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Ⅰ．本研究の背景

本研究プロジェクトで扱う「海洋生物」に関する研究チームは、高知県の周辺海域を

はじめとした黒潮圏における特徴的な３つのフィールド、すなわち「サンゴ群生域」・「四

万十川河口域」・そして「島嶼地域」の生態系を、生態学・微生物学・生理学・分子生物

学・遺伝学・病理学・高分子有機化学・天然物生理活性物質化学などの様々な分野の自

然科学者から、さらには人文・社会科学の研究者も含めて組織された。本プロジェクト

は、黒潮圏の生態系における多様な生物群集の生活を明らかにするという基礎的な研究

の側面を持つと同時に、様々な物質を介した生物相互作用を明らかにすることで、その

中に隠された未知の有用生物や生理活性物質の発見とその有効利用が期待できるいった

応用研究の側面もある。

　しかも本研究プロジェクトは、これまでのように狭い専門領域の研究者のみで組織さ

れているのではなく、様々な専門分野の研究者が集まって構成されている異分野融合型

の学際的プロジェクトである。従って、物質文明に象徴され永続性の問題が顕在化した

２０世紀型の社会の在り方から、より永続性の高い社会の方向性が見出される可能性が

高い。このように全く新しい切り口で黒潮圏を対象モデルフィールドとして環境保全と

資源の持続的有効利用を実現することは、高知大学に科せられた重要な研究課題の一つ

であるとともに、新規な学問分野の創生につながることが期待される。本研究プロジェ

クトは、平成 16 年度に立ち上げられた．

Ⅱ．本研究の目的・目標

　本「海洋生物」プロジェクトは、平成１７年度も以下の３つのサブテーマより構成さ

れている．

１）サンゴ礁海域の多様な生物群集の相互作用および物質循環に関する研究

２）四万十川と黒潮の交錯圏における人間と自然との共生に関する研究

３）新海洋秩序の形成へ向けた黒潮圏島嶼諸国の統合的資源管理

　課題研究１では，貧栄養な熱帯海域のなかで極めて高い生産性を示すことから熱帯の

海に浮かぶオアシスといわれるサンゴ礁生態系における，粘液を始めとしたサンゴの生産

する有機物を開始点とした食物連鎖や物質循環，あるいは生物間の相互関係を，生態学・

生理学・物質化学・免疫学等の様々な側面から総合的に検討・解析し，その中から生理活

性物質等の機能性物質を探索することを目的としている．

　課題研究２では，四万十川の保有する生物生産の包容力と多様性の原因を，足摺岬に

ぶつかる黒潮による渦流生成と四万十川流域から供給される栄養塩によるものと考え，四

万十川流域を縦軸に，黒潮流域を横軸にした交差圏全体が自然と人が共生している環境で

あり，その因果関係を自然科学的および社会科学的に明らかにして行くことを目的として

いる．四万十川と黒潮との交錯圏を扱う本プロジェクトは，高知大学絶好の地域に根ざし

たテーマであるといえる．

　課題研究３では，国連海洋法条約の下で，新海洋秩序の確立へ向けた新しい法的枠組

みとルールの策定検討が進められているなかで，海底・海水・海洋資源を含めた三次元の
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膨大な空間が沿岸国の管轄するところとなっていることから，大陸棚を含めた黒潮圏域島

