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TSU80TA ， H. ， KU80 ， H. & MUKAI ラ S. 2009. A new fincling of seagrass Haloph i1 a 

nipponica J. Kuo (Hyclrocharitaceae) from Miy 吋ima Islancl in Hiroshima Prefecture ， 
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The marine aquatic herb Halophila 11伊~Jonica J. Kuo (Hyclrocharitaceae ， Monocoty-

leclonae) is reportecl 白・om an area near the SW part of Miyajima Islancl ， I- Ii roshima 

Prefecture ， I-Ionshu ラ SW Japan (Aki-nacla ， W part of Seto Inlancl Sea). The genus 

Halophil αhas a wicle clistribution range in the tropical ancl subtropical regions ancl 

extencls to the temperate region aI・ ouncl the Pacific ， Atlantic allcl Inclian Oceans ラ with

its northern limit in the N part of Honshu ラ Japan ，in the Pacific Ocean. H. nipponica 

was clescribecl recently ， ancl its known clistriblltion illclucles Japan (HOllShu ラ Shikoku

ancl Kyushll) ancl Korea. Morphological examination of fielcl collectiolls anclmolec-

ular analysis of the illternal trallscribecl spacer (ITS) sequence clata of nuclear ribo 同

somal DNA clemonstratecl that the specimens represent H. nipponica ， not H. ovalis 

which has long been recogllisecl in Hiroshima Pre f. The vegetation of the habitat 

near Miyajima 1slancl is a pure community of H. nipponica or mixecl com111unities 

together with Zostera japo l1 ica Asch. & Graebn. ancl/or Z. 111 Cll ・ina L. The habitat of 

this species is the 10¥ ver part of the interticlal zone ancl upper part of the in fi" alittoral 

zone ， corresponding to the Z. japonic 正1 ZO l1 e allcl Z. ll1 arina zone in the vertical dis-

tributioll of seagrass communities. Because of the distance fr0111 other known local-

ities ヲ its enVirOll111ent being subject to minimal hU l11 an clisturbance ， the differences 

in 1TS sequence data when cO l11 parecl to that from other ・ localities in Japall ラ ancl an 

old record of H. ovalis near Miyajima 1s. ラ the inclusion of H. ovalis fr0111 Hiroshi l11 a 

Pre f. is a result of misiclentification ラ ancl does not represent a recent introdllctioll to 

the area. 
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ウミヒルモ属 Iて{a/ophi/a Thouars は， lì~.子否定植物の

トチカガミ科 Hyclrocharitaceae の多年草で，海産顕

花植物(海:草)である. ジ、ユゴンの食草として知られ，

iiii かい地j或の比較的浅い海)氏に繁茂する.本属は熱

帯j或の海をr: 1:1 心に慌荷j或まで広く分布し， 1= 1本はそ

の北限に近い. 1= 1本近海は|暖流と寒流が交わること

から， -IH:界で、もっとも淘~l~Li;I:1 の iEEかな海域として知

られているが，最近の研究によりウミヒルモ属~;車物

も多く確認されている.本属はこれまでに世界から

約 10 穂 (den Hartog 1970; Kuo & McComb 1989; 

Short et al. 2007) ， 1= 1本からはウミヒルモ Halophila

ovalis (R.B r.) Hook. f.とヒメウミヒルモ Haloph i1 a

dec 伊iens Ostenfelcl (den Hartog (1 970) は Halophi-
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la ovata Gauclich. として報告)の 2 穂が報告されて

いた (Kuo 1995; 内村ほか 2005). 1:: 1本産のウミヒル

モ属については松村. (1895) が H. ovalis を. Makino 

(1 912) が I-J. euphlebia Makino を報告している.そ

の後. Miki (1 934) が分類学的な再検討を行い，ウ

ミヒルモ H. ovalis 一種のみを認めている. また.EE1

1:1 こIほか(J 962) でもウミヒルモ I-J. ovalis だけが報

告されている.ーブ J. Uchimur ・a et al. (2006a) は I-J.

ovalis ， H. decipiens ， H. eL ψhlebia の 3種を認めている.

ウミヒルモ類については，多くの研究者が指摘して

いるように分類学的に問題のある種群として認識さ

れてきた (Miki 1934; clen Hartog 1970; Waycott et al. 

