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日本の暖温帯に生育する海浜植物 14種の海流散布の可能性
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Thalassochory potential in 14 species of coastal plants in the warln temperate zone of

Japan
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Thalassochory potential was investigated for fourteen plant species(eleven native species and three alien  t'

specics),which were dominant and/or characteristic species oFcoastal sand dunes in the warm temperate
zone in Japan  The buoyancy and the viability of their disseminules in sea water(simulated by 3.45%

sodium chloride solution)were examined in a laboratory. Fruits oF月 テ初う/なゥ′な s2riccα did not Float

in sodiunl chloride solution,suggesting that this species、vould not be dispersed by sea currents.  Grains

Ofる ご力αθれ″れ α″筋qβんθ/θ,des and乙oys筋 れαご/os筋ごカノα noated for aboutten to twenty days,suggesting

that these species、vould be capable of dispersion by sea currents for a short period  Fruits or seeds of

the other native coastal plants,1,e.とαrカノ/″ざブqβο″た″S,Cたん″筋″r殉/α施,cαゥ豆2gtt Sθアグα″cr,α,7ヶrβメ
/οr″″、sri2,元昭/な た字を″s,刀そ畜修ri2ク″ω″αrα,cα ″ヌ たθうο″牲 ,and Cα 官 ノ″れi12,continued to noat

and remained in sodiunl chloride solution for at least t、vo months,suggesting that they、vould have high

potential For thalassochory,  On the other hand, disseHlinules of three alien species, θ 2″θ′力g/α

わご筋筋rα,Dゎ冴α″/cs andとθ″″れ ァを〃″れ,did not aoat in the solution,suggesting that these alien
species would not be dispersed by sea currents,  Ho、vever,these alien species can also be distributed in

inland habitats, and they can be dispersed fronl iniand secd source to coastal sand dune areas lf

rragmentation oF coasts takes place artiflcially and disrupts the structure of lneta populations, native

coastal plants 、vhich have lilnited capacity for thalassochory 、vill disappear, since their disseHlinules

、vould not be able to Hligrate again Sollo、ving extinction of the local population.
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布特性を知ることは,そ の植生の成立を理解するため
は じめに

に重要である.海 浜植生の場合には,海 流散布の可否

海岸砂丘植生は,砂 の移動,高 い地温,塩 水の飛  を 明らかにすることが不可欠と考えられる。

沫,貧 栄養などの砂質海浜に特有の環境のもとに成立   陸 上植物の海流散布に関する研究は古 くから数多 く

する (Ohba ct al.1973;石塚 1977;大場 1979).その  お こなわれている。それらの研究には主に2つ の方法

構成種である海浜植物は,通 常,海 浜以外の環境には  が 用いられている。

生育 しない。個々の海浜は孤立 した存在であるため,   ひ とつは海浜における漂着散布体を確認する方法で

海浜植物の生育する立地は島状に孤立した立地 といえ  あ る.海 浜における漂着散布体の記録は,そ の植物が

る.こ のため,海 浜植物の種子が海浜間を移動すると  実 際に海水によって運ばれたことを示すものである.

きは,海 流散布,風 散布,動 物散布などの長距離散布  た とえば,Colgan(1919),Mason(1961),Gunn&

が可能な方法によるものと考えられる.こ のうち海流  Dennis(1972,1973)は ヨーロッパ や 北 ア メ リカ,

散布は,貧 栄養な海浜への定着に有利な重 く大きな種  ニ ュージーランドに漂着した熱帯植物の散布体につい

子でも長距離散布が可能であり, また,散 布される先  て 報告した,日 本では石井 (1973,1976)やNakanishi

が海浜である場合が多い という特徴がある (中西  (1981,1987),中 西 (1987)が日本本上への熱帯・亜熱

1991)こ のことから,海 流散布は海浜植物にとって  帯 植物の漂着を報告した。これらは,繁 殖圏 (種子生

有効な散布手段 と考えられる.植 生の構成種の種子散  産 が可能な地域)の 外での漂着記録であるため,長 距
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