嶼域の海洋資源や環境を巡る社会経済状況を調査・研究し，新たな海洋政策に学術的知見

を提示することを目的としている．

　プロジェクト実施２年目に当たる平成１７年度においては，初年度の準備の上に立っ

て、それぞれ研究目的を絞り込んでより深い内容に迫った研究成果を上げることに努力し

た．

Ⅲ．課題研究のタイトル・構成および研究組織

　３つの各課題研究はそれぞれ，以下のような４~５の小課題で構成されている．以下に

課題研究名とそれぞれに配置された小課題およびその主担当者名を記した．

課題研究１：サンゴ礁海域の多様な生物群集の相互作用および物質循環に関する研究

サブリーダー：深見公雄（黒潮圏海洋科学研究科）

小課題１Ａ．サンゴ礁生態系の物質循環および生物相互作用における環境微生物の役

割（代表者：深見公雄）

小課題１Ｂ．サンゴをはじめとした海洋生物の疾病に対する病原因子の解明とその作

用機作（代表者：大嶋俊一郎）

小課題１Ｃ．サンゴ礁生態系における生物相互作用を介在する生理活性物質の探索と

その利用（代表者：大谷和弘）

小課題１Ｄ．サンゴ生息海域における自然資源利用の実態把握とそのワイズユースの

方向（代表者：新保輝幸）

課題研究２：四万十川と黒潮の交錯圏における人間と自然との共生に関する研究

サブリーダー：木下　泉（海洋生物教育研究センター）

小課題２Ａ．足摺半島渦流域と河口域における漁業の成立と海洋動物の生育場の成立

（代表者：木下　泉）

小課題２Ｂ．河口域におけるアオノリおよびコアマモの群落維持機構の解明（代表者：

平岡雅規）

小課題２Ｃ．黒潮渦流域と四万十川河口域が織りなす生物生産力に関する基礎生産の

解明（代表者：高橋正征）

小課題２Ｄ．上流山間部の土壌生態系における物質循環とそこからの水・砂・栄養塩

の供給の実態（代表者：田中壮太）

小課題２Ｅ．アメンボ科昆虫の生理・生態からみた黒潮と四万十川の生物相の歴史的

因果関係の解明（代表者：原田哲夫）

小課題２Ｆ（追加）. “黒潮流域圏総合科学”の創成準備（代表者：深見公雄）

課題研究３：新海洋秩序の形成へ向けた黒潮圏島嶼諸国の統合的資源管理

サブリーダー：諸岡慶昇（黒潮圏海洋科学研究科）

小課題３Ａ．黒潮圏諸国における海洋社会経済システムの国際比較（代表者：諸岡慶
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昇）

小課題３Ｂ．黒潮圏における海洋生物資源利用形態の比較分析（代表者：山岡耕作）

小課題３Ｃ．前近代・黒潮島嶼諸国における秩序形成の萌芽（代表者：吉尾　寛）

小課題３Ｄ．黒潮流域における藻場の特徴と藻類の生理生態的比較考察（代表者：奥

田一雄）

小課題３Ｅ．黒潮圏におけるコモンズ管理の変遷（代表者：飯國芳明）
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Ⅳ．各課題研究のまとめ