2002; Green & Short 2003). 最近，分類学的な再検討

により，新種も含め日本産として 8種が報告されて

いる (Kuo et al 2006) .また，本属について分子系統

学的な研究も行われ，新事f1 も含め日本産として 6 種

が報告されている (Uchimura et al. 2006b). 一方.r 日

本海草|盟諸 J (大:l~j ・宮田 2007) では. 1:: 1本産とし

て 6 種 1変種と l雑種を認めている.

ウミヒルモについては最近分類学的な再検討・が行

われ. Kuo et al. (2006) お よび Kim et al. (2009) 

によればこれまでウミヒルモ H. ovalis と|司定され

てきたもののうち本州や朝鮮半島に産するものは

H. nipponica J. Kuo に相当するとしている.一方，

Uchimura et al. (2006b) もKuo et al. (2006) の報

告にわずかに遅れてヤマトウミヒルモ H. japonica 

Uchimura & Faye を新種として記載し系統解析の

結果からも本州産のものはウミヒルモとは異なると

いう結よ!ミを示している. Uchimura et al. (2006b) で

報告されたヤマトウミヒルモ H. japonica は I-J. nip-

ponica のシノニムに相当すること，また大場・'8" 1五

(2007) がすでに H. n伊'ponica に対してヤマトウミヒ

ルモの杭l名を月3いていることから，本報告でもJ-I， σ10-

phila 17 伊'po17ica J.Kuo に対してヤマトウミヒルモの羽1

~I を用いる

ウミヒルモは. 2000 年版レッドデータブック(環

境庁自然保護局野生生物課 2000) および平成 19 年

公表の環境省のレッドリスト(環境省 2007) に準純

滅危倶 (NT) として掲載されている.広島県からは

過去にウミヒルモとされるものが報告されている(土

井 1983; 仁|二 l岡新聞 2001) が. r広島県植物誌J (広島

大学理学部|明属宮島自然植物実験所・比婆科学教育

振興会 1997) ではウミヒルモは未確認種として掲載

されている. また. 1995 年版広島県版 RDB (広島県

野生生物保護対策検討会 1995) にはウミヒルモは拘

jl 託されていないが.2003 :¥1 斗恨の県 RDB( 広島県版レッ

ドテータブック見誼し検討会 2004. H. ova 1i s として)

では絶滅危倶 II 類 (VU) に指定されている.一方，

ヤマトウミヒルモについては比II 史的最近記Ji まされた

種であるため情報が少ないが. Kuo et a1. (2006) や

Uchimura et a1. (2006b) によれば二1: 1[主!地方からは

広島県，山口県，島根県，愛媛県，高知県，徳島県，

香川県から報告がある

今 10:1.広島県廿1:: 1市市の宮島南西部の海域でウミ

ヒルモ属植物の生育が確認された.本研究では，宮

島近海で見つかった新産地のサンプルについて，生

育地の環境や生育状況とともに，形態および核 ITS

領:l或の DNA ハプロタイプについて検討を行ったので

報告する.

調査地概要

本研究の調査は，広島県廿1: :1 市ili 宮島町宮島の南

四海域(北緯 34 度 14 分，東経 132 度 16 分;環境省メッ

シュコード 5132-22-8 1)およびその周辺で行った

(Fig. 1).調査範i韮i はあてのき ~Fljから江ノ尻irlj. 長 irlJ.

須屋irlj の岸辺から1'" 合に 30111 あたりまでの海域であ

る.この海域では，これまでにアマモやコアマモな

どの海草が多く生育することが長nられている.

