超音波式ドップラー潮流計（ADCP）による海流の流向と
流速（海洋動態研究室種子田 雄技官作図）
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定線上で超音波式ドップラー潮流計（以下，ADCPと記

す）を作動させた。流れ藻は，目視により分布を把握し

たが，その量的評価は行えなかった。２定点で表層水平

曳きの稚魚網により流れ藻と付随魚を採集した。

【沖合流れ藻の大量分布】 図１に，調査海域と流れ藻

及び表面水温の分布，図２に，ADCPによる水面下11m

層の海流の流向・流速をそれぞれ示した。黒潮は，奄美

大島西方を北東に流れ，同島北西で向きを東に変え屋久

島南から太平洋側に流去していた（図２）。屋久島西方

では，黒潮から派生する暖水舌が北西に張り出していた

（図１）。図１の赤丸は，奄美大島西から甑島西の沖合水

域において流れ藻が視認された定点を示し，昼間には点

から点の定線上でも見られた。また，流れ藻分布域は表

面水温が16～20℃台の範囲にあり，複雑な水温・塩分

の鉛直構造（図示していない）からみて，黒潮または黒

潮系水と大陸沿岸系水とのフロント及び両水系の混合域

とみられる。東西に走る調査定線間は観察の空白水域で

あるが，図２の海水の流動特性（東西方向への強い流れ

がなく漂流物が北方向に輸送される条件下にある）や一

部の南に向かう定線上では連続して藻が見られたことか

ら，図１の赤丸で囲まれる全域（南北390km×東西50

～100km）に流れ藻が分布していたと推察できる。また，

藻は調査海域の西端及び南端まで見られたことから，実

際の分布範囲はさらに西方及び南方まで拡がっていたと

考えられる。流れ藻のサイズは，小さくて直径約１m，

最大約５mで，２～３mが主体であった。多くの場合散在

していたが，中には帯状に連続して見られることもあっ

た。臨時調査員の鹿児島大学大学院生栗原　暁氏（ホン

ダワラ類の分類を専攻）によると，稚魚網に入網した流

れ藻・チギレ藻はアカモクが主体であった。図１のA点

で採集した２つの藻（約５kgと６kg）に，合わせてモ

ジャコ145尾（FL ４～８cm，モードは６cm），マアジ

（Trachurus japonicus）24尾（FL４～５cm），他にメジ

ナ（Girella punctata），イシガキダイ（Oplegnathus

fasciatus），オヤビッチャ（Abudefduf vaigiensis），ハナ

オコゼ（Histrio histrio）の幼稚魚が付いていた。また，

B点の藻（約30kg，写真１）にはマアジ稚魚（FL約２

～３cm）が約500尾付いていた（写真２）。

流れ藻の大量分布のほかに，この４月の調査の特記事

項として，サルパの高密度分布が甑島から五島以北の水

域で見られたこと，さらに，そこより南の広い水域（黒

潮流域を除く）でアカクラゲとそれに付随するマアジ稚

魚が表層曳きの稚魚網で採集されたことが挙げられる。

ところで，４月の調査に先立って，２月25日～３月

15日の間にも五島灘以南の海域において陽光丸による

卵・稚仔調査を行った。定点・定線配置は４月のそれと

ほぼ同じである。しかし，２・３月の調査時に流れ藻，

サルパ，アカクラゲはともにほとんど見られなかった。

やや誇張していえば，３月中旬以降のひと月の間に，九

州西方から東シナ海中部における海洋生物環境が一変し

たことになる。なお，上述した沖合流れ藻の分布は，５

月に当所東シナ海海洋環境部の２研究室（海洋動態研・

生物環境研）がそれぞれ陽光丸と水産庁漁業調査船開洋

丸で行った海洋調査でも視認されているが，藻の分布密

度は４月に比べかなり減少したようだ。

写真１．定点B（図１参照）でニューストンネットに入網した流れ藻
（陽光丸岡本平太三等航海士撮影）

写真２．定点B（図１参照）でニューストンネットに入網した流れ
藻に付いていたマアジ稚魚

（陽光丸岡本平太三等航海士撮影）
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なお，陽光丸による３，４月の卵・稚仔調査は，1996