Ⅳ－Ａ．課題研究１「サンゴ礁海域の多様な生物群集の相互作用および物質循環に関す

る研究」

　本課題研究は、サンゴ群生海域の複雑な生態系における生物相互作用や物質循環につい

て研究することを目的としており、以下のような４つのサブテーマから構成されている．

１—Ａ「サンゴ礁生態系の物質循環および生物相互作用における環境微生物の役割」
研究代表者名：深見公雄（黒潮圏海洋科学研究科）

概要：サンゴの生産・分泌する粘液をはじめとした有機物が，サンゴ礁あるいはサンゴ群

生海域の物質循環において，どのような役割を果たしているかについて明らかにするた

め，それらの有機物がどのような生物によって利用・消費され，エネルギーが転換されて

いくのかを．食物連鎖の面からとらえる．また現場観察および室内実験により，サンゴの

粘液の化学組成やその分泌量がサンゴの生理状態とどのように関連しているかを調べ，他

の生物に対する栄養の面と阻害物質の両面から，その役割を明らかにする．

１—Ｂ「サンゴをはじめとした海洋生物の疾病に対する病原因子の解明とその作用機作」
研究代表者名：大島俊一郎（黒潮圏海洋科学研究科）

概要：サンゴの白化や疾病の原因となる病原微生物の単離と同定を細菌学的ならびにウイ

ルス学的見知から実施する．病原微生物が単離されることにより，本疾病に対する有効な

予防ならびに治療法の開発研究が実施可能となる．また，これまで実施してきた魚類（海

洋生物）の細菌感染症ならびにウイルス感染症に対する研究をさらに推進し，海洋生物の

疾病治療ならびに予防法の開発研究を精力的に実施する．

１—Ｃ「サンゴ礁生態系における生物相互作用を介在する生理活性物質の探索とその利
用」

研究代表者名：大谷和弘（黒潮圏海洋科学研究科）

概要：サンゴ礁の生態系を形成している様々な生物群集間に見られる相互作用のうち，化

学物質を介して起こっている現象をつきとめ，その生物活性物質について明らかにする．

特に近年問題となってきているサンゴ摂食動物による食害を解決する糸口として，サンゴ

の産生する摂食動物誘引物質を中心に探索する．そのために，これまでの天然物生理活性

有機化学の知識と技術を駆使する．

１—Ｄ「サンゴ生息海域における自然資源利用の実態把握とそのワイズユースの方向」
研究代表者名：新保輝幸（黒潮圏海洋科学研究科）

概要：サンゴ礁あるいはサンゴ群生海域の自然生態系の経済的価値を評価し，その保全と

有効利用を効率的に実施するためにはどのような対策が必要かを科学的根拠に基づき考察

するために，以下のことを行う．(1)海域の自然資源の経済評価の手法について，理論的・
方法論的検討を行う．(2)サンゴ群集生態系の過剰利用や劣化，利用主体間のコンフリク
トが問題になっている地域およびそのような問題をうまく解決しつつある地域において，

フィールドワークを行い，現地の実態を把握する共に，望ましい利用調整と保全のあり方

を検討する．実態調査は，継続的調査を行っている高知県柏島を中心に，南西諸島および

本州の何カ所で，漁民・漁協やダイビング事業者，行政といったステークホルダーに対す

るヒアリングや社会経済データの収集等を行う．利用調整や保全のあり方については，経

済学的な分析に加え，法学研究者と共同して制度的にどのような解決策をとりうるかを検

討する．
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１—Ａ「サンゴ礁生態系の物質循環および生物相互作用における環境微生物の役割」
（１）目的

　サンゴ礁をはじめとしたサンゴ群生海域は，通常，貧栄養な熱帯・亜熱帯海域に位置し

ており，貧栄養な環境の特徴である様々な種類の生物が少しずつ生息する，いわゆる生物

多様性の高いことが知られている．一方でサンゴ礁海域は，比較的富栄養な海域の特徴で

ある生物量が大きいことも知られている (Yoshinaga et al., 1991)．このことはサンゴ群生
海域が貧栄養・富栄養の双方の特徴を保有している極めて特異的な環境であることを意味

している．サンゴはその体内に褐虫藻と呼ばれる微細藻類を共生させており，生産性の低

い貧栄養な海域で共生藻が生産した有機栄養を効率よく利用していることがすでに明らか

になっている．

　サンゴは，潮汐による水の流れ等の物理的な刺激を受けると多量の粘液を分泌すること

が知られている．これらの粘液物質は，サンゴ礁海域のある種の細菌類や魚類，あるいは

エビ・カニ等の甲殻類にとって良好な増殖基質や餌であることが指摘されており，このこ

とはサンゴの生産する粘液がサンゴ群生海域における重要な有機物供給源となっているこ

とを意味している（Fukami,1994，Fukami et al.,1994）．その一方で，サンゴの群体が分布
する付近には海藻類の生育が見られないなど，他の生物に対して何らかの阻害作用を持つ

ことが指摘されている．これらの事実は，サンゴが周辺海域の水質に少なからず影響を及

ぼしていることを予想させるものである．しかしながら，それらに関する知見は極めて限

定的である．

　高知県の西南部に位置する大月町西泊周辺海域では，造礁性イシサンゴ類をはじめとす

るサンゴが群生しており，上記のような研究を実施するには最適な海域である．そこで本

研究では，高知県大月町西泊のサンゴ群生海域において，有機物や栄養塩濃度の季節的・

短期的変動およびサンゴのごく近傍における有機物濃度等を調べることで，サンゴによっ

て周辺海域の水質環境はどのような影響を受けているのかを調べ，将来的にはサンゴがサ

ンゴ群生海域においてどのような役割を果してしているのかについて検討することを目的

とした．

（２）研究成果の概要

１．有機物供給者としてのサンゴの役割

 　高知県大月町西泊の定点(水深約 1.5m)において，現場での優占種であるクシハダミド
リイシ（Acropora hyacinthus）とショウガサンゴ(Stylophora pistillata)の近傍，および約 1m
上方に離れた場所から採水し，有機物（溶存態有機窒素：DON・同リン：DOP）栄養塩
（溶存態無機窒素：DIN・同リン：DIP）濃度，ならびに細菌数を測定した．また，サン
ゴ群生海域の物理・化学的環境を調べた．もしサンゴが有機物を体外に生産・分泌してい