材料と方法

2009 年 8 月および 9 月の比11 史的i託子i朝n寺のi朝位が

低い日に調査を行った. 1; 直生調査は. Br 乱 m-Blanquet

(1 964) の植物社会学的方法に従った.約 1 m x 1 m 

の方形|玄に出現するすべての維管束植物について優

先度・群度の評価を行った.あわせて，今 IITIf 写られ

たサンプルのうち l標本について，核 ITS (internal 

transcribecl spacer) 領:l或の DNA ハプロタイプを決定

した.野外から採集した植物体の葉の一部から DNA

を抽出し実験に用いた . DNAj:lll 出は，坪 EEI ほか

(2002) や Tsul ヲota et a1. (2005) などを改変した方

法を用いた (Appenclix). 2 111m 四方程度の植物体

を凍結破砕後. TE バッファ - 250μl にi容かしク

ロロホルム 100 ~tl で処理したものを遠心し，上泣

みを直接 PCR に用いた. PCR およびシークエンス

の条件は Tsul ヲota et al. (I 999 ， 2000) および Hancla

et al. (2003) にf足った. PCR およびシークエンス

用のプライマーは Table ]に示した. ITS 領域の増

11 屈にはネスティッド PCR を行った. 1 四日の増111 日で

は 18SJ659B と 26SJ66BR のプライマーセットを用

いて増IjJ日を行い. PCR 産物を 100 倍希釈したもの

に対して 2 10: 1日の増IjJ日を行った. 2 10: 1日の増加では

プライマーセットに 18S1764B と 26S102BR を用い



t:-ri. EEII専美・久保nì~!lr~・向井誠二 341 

た. 得られた~~Ñl ti~ 四日夜IJ は， DDBJ /EMBL/GenBank 

国際塩基配列データベース(I nternational N ucleoticle 

Sequence Database Collaboration; INSDC) に査録し

た.今回得られた配列を既存のデータとアライメン

トを行し'J:UI 皮した.

結果と考察

宮島におけるヤマトウミヒルモの生育地の環境と生

育状況および植生 (Fig. 2A- C) 

調査の結果，調査地の宮島市西部の海域付近で~I:

育が確認された.ヤマトウミヒルモの生育場所は，

海水の透明度が比較的高い海域の砂地の海底で，や

や泥質の混ざる場所に生育する場合が多かった.生

育地は面積にして合計 100 m 2 以上の範閣で，最tI huiiiVJ

11 寺では水深 3-5 m 程度，最低潮位の|際に淘:而から現

れる場所( ii 日j間帯下部)からそれよりもやや深い低

iiWJ 線より深い場所(i朝刊すの最上部，最干潮時の水

位が 0.5 m 程度)であった. これは，大場・官旺I(2007) 

のコアマモ布，: Zostera j呼Jonica subsp. japonica zone 

の下部からアマモ帝Z. 711([/ ・ina zone の上部に相当し，

Hirane 

Q 
}く ougo-zaki

問中ほか(1962) が報告しているウミヒルモの垂直

分布のうち，分布からヤマトウミヒルモと考えられ

る九州市部や東京湾口のものとほぼ一致する. また，

EEI 中ほか(1 962) はウミヒルモについて海産植物の

中で、は比較的内湾性の強い極で、あると述べているが，

今回見つかった環境は内湾というよりは比較的関け

た環境であった.

生育状況は，植物体がそれほど密生せずヤマトウ

ミヒルモが単独で群落を作るか，あるいはコアマモ

Zostera j勾Jonica Asch. & Graebn. やアマモZ. l71 arina 

L と混生することが確認できた.いずれの j劫合も褐

藻や紅謀が混生する場所もあったが，調査n寺には海

水温が高いためか枯死し種名が不明で、ある.一方，

コアマモやアマモが密生する場所や深度が深い場所

ではほとんど見られないか，あってもわずかな個体

数に|浪られた.玉置ほか (2004) は，アマモ類とウ

ミヒルモの間の種間競合が存在することを報告して

いるが，今回の場所でもその傾向が確認された.ま

た開花については，一般的には 7-8 月とされている

が，今回の生育場所では花の H寺Hn に観察できなかっ

たため今後継続調査を行う予定である

Seto Inland Sea lkm 

Fig. 1. Map of SW part of Miyajima Islancl う Hiroshima Prefecture ， SW Japan ラ showing the 

stucly site ancl location of sampling sites of Halophifa nipponica J. Kuo. Numerals on the 

map corresponcl to the sites in Table 2. Shacle circles C-) represent sites where H. nipponica 

was recorclecl う ancl open circle C 0) not recorclecl. 
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Table 1. Primers usecl for PCR amplification ancl sequencing ofthe ITS regions ofHalophil α71 伊tponica