年以降観測網を九州西方沖，1999年からさらに奄美大

島西方まで拡げた。しかし，これらの調査で沖合流れ藻

の分布を認めた記憶がない。分布していたとしても少量

であったと思われる。

【沖合流れ藻の発生源】 沿岸の藻場から発生した流れ

藻は，主として沿岸水域または沿岸前線付近に分布する

（吉田 1963）ことから，今回視認した大量の沖合流れ藻

が，九州西岸の藻場から発生したとは信じがたい。もと

より，九州西岸の藻場は磯焼けによりホンダワラ類の繁

茂が悪くなっており，鹿児島県で1965年，長崎・熊本

県では1970年以降この現象が見られる（柳瀬 1981，四

井 1999）。藻などの漂流物の輸送・漂流経路は，表層の

海水流動や風に支配される。五島灘より南の九州西方海

域では，薩摩半島沿岸から流入する黒潮分枝流の影響で

左旋環流が形成されることもある（大下ら 1999，森永

2000）が，男女群島付近から派生する対馬暖流の分枝流

による右旋環流が支配的である（井上 1981，宮地 1991）。

同海域における今回の調査時の流況は，潮流の影響を強

く受けきわめて複雑で環流の存在は想定しにくいが，沿

岸浅所から問題の沖合に向かう流れは見られない（図

２）。また，沖合流れ藻が九州の浅所起源であるなら，

その間の海域にも連続して大量の藻が分布するはずであ

るが，実際は若干見られただけであった。沖合流れ藻の

分布域は，その北端から南西に少なくとも390km延び

ており（図１），この海域の流況は北流が支配的であっ

た（図２）。これらの藻が九州西岸起源とするなら，藻

は北流に抗して南に分布を拡げたことになりきわめて不

合理である。

以上のように，九州西岸の藻場におけるホンダワラ類

の繁茂状況や当該海域における海水の流動環境からみる

と，大量の沖合流れ藻が九州の沿岸浅所から発生したと

はとうてい考えられない。高知大学海洋生物教育研究セ

ンター大野正夫教授によると，アカモクは中国の遼寧・

浙江・福建・広東の４省に多産し（Tseng 1983），台湾

に大規模な藻場はない。沖縄諸島など南西諸島にもホン

ダワラ類の海藻は分布しない（千原 1975）。アカモクの

成熟期の水温は10～20℃であり（小河 1985），３～４

月の渤海沿岸の水温は６℃以下である（海洋図集編集員

会 1992）ことから，この時期に遼寧省沿岸に流れ藻は

まだ発生していないと考えられる。おそらく，問題の沖

合流れ藻は，中国の浙江省以南の浅所で発生した可能性

が大きい。対馬暖流の起源について種々の説があるが，

近年では，主として台湾海峡から北東流する海流及び台

湾の北東域からの北東流（黒潮系水と大陸沿岸系水との

混合水）が九州西方の大陸棚縁辺で合流したものとの説

（Katoh et al. 1996，Katoh et al. 2000）が有力となりつ

つある（ただし，加藤らの説は夏季の調査結果に基づ

いている）。流れ藻の浮游期間（寿命）が少なくとも２

か月である（吉田 1963）こととも考えあわせると，沖

合流れ藻の起源が中国浙江省以南にあるとみてよさそ

うだ。

ところで，沖合流れ藻の中国起源説が正しければ，年

により量の多少はあるものの，これまでにも当該海域に

おいて藻の分布現象が見られたはずであるが，そのよう

な報告は今回が初めてである。おそらく，この海域にお

ける流れ藻分布調査の事例がほとんどなく，あっても藻

が量的に少なかったことにより見過ごされてきたためで

あろう。漁業情報サービスセンターが発行している「東

シナ海漁海況速報」に，中国浙江省沿岸の表面水温情報

が描かれている（1997年以前はごく沿岸の等温線は描

かれていないが，沖合のそれから沿岸水温を類推した）。

杭州湾を除く同省沿岸の最低水温は２月で，その値は例

年７～10℃を示し，３月には８～14℃に昇温する。と

ころが，2000年２月の最低水温は３～７℃と例年より

４℃前後低く，1994年以降初めての現象である。しか

し，３月には例年の水温に復している。筆者には，この

２～３月の大きな水温差と浙江省起源と思われる沖合流

れ藻の大量分布とがなにかしらの因果関係があると思え

る。

【沖合流れ藻のモジャコ漁場への来遊の可能性】 西海

区水産研究所は，1950，1960年代に，東シナ海で産卵さ

れたアジ・サバの九州沿岸への補給・加入機構及び魚群

の移動・分布に関わる水系の動きを調べる目的で，東・

黄海のほぼ全域で海流瓶調査を行った。1954～1956年

と1962年に東シナ海において実施した調査結果による

と，大陸棚上の内側で投入された海流瓶は九州西岸から

日本海を経て北海道方面に運ばれるものが多く，大陸棚

縁辺（水深100～200m）で投入されたものの多くは九

州南西近海と日本海，大陸棚斜面より東方の深水域で投
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入されたもののうち北緯30度以北のものは九州西岸，