るとすれば，当然周辺部の海水中より，有機物濃度等が高くなっているはずである．そこ

でまず，サンゴ近傍の有機物濃度が周辺部と差があるのかないのか，もしあるとすればど

のような時期あるいは季節において，その濃度差が大きくなっているのかについて，環境

因子との関連という意味から周年にわたって調べた．

　先端に小さなカップを取り付けたプラステックシリンジを用い，ダイバーにより採水層

を乱さないように注意しながら，サンゴの表面から約２ないし３cm はなれた海水および

サンゴの上方約１m 離れた部分の海水を同様にシリンジで採取し，実験室に持ち帰った．
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試水は採取後直ちに GF/F フィルターでろ過し，分析まで凍結保存した．試料は凍結融解
後  ，直接あるいは有機物を分解・無機化後に，TRAACS-800 により無機栄養塩類として
分析・測定した．

　まず，サンゴ近傍の有機物濃度が一日うちでどのように変動するか，日周変動について

知ろうとした．サンゴの体内に共生する褐虫藻は微細藻類であるため，当然光のエネルギー

を必要とする．このため，夜間よりは昼間でその活動が活発になる可能性が高く，もしサ

ンゴが有機物を生産・分泌するとしたら日周変化が見られる可能性が高い．そこで，３時

間間隔で現場海水の採取を行った．その結果，午後の時間帯に有機物濃度が高くなる傾向

が見られた(Fig. 1-1)．そこで，それ以降はサンプリングの時間を午後 13：00 から 14：00
の間に設定した．

　サンゴから約１m 離れた場所での海水中の DON 濃度は 2005 年２月に得られた最小値
の 10.2uM から 2004 年 10 月に得られた最大値 18.8uM の範囲で変動していた(Fig. 1-2)．
それに対し，A. hyacinthusの近傍における DON 濃度は 2005 年２月の 17.6uM から 2004 年
７月の 29.9uM の範囲で変動していた．同様に S. pistillata近傍の DON 濃度は 2005 年２月
の 11.5uM から 2004 年９月の 44.9uM の範囲で変動していた．平均値で比較してみると，
サンゴ群体から約 1m 離れた周辺部の海水中の DON 濃度が 13.3（±SD 2.11）uM であっ

たのに対し，A. hyacinthusの近傍では平均 22.9（±4.36）uM，また S. pistillata近傍では平
均 21.5（±7.30）uM の DON 濃度が測定され，いずれのサンゴ種においても周辺部の海

水中と比較して有意に DON 濃度が高いことが明らかとなった(Fig. 1-2)．このことは DOP
においても同様であり，サンゴ群体から約 1m 離れた周辺部の海水中の DOP 濃度が平均
0.44（±SD 0.17）uM であったのに対し，A. hyacinthusの近傍では平均 0.69（±0.17）uM，
また S. pistillata近傍では平均 0.65（±0.23）uM であり，DON ほど大きな差はなかったも
ののいずれのサンゴ種においても周辺部の海水中と比較して高い DOP 濃度が観察された
(Fig. 1-3)．
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Fig. 1-1.　サンゴのごく近傍の海水中に含まれる溶存態有機窒素(DON)濃度の日周変動．

　栄養塩濃度についても同様の測定を実施した．サンゴから約 1m 離れたところの DIN
濃度は，2005 年 2 月に最小値 0.26μM，2004 年 9 月に最大値の 2.25μM を示し，平均は
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約 0.60（±0.44）μM であったのに対し，A. hyacinthusの近傍における DIN 濃度は 2005
年２月の 0.36uM から 2004 年 9 月の 2.91uM の範囲で変動しており，平均値は 0.97（±0.65）
uM であった．同様に S. pistillata近傍の DIN 濃度は 2005 年２月の 0.58uM から 2004 年９
月の 2.54uM の範囲で変動しており，平均値は 0.85（±0.51）uM であった．同様に DIP
濃度は，サンゴ群体から約 1m 離れた周辺部の海水中の DIP 濃度が平均 0.07（±SD 0.07）
uM であったのに対し，A. hyacinthus の近傍では平均 0.18（±0.09）uM，また S. pistillata
近傍では平均 0.15（±0.08）uM であり，いずれのサンゴ種においても周辺部の海水中と