J. Kuo. in the present stucly. 

Primers 8equence (5'-3') References Note 

Fonvanl 

1881659B CGTCGCTCCT 八CCGATTG Oguri ct al. (2003) 1 1st PCR 

1881764B AGAGGAAGGA GAAGTCGTAA C Oguri et al. (2003) 1 2nd PCR ， sequcncing 

18srRNA TCCGTAGGTG AACCTGCGG Oguri et al. (2003 )2 Sequencing 

5.8S lO B CTCAGCAACGGATATCTTGG Oguri et al. (2003) 1 Sequencing 

5srRNA ACGATGAAGA ACGCAGCG Oguri et al. (2003) 2 Sequencing 

5.8S43I-I GAAGAACGTA GCGAAATGCG A Present study Sequencing 

Reverse 

5S1 ・RNAR CGCTGCGTTC TTCA TCGT l-landa et al. (2003) 2; Oguri et al. (2003) Sequencing 

5.8S102BR ACTCGATGAT TCGCGGA Oguri et al. (2003) 1 Sequencing 

5.8S124HR CGGGCGCAAC TTGCGTTCA Present stucly Sequencing 

25srRNA TCCTCCGCTT AGTGATATGC Oguri et al. (2003) 2 Sequencing 

26S102BR CCGGTTCGCT CGCCG Oguri et al. (2003) 1 2nd PCR ， sequcncing 

26S166BR GAGGACGCTT CTCCAGACTA C Oguri et al. (2003) 1 1st PCR 

The positions corresponcl to ones in the 18S rRNA gene of Chlorella vulgaris (X13688) ancl the 5.8S 

r貯~A gene of Chlamydomonas tetragama (AB004866). 1 Designecl by K. Bekku ， M. It ouga & l-I. Tsubo-

ta; 2 designed by }-1. Tsul ヲota.

ヤマトウミヒルモの生育する i: 直生は，大場・宮 111

(2007) が提案したヤマトウミヒルモ群集 Halophil-

etu l71 11 伊1jJ onicae Ohba & Miyata ~こ相当するが，宮島

の~ミ育地ではコアマモが多く出現するスタンドが多

く確認された (Table 2) 

ヤマトウミヒルモの形態的特徴と区別点 (Fig.2D-G)

砂地の海底に生育する常総で沈水性の多年生革本.

葉が海 1:1: 1に直立し，茎は砂地に潜り棋にはう.茎は

細長く I~I い横走茎になり，軟らかい.茎には.Êií'iがあり，

節間は 20-35 111m. 節から i本のひげ根を出し，透

明な fr.il!í~片葉を 2 枚つける.さらにf.(il!í~片葉の肢に非常

に短い枝を1:1:¥し，そこから葉を 2 枚出す.業は有柄

で全縁，黄緑色から緑色.葉柄は出 IU 長く白色.葉身

の質は Ìl\~ く，市!日 JJ包層は 1- 数層，楕円形で長さ 18-25

111m ， 111m 10 111m 程度.葉脈は網状にならずヰ:1十判i十:

阿縁に!脈'J J派!氏氏があり， 8-12 対の側脈でつながる. 1[[ 日!氏は

ほとんど二叉分校しない.葉の縁の緑帯は 1 111m 程度.

葉縁の透明細胞は 4 列程度でキIII 長く.長さ 200-350

ト1m. 葉身には気子しはなく，葉身細胞はジグソーパズ

ル;I)e で 35-60 pm. rttm雌Jr~i~ミで 1:w] ::{E は 7-8 月とさ~~る

が，宮島の集団では花および果実は未確認.今 IITI 得

られたヤマトウミヒルモの標本は， Kuo et a1. (2006) 

や Uchimura et al. (2006b) ，大場 . 'ifJ; 111 (2007) の

記載とほぼ一致した.ヤマトウミヒルモは二葉のK: littb 'l

比や葉)I~，葉柄が紫紅色を帝びないこと，葉縁の透

明細胞が 4 層程度，側JJl Rの数が少ないことなどでウ

ミヒルモと区別できる.また，ヤマトウミヒルモは

鹿児島県以北に分布するのに対して，ウミヒルモは

それ以南に分布する (Kuo et al. 2006; Uchimura et a1. 

2006b) 

次に標本を引用する.

Halophil α17 伊tponica J.Kuo ， Acta Phytotax. Geobo t. 

57: 141 ，2006. 