北緯28～30度のものは薩南海域及びトカラ列島，北緯

28度以南では太平洋側沿岸に漂着して拾得される傾向

がある（辻田・近藤 1957，水産庁調査研究部・西海区

水産研究所 1963）。これらの報告では，海流瓶の投入位

置がその後の漂流ルートをある程度決定づける結果とな

っている。しかし，奄美大島北西の大陸斜面周辺におい

て黒潮流路は変動が激しく，このことにより九州南西海

域の流況が大きく変化する（宮地1991）ことから，こ

の大陸斜面周辺に分布する流れ藻のその後の漂流経路も

黒潮流路の変動に応じて変化することが予想される。村

山（1991）は，東シナ海で産卵されたブリ卵・仔魚が成

長してモジャコとなり，対馬暖流域と太平洋側にそれぞ

れ補給・配分される割合を求めるためには，奄美大島北

西における対馬暖流の黒潮からの分岐機構を解明する必

要性を指摘している。

今回の沖合流れ藻の分布域は，ほぼ100～200m水深

帯であった。上述の海流瓶の調査結果を参考にすると，

これらの藻は南日本のモジャコ漁場に輸送されることは

間違いなく，多くは九州南西近海と日本海へ運ばれるこ

とになるが，はたしてそうであろうか。全国かん水養魚

協会が発表した「モジャコ情報」（日刊水産経済新聞

2000年８月８日付）によると，2000年漁期のモジャコ

漁場における流れ藻及びモジャコの出現量は，対馬暖流

側と太平洋側でやや異なる。すなわち，鹿児島県から静

岡県に至る太平洋側では，ほぼ全域で藻・モジャコの量

は漁期全般をとおしてきわめて良好（鹿児島～愛媛）か

良好（徳島～静岡）であった（高知県は漁期前半低調で，

後半良好）。一方，対馬暖流側では，鹿児島県から長崎

県南部までと鳥取県の海域は，漁期全般を通じてきわめ

て良好（鹿児島，熊本）か良好（長崎，鳥取）であった

が，長崎県北部から島根県では漁期前半は低調で，後半

になって良好となった。近年，南日本のモジャコ漁場に

おける流れ藻の出現量はきわめて少なく，したがってモ

ジャコ漁も不振が続いていた。2000年の好漁は久々の

ことであり，沖合流れ藻の大量出現と関連あることは想

像に難くない。おそらく，沖合流れ藻の多くは九州西岸

及び太平洋側に運ばれたと思われる。太平洋側へは直接

流されたものもあろうが，九州西岸を経由したものもあ

ろう。なぜなら，井上（1981）と宮地（1991）による海

水の流動構造の記述を参考にすると，沖合流れ藻に由来

する九州西岸の藻は，男女群島付近から派生する対馬暖

流の分枝流により運ばれてきたものが主体と思われ，一

部は分枝流発生時に見られる右旋環流に乗って薩南海域

へ達したのち太平洋側に抜けるからである。今後，沖合

流れ藻が九州西岸と太平洋側に偏って輸送される流動環

境であったかどうかを検証する必要があろう。なお，薩

南海域から本州太平洋側の沿岸に流れ藻が輸送される実

態は，旧南西外海ブロックの水研・水試によるモジャコ

漁場一斉調査等で行われた流れ藻標識放流調査で把握さ

れている。

【今後の課題】 沖合流れ藻の中国起源説のさらなる確

証を得ること，及びその藻が南日本のモジャコ漁場に輸

送される実態を検証することが必要である。

前者の目的のために，流れ藻の海藻類学的研究により

中国と九州のホンダワラ類の形態的差異を調べること，

東シナ海全域を対象とした流れ藻分布調査を行うことが

必要である。さらに，過去にさかのぼって，南日本のモ

ジャコ漁場における流れ藻分布量と中国浙江省沿岸にお

ける２～３月の水温との関連を調べることである。後者

のためには，沖合流れ藻の標識放流調査を実施すること

である。

当研究室では，2001年より陽光丸による４月の卵・

稚仔調査時に流れ藻標識放流を実施することにしてい

る。その成果は，モジャコの漁況予測精度の向上のみな

らず，東シナ海起源のマアジ・スルメイカ等の幼稚仔魚

が二大暖流により日本海及び太平洋側に配分される機構

を追求する，「産卵場形成と幼稚仔魚の輸送環境の変化

が加入量変動に及ぼす影響の解明」のプロジェクト研究

にも貢献するであろう。

最後に，臨時調査員として陽光丸に乗船いただいた鹿

児島大学大学院生栗原暁及び同大学部生後藤初美の両氏

に深謝します。特に，栗原氏には流れ藻の教示をねがっ

た。さらに，沖合流れ藻の追加的情報を提供いただいた

当所海洋環境部の海洋動態研究室・生物環境研究室及び

陽光丸乗組員の方々にお礼申し上げます。

（東シナ海漁業資源部浮魚生態研究室長）
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