比較して高い DIP濃度が観察され，その差は DIN より顕著であった．
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Fig. 1-2.　高知県大月町に群生する２種のサンゴ(A. hyacinthus, S. pistillata)のごく近傍
および約１m 離れたところ(Control)の海水中に含まれる溶存態有機窒素(DON)濃度の
周年変化．2004 年６月から 2005 年 12 月にかけて測定した．

　このように，DON や DOPで示される有機物濃度は常にサンゴ近傍で高い値を示したが，
周辺海水中の濃度との差には季節的な変動が見られ，台風による大雨の影響で塩分が低下

した 2004 年 9 月にはサンゴ近傍と周辺海域との差が最大の約 2 倍となった．また，サン
ゴ近傍の有機物濃度自体も，それほど顕著ではないものの，塩分が低下したときに高くな

る傾向が見られた．以上の結果は，サンゴが常に有機物を生産し周辺海域へ分泌している

ことを強く示唆するものである．このことは，一般的に貧栄養な熱帯・亜熱帯のサンゴ群

生海域において，サンゴが有機物の生産者として重要な役割を演じており，周辺海域の生

物群集に大きな影響を与えている可能性を示すものである．

　つぎに同じくサンゴ近傍と約 1m 離れた場所における細菌密度の計数を行った．前述の

ように，サンゴの近傍で有機物濃度が高かったことは，当然海水中の微生物群集，特に従

属栄養性細菌の分布密度にも影響を与えているものと考えられる．そこで，前述のように

採取されたサンゴ近傍および約 1m 離れたところの海水の一部を直ちにグルタルアルデヒ

ドで固定し，これを細菌計数用試料とした．DAPI による蛍光染色後，常法にしたがい落
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射蛍光顕微鏡による細菌密度の計数を行った．
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Fig. 1-3.　高知県大月町に群生する２種のサンゴ(A. hyacinthus, S. pistillata)のごく近傍およ
び約１m 離れたところ (Control)の海水中に含まれる溶存態有機リン (DOP)濃度の周年変
化．2004 年６月から 2005 年 12 月にかけて測定した．

　その結果，サンゴから約 1m 離れたところでは，2004 年９月の最低値 1.85x105 cells/mL
から 2004 年 11 月の最大値 4.46x105 cells/mLの範囲で変動していた(Fig. 1-4)．それに対し
て，A. hyacinthusの近傍における細菌の分布密度は 2005年２月の 2.40x105 cells/mLから 2004
年７月の 7.10x105 cells/mLの範囲で変動していた．同様に S. pistillata近傍の細菌密度は 2004
年９月の 2.78x105 cells/mL から 2004 年７月の 6.97x105 cells/mL の範囲で変動していた．
平均値で比較してみると，サンゴ群体から約 1m 離れた周辺部の海水中の細菌密度が 3.14
（±SD 0.78）x105 cells/mLであったのに対し，A. hyacinthusの近傍では平均 4.68（±1.08）
x105 cells/mL，また S. pistillata近傍では平均 4.65（±1.29）x105 cells/mL の細菌密度が計
数され，いずれのサンゴ種においても周辺部の海水中と比較して約 1.5 倍程度高い細菌が
分布していることが明らかとなった(Fig. 1-4)．
　本研究により得られた結果，すなわちサンゴ近傍では周辺海水中と比較して有機物濃度

および細菌の分布密度が高かったことから，サンゴは常に有機物を体外に生産・分泌して

おり，それらは周辺の海水中に生息する細菌群の増殖基質として利用されていることが示

唆された．またサンゴ近傍の有機物濃度と周辺海域との差は，降雨の直後など特に塩分が

低下していた時期に大きかったことから，サンゴはストレスを受けるなど，その生理状態

が悪化すると体外に排出する有機物量を増加させていることも示唆された．これらのこと

から，サンゴは貧栄養な熱帯・亜熱帯海域の生態系への重要な有機物の供給者として，水

質環境や微生物群集に大きな影響を与えていることが推察された．
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Fig. 1-4.　高知県大月町に群生する２種のサンゴ(A. hyacinthus, S. pistillata)のごく近傍およ
び約１m 離れたところ(Control)の海水中に生息する細菌の分布密度の周年変化．2004 年
６月から 2005 年 12 月にかけて計数した．

２．細菌の増殖基質としてのサンゴの分泌有機物

大月町西泊付近の海域のおけるサンゴの優占種の 1 つである Acropora formosaの粘液を採
取した．水槽内で馴致させた A. formosa を空気中に乾出させると多量の粘液を分泌する．
これをガラスビンに採取し，海水とともに 0.8μm フィルターでろ過した．現場海水を採