Syn. H.j 勾'J ol 1I ca Uchimura & Faye ， Bull. Natn. Sci. 

Mus. ラ Tokyo ，Se r. B ， 32: 131 ，2006. 

JAPAN. 1 :25 ，000 I AtatajimaJ ヲ Honshu ，Hiroshima-

ken ， Hatsukaichi 回 shi ラ Miyajima-cho ，Miyajima Islancl ， 

near Atenoki ぺ1ra. August 26 ， 2009 ， H. Tsubota & s. 
JYlukai ， 26001 ， DNA voucher for accession l1 u111ber 

AB5234 1O， (HIRO 句MY); ibicl. ヲ Miyaji111a Island ， near 

Enoshiri-ura. Septe111ber ・4 ヲ 2009 ，S. lv!ukai ， H. Kubo & 

H. Ts ubota ， 26421-26427 ， (I-l IRO-MY). 

ヤマトウミヒルモの核 ITS 領域の種内変異

核 ITS 領域について~t~.~同日列を決定し， DNA デー

タベースに主主録されている ~Mt恭配列と比較した得

られた配列の長さは 753 bp で，アクセッション番

号は AB523410 である.既存の配列とのアライメン

トの結果， Jか所のインデル(挿入および欠失)を

合む 622 bp について比較を行った.比較の結果，宮

J23 南部で確認されたiTRq 却休の ITS 領j或 (ITSl-5.8S
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Table 2. Halophiletu l71 nipponicae Ohba & Miyata (2007). 

Stanclno M06 M09 MOI M02 lVl 03 lVl lO lVl 04 lVl Il lVl 05 lVl l2 lVl l3 lVl 07 lVl 08 調査番号

YCUI 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 年

lVl onth り 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 月

Day 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 日

Sitc no. つ 2 4 4 2 2 調資地

Watcr lcv c¥ ut lowcst ticlc (111) 。。 O 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3 O 0.1 0.9 0.2 0.7 

Arca (111") 

('%) Covcr ofvcgctation 35 10 70 25 15 45 80 85 75 70 70 40 O 椴被率(%)

ト~llmbcr 0 1' spccics 7 ウ ヴ つ o 重数

Charact 巴1・spccics of ass. 

Halophila lI ip Ji ollica J. Kuo 

Othcr spccics 

ZostCI ・αjaponica
3.3 ヲヲ 1. 2 3.3 2.3 4.4 4.4 4.4 4.4 コアマモ

Asch. & Gracbn. 

Z I/l ω'i l1 aL つつ 1.2 3.3 アマモ

Sites 1…3: Japan. Honshu ラHiroshima-ken ，Hatsukaichi-shi ， Miyajima-cho ラMiyajima Is. ラEnoshiri-ura;

and site 4: near Suya-ura. Leg.: H. Tsubota ぅH. Kubo & S. Mukai. 

1・DNA-ITS2) の配列は，オサト|産のヤマトウミヒルモ

のもつ配列 (AB436931-AB436935 )とは同じ長さで，

0-2 塩基の速いしか認められず 100-99.7% の相i司

性を示した. とくに， 111 仁1 (周防大島)や島根(知

夫里島古海)，神奈川(小田和湾)とは!司ーの ITS ハ

プロタイプをJ寺つことカ汁珂らかになった. これらの

結果から，今回見つかった宮島近海:のウミヒルモ属

植物は過去に報告のあるウミヒルモ H ovalis ではな

くヤマトウミヒルモ H nipponica であることがj立伝

的にも確認されるとともに，宮島の集団は本州の{白

地域の集団と遺伝的にあまり分化していない可能性

が示唆された.今後，非コード領域など他の領域の

配列の比!I 史や集団遺伝学的な方法を用いて，集団の

遺伝的構造の詳細|を明らかにする必要がある.

官j誌におけるヤマトウミヒルモの分布の意義と今後

ウミヒルモ類は昔から日本各地で報告があり，一

般的な植物であったと考えられる. しかしながら，

高度成長JUJ}). 、降の埋め立てや海洋汚染により分布域

が狭まっており， J来境省の 2000 年版レッドデータ

ブック(環境庁自然保護局野生生物課 2000) やレッ

ドリスト(環境省 2007) .各県のレッドデータブッ

クで何らかのランクに指定されている.広島県では

過去に数か所で生育が報告されている(土井 1983 ，

広島湾および竹原子11 忠海など)が，普段目につかな

い海底に生育する植物であり，また広島県内での分

布や生育状況については詳細な情報がなかったた

め，最近まで環境怒化に伴いほとんどの場所で絶滅

したものと考えられていた(中刷新聞 2001; 広島県

版レッドテータブック見直し検討会 2004) .最近に

なってIf}r 片的な報告がいくつかなされており，竹原

-r!1(二t::J: 1二 1983; Kuo et al. 2006 ， Takahara Shi と記jl 武

[MAK 296963 ， as H ova!is]; Uchimura et al. 2006b ， H 

japonica として [MAK 296963 ， as H ova !i s]; 環:r js 省

生物多様性七ンター 2008a ，ウミヒルモ H. ova /i s とし

て)や豊田郡大 111 奇上島IIIT 生野島(環境省生物多様性

センター 2008b ラ2009 ，ウミヒルモ H ova!is として)， 

能美島(仁!こ i岡新11 1] 2001; 三上 2002; 大布ji 111] 訂正辺の生

き物調査団 2002; 広島県版レッドテータブック見直

し検討会 2(04) ，大竹市阿多々島(寺脇ほか 2001 ，ウ

ミヒルモ fよ01 ゼTl is として)，近隣では山口県屋代島

(周防大鳥) (Uchimura et al. 2006b ， H. j正7ponica とし

て)や愛媛県(松山市興)百島・中島 IIIT' 御荘111]') (愛

媛県貴重野生動植物検討委員会 2003 ラウミヒルモと

して)からの報告がある.宮島周辺では上記以外に，

Miki (1934) が分布図の中で、;百島近海から 111 口県屋

代島付近が含まれる範囲を産地としてプロットして

いる.一方， ll!t (1 918) や加藤 (1939) ，端Jl I (J 942a ， 

b) ， I主jほか(1 975) は宮島の植物について報告して

いるが，ウミヒルモについてはふれていない. しか

しながら，今回生育が明らかになった宮島の柴田は，

その生育J易所や状況から考えて自生していたものと
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Fig. 2. Halophila nipponica J.Kuo and its habitat near Miyajima lslancl ヲ Hi 1' oshima

Prefecture ， SW Japan. A. The stucly sIte (September 4ラ 2009). B. Habitat of H. 11 伊'l Jo11ica

(September 4ラ 2009). C. H. 11 伊'l Jonica gr O¥へ ring on sandy bottom at a depth of 0.5 m in the 

stucly site (September 4ラ 2009). D. Sterile plant (August 26 ラ 2009). E. Leaves (August 26 ラ

2009). F & G. Lami nal cells of leaf こmargin (l inear pellucicl-ce l1 s) and leaf-blacle (j igsaw 

puzzle-shapecl epiclennal cells) f1' om miclclle part of leaf (August 26 ， 2009). 
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考えられる.最も近い確実なヤマトウミヒルモの既 al. 2006b; 大場・宮F1:I 2007 など)では琉球列島のウ

主11 の産地として山口県屋代島があけr られるが，今 IITI ミヒルモとして報告されているものと，九州以北の

発見された宮島近海から約 30 km 離れていることや， ウミヒルモとして報告されているものは異なる種で

ヤマトウミヒルモと考えられるウミヒルモの報告が あると考えられる.これらの報告などから考えて，

宮島周辺のいくつかの海域でもあること，宮島周辺 宮島周辺でも今回確認された海域よりもより i来い場

は人為的な撹乱がなされていないことからも I~I ~I三で 所で生育する可能性と，ヤマトウミヒルモ以外のウ

ある可能性が極めて高い.今回ヤマトウミヒルモの ミヒルモ類が分布する可能性もある.今後より範囲

生育が確認されたことは，宮島周辺海域が比較的自 を広げた詳細な前交が必要である.

然に近い状態で保持されていることを示すものと考

えられる.また，今回宮島のウミヒルモ属植物がヤ

マトウミヒルモであったことから，広島県内の他の

場所や近隣の山口県，愛媛県の産地でウミヒルモと

報告されているものもヤマトウミヒルモである可能

性が高いことが示唆され，今後標本調査および現地

調査， DNA ハプロタイプ調査などにより確認を行い

たい.