取し，同様に 0.8μmフィルターでろ過することで，植物プランクトンや捕食者を除去し，
浮遊細菌のみが混在する溶液を調製した．このろ過海水のみを 1L ショットビンに入れた
ものを対照実験区とした．またこれに，前述のようにして調製したろ過粘液を 5ml 添加
したものを粘液添加実験区として，それぞれ 72 時間培養した．培養期間中，経時的に採
水し，溶存態有機物・栄養塩濃度および細菌密度を測定した．実験はすべて２本立てで行っ

た．

　対照実験区の溶存態有機窒素(DON)の初期濃度はおよそ 23-30uM であった(Fig. 1-5)．72
時間の培養期間中，DON 濃度は次第に減少する傾向が見られ，培養終了時には数 uM 以

下の極めて低濃度になっていた．一方，無機窒素栄養塩(DIN)濃度は，培養期間中に幾分
増加する傾向にあったが，それほど明瞭ではなかった．細菌密度はやや増加する傾向にあ

り，72 時間の培養期間中に初期密度の約 3 倍に増加していた (Fig. 1-5)．それに対し，粘
液添加実験区では，培養開始時の DON 濃度は 40-50uM と対照実験区のおよそ２倍の値を
示していた(Fig. 1-6)．この値は培養期間中に大きく減少していった．それに伴い，細菌数
はおよそ 7x105 cells/mLの初期密度から 4.5x106 cells/mLに増加しており，対照実験区と比
較してその増加傾向は顕著であった．DIN 濃度は，対照実験区と同様，それほど明瞭な

増加傾向は示さなかった．このように，サンゴの分泌した粘液が海水に添加されることに

より，細菌数が大きく増加することが明かとなり，サンゴの粘液が細菌の増殖基質となっ

ていることが示唆された．このことは，サンゴの分泌する，粘液をはじめとした体外排出
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有機物が，サンゴの生息する海域の微生物群集にとってきわめて重要な増殖基質となって

おり，生態系の底辺を構成する微生物と密接な関係を保っていることが強く示唆された．

このようにサンゴの分泌有機物で増殖した細菌類は，おそらく従属栄養性鞭毛虫等の原生

動物プランクトンによって捕食され，エネルギーはいわゆる微生物食物連鎖に流れていく

ものと予想される．このように，サンゴ群生海域において，サンゴの有機物生産者として

の役割とそこから始まる物質循環が，サンゴ生息海域の生態系にとってきわめて重要な役

割を演じていることが明らかとなったことは極めて興味深い．
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Fig. 1-5.　高知県大月町で採取された海水を 0.8um のフィルターでろ過し培養した場合の，
細菌密度および溶存態有機窒素(DON)・同無機窒素(DIN)濃度の経時変化．
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Fig. 1-6.　高知県大月町で採取された海水に同海域に群生するサンゴ Acropora formosa か
ら採取した粘液を添加して 0.8um フィルターでろ過し培養した場合の，細菌密度および
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溶存態有機窒素(DON)・同無機窒素(DIN)濃度の経時変化．
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リアクターの組み合わせによる内湾底質・水質の完全浄化」，2,000 千円．

１—Ｂ「サンゴをはじめとした海洋生物の疾病に対する病原因子の解明とその作用機作」
（１）はじめに

　海洋生物の病原微生物による感染症で、最も問題になるのは、治療薬の存在しないウイ

ルス感染症である。そこで、本年度の研究では、現在３０種以上の海産魚に感染し、死に
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至らしめるイリドウイルスを対象とし、ウイルスを培養できる株化細胞の樹立を試みた。

　イリドウイルス病は、1990 年の夏から秋にかけて四国のマダイ Pagrus major 養殖場で
最初に発生が確認された疾病である（Inoue et al., 1992）。本症の原因ウイルスであるマ
ダイイリドウイルス（Red sea bream iridovirus, RSIV）は、ゲノムのサイズと GC コンテン
ツを比較すると、イリドウイルス科の既知の 4 属、すなわち節足動物を宿主とするイリド
ウイルス属およびクロルイリドウイルス属、両生類および魚類を宿主とするラナウイルス

属、魚類を宿主とするリンフォシスティスウイルス属の中では、ラナウイルス属に最も近

いとされている。最近では、RSIV と高い相同性をもつイリドウイルスが中国（伝染性脾

臓腎臓壊死性ウイルス, ISKNV）、台湾（RSIV）、韓国（イシダイイリドウイル , RBIV）
などから分離されており、さらに、Sudthougkong ら（2002）は、ATPase および主要外被
タンパク質（MCP）のアミノ酸配列に基づく分子系統樹解析から RSIV を含む東南アジア
諸国で分離されたイリドウイルスを新属のトロピウイルス属に分類することを提唱してい

る。 　

RSIV は、6 角形を呈する 20 面体構造であり、直径が約 200~240nm でエンベロープを

持たない DNA ウイルスである。本症は、RSIV の至適増殖水温となる夏季には、稚魚期

マダイで、致死率が 8 割以上にも達し、マダイやブリ Seriola quinqueradiataの主要海面養
殖場に甚大な被害をもたらしている。RSIV の特徴的な病状としては体色黒化ならびに力
なく遊泳し、脾臓ならびに腎臓の肥大化、体表と鰓の著しい褪色が認められる。

RSIV を魚類由来の株化細胞に接種し 20~25℃で培養すると、球形および異形肥大細胞
を特徴とする細胞変性効果（CPE）が出現することが知られている。感受性株化細胞には、
ファッドヘッドミノー尾柄部由来の FHM 細胞、ニジマス生殖腺由来の RTG-2 細胞、マス
ノスケ胚由来の CHSE-214 細胞、ならびにブルーギル鰭由来の BF-2 細胞などいくつか存
在するが、これらの細胞でのウイルス感染価は 103~105 TCID50/ml 程度といずれの細胞
も感受性が低く、また、継代とともに感染価は低下する傾向が認められる。その後、イサ

キ鰭由来の GF 細胞を用いて RSIV の安定的な分離･継代培養が可能であることが明らか
とされた。しかし、GF 細胞の培養にはヒト血清が必要とされ、コストおよび安全性など
が問題視されており、また、RSIV 複製には適合しない培養細胞であると考えられる。今

後イリドウイルスの病原性や持続感染に関わる分子機構を解明していくには、ウイルス本

来の宿主由来の培養細胞を確立する必要性があり、新しい株化細胞の樹立が望まれてい

る。本研究では、イリドウイルス感受性のマダイ鰭由来の RSBF 細胞のクローニングを行
い、その性状を検証した。

（２）材料・方法

供試ウイルス

2001 年に高知県内のマダイから分離したイリドウイルス U-1 株を用いた。
供試細胞

供試細胞として 2002 年高知大学海洋生物教育研究センターで飼育された体重 14.2g・
体長 8.1cm の当歳魚のマダイの尾鰭からトリプシン法により細胞分散を行い、初代培養か
ら 20 代継代して作製した RSBF 細胞を供試した。RSBF 細胞は組織培養用 96 穴プレート
（Sumilon）を用いた限界希釈による単一細胞からのクローニングを行い、10% Fetal bovine
serum を含む D-MEM/F-12 培地（Sigma）を用いて 50 代目まで継代培養を行い、この細胞
を cloned RSBF細胞と名づけた。また、対照細胞として BF-2 細胞を供試した。
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染色体数

cloned RSBF 細胞を 25cm2 細胞培養フラスコ（Falcon）の底面に 70~80%程度まで増殖
するように 23℃で培養し、最終濃度が 0.2μg/ml になるようにコルセミド溶液（Nacalai
Tesque）を添加後、さらに 23℃で 24 時間培養した。続いて軽くピペッティング行った後、
浮遊した細胞を 4℃、200×g で 7 分間の遠心分離により回収し、0.65%塩化カリウム溶液
で再懸濁し、室温で 20 分間の低張液処理を行った。4℃、200×g で 7 分間の遠心分離後、
ペレットを酢酸とメタノールを 1：3 に混合した固定液で懸濁し、室温で 3 分間静置した。
この後、4℃、200×g で 7 分間の遠心分離を行い、ペレットを 1ml の固定液に再懸濁し、
あらかじめ 4℃、40%エタノール中に浸漬しておいたスライドガラス上に 1~2 滴滴下し、
室温で自然乾燥させた。これをリン酸緩衝液（PBS）で 10 倍希釈したギムザ染色液（Merck）
で 20 分間染色を行った。精製水で数回の洗浄後、光学顕微鏡を用いて 100 細胞の染色体
数を測定した。