暖かい海域では非常に濃密で大きな群落を形成し，

ウミヒルモ類は高い生産力を持っているとされる

(H il1 man et al. 1995; Hammerstrom et al. 2006; 坂西

ほか 2008). 宮島の 11!)!1 体群については，その全貌は

まだ明らかになっていないが，その密度などから考

えて暖かい海域ほどの生産力は持たないと考えられ

る. しかしながら，過去に大きな護岸改修が行われ

ていない場所であるため，比較的自然状態で個体群

が残されており，広島県内では立-重な生育地である

と言える.また，魚類の産卵や稚魚の生活の場，海

水の均化作用などの海草群落の有用性 (Hemminga & 

Dllarte 2000) を含めて総合的に判断すると，広島県

レッドデータブックに掲載し保護すべき対象と言え

る.既知の産地では護岸改修などに伴う海底の撹乱

などにより生育地の減少が懸念されている.今回の

海域ではその可能性は低いが，今後，底引き網や近

年の大型台風による生育地の撹乱は考えられる.一

方，流れ着いた個体が定着して塙えた，あるいは近

年ウミヒルモ類の分布が広がっているという報告も

ある(藤田・高 LLr 1999; Vir ・nstein & Hall 2009). こ

のため，その分布状況や生育状態， 1WI 体群の消長に

ついて長期的かつ定期的に継続調査する必要がある

また，広島県内の他の既知|の産地や他県の産地では，

今回よりもより深い最干潮時の水位が 4 m の場所(大

場・宮 EEI 2007) や水深基準 (11' 告最低低湖而) -2.0 か

ら - 3.0 111 の範1m (環境省生物多様性センター 2008b ，

ウミヒルモとして)でも生育が確認されている.一方，

111 中ほか ( 1962) や野沢 (1974) ，桐原ほか (2005)

は，ウミヒルモ(ヤマトウミヒルモを含むと考えら

れる)の分布の限界と生育深度の変化について述べ

ているが，現在の知見 (KllO et al. 2006; Uchimura et 
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Appendix. A simple protocol for DNA extraction 
used in the present study. 
Reagents and solutions 

1. Extraction buffer: TE buffer (1 0 m M  Tris pH 8.0 ， 1 

m M  EDTA pH 8.0) or TE20 buffer (50 m M  Tris pH 

8.0 ，20 m M  EDTA pH 8.0) [Note 1] 

2. Chlorofor ・m (100%) 0 1' chlorofo 1' m : isoamyl alcohol 

(CIA; 24 : 1 v/v) [Note 2] 

Protocol 

This protocol is for DNA isolation using sma11 

quantities of materials ， ancl a moclification of the 

phenol-chloroform methocl clevisecl by Tsubota ancl 

others (1 999 ， 2000 ， 2002 ， 2005) ancl Tsut ヲota & 

Arikawa (2003). The methocl consists of the fo Il owing 

steps: 

1. Pick up a sma lI amount 01' 1eaf (ca. 2x2 m m 2
) uncler 

a clissecting microscope [Note 3]. 

2. Grincl the thallus with 30μextraction buffer 

(TE or TE20 buffer; see recipe ， above) using a 

po1ypropylene pestle in a 1. 5 m1 microcentrifuge 

tube. 

3. Aclcl ca. 200μ1 of extraction buffer (TE not TE20) 

ancl mix gently [Note 4，5]. 

4. Aclcl a ha1f volume (ca. 100μ 1) of CIA ancl mix 

gent1y by brief shaking for ・5-10 min. 

5. Centrifuge the tubes at 20 ，000 X g for ・5 min at 4
0

C 

6. Transfer the aqueous upper phase to a new 1. 5 m1 

microcentrifuge tube. 

Notes 

1. TE20 buffer has some aclvantages in buffering 

capacuy. 

2. No preference. 

3. Samples larger than 2x2 m m 2 are not suitab1e for 

this proceclure. 

4. A total amount of the solution shoulcl aclcl up to 200-

250 ~l l. 

5. At this stage the p 1' oceclure may be stoppecl ancl the 

solution may be storecl 1' rozen (at -20
o

C) 1' 0 1' extenclecl 

periocls. 