細胞の形態観察

cloned RSBF 細胞を 60mm2 細胞培養ディッシュ（Falcon）で 23℃一晩培養し単層を形
成させ、ウイルスを感染多重度 10 の割合（MOI＝10）で接種し、感染 2、3 および、5 日
後に、位相差顕微鏡による観察を行った。

プライマーの設計

Competitive-PCR に用いたプライマーは、DNA ポリメラーゼ領域の配列を基に設計した
フォワードプライマー（5´ -TCAAGCGCAATCTGAAGCTG-3´）およびリバースプライ
マー（5´ -TGCTCGAGTCCGACAATATTGTTGGTG-3´）、また、 competitor としてフォ
ワ ー ド プ ラ イ マ ー （ 5 ´ -TCAAGCGCAATCTGAAGCTGGCCGGTACGGTCAT
CATCTGACAC-3´）およびリバースプライマー（ 5´ -TGCTGCAGTCCGACAATATGT
TGGTGAATACATCAAACGCCGCGAC-3´）を用いた。シークエンス解析に用いたプライ
マ ー は 、 ATPase 領 域 の 配 列 を 基 に 設 計 し た フ ォ ワ ー ド プ ラ イ マ ー （ 5 ´ -
ATGGAAATCCAAGAGTTGTCCCTG-3 ´ ） お よ び リ バ ー ス プ ラ イ マ ー （ 5 ´ -
TTACACCACGCCAGCCTTG-3´）、MCP領域の配列を基に設計したフォワードプライマー
（ 5´ -ggatccATGTCTGCCATCTCAGGTGC-3´）およびリバースプライマー（ 5´ -
gcggccgcCAGGTAGGGAAGCCTGCAG-3´)を用いた。
ウイルス DNA の抽出
　cloned RSBF 細胞を 25cm2 細胞培養フラスコで 23℃一晩培養し単層を形成させ、ウイ
ルスを MOI=10 の割合で接種し、感染 5 日後、4℃、200×g で５分間の遠心分離により回
収した細胞を 45μlの PBS（－）に再懸濁した。これにプロテインキナーゼ K 溶液（1mg/ml）
を最終濃度が 100μg/mlになるように添加し、55℃で 2 時間インキュベートした。その後、
フェノール/クロロホルム溶液（フェノール：クロロホルム：イソアミルアルコール＝25：
24：1）による処理を 3 回行い、1/10 倍量の 3M 酢酸ナトリウムと 2.5 倍量の 100%のエタ
ノールを添加し－80℃で 25 分間静置し、エタノール沈殿を行った。その後、4℃、2,0400
×g で 15 分間の遠心分離により得られたペレットを 70%エタノールで洗浄し、風乾した
後、全核酸を精製水に再懸濁した。抽出した DNA 溶液は、波長 260nm の吸光値による濃
度測定により１μg/μlになるように精製水で希釈した。
Competitive-PCR

　DNA competitor の作製は DNA construction kit（Takara）を用いて行った。PCR反応条件
として熱変性は 94℃で 1 分間、アニーリングは 56℃で１分間、伸長反応は 72℃で 1 分間
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を 1 サイクルとし 30 サイクル行った。その後、低分子産物を除去する目的で PCR 産物を
Suprec-02（Takara）に供試した後、波長 260nm の吸光値による濃度測定を行い、5 倍段階
希釈系列の DNA competitor を作製した。DNA competitor を  5μ l、DNA 溶液を 1μ l、
100pmol/ml のセンスプライマーおよびアンチセンスプライマーを各 0.5μ l、10×PCR 緩
衝液を 5μl、2.5mM dNTP 混合液を 4μl および 2.5 単位 Ex Taq ポリメラーゼを添加した
後、滅菌精製水で 50μl にメスアップし、DNA competitor の作製と同様の条件で PCR 反
応を行った。PCR 産物は 1.4％アガロースゲル電気泳動を行い、目的の核酸のコピー数は
同じ濃度のバンドとして観察される DNA competitor のコピー数として算出した。
TA クローニング

50 代目の cloned RSBF 細胞に接種したウイルス溶液を継代 1 代目とし、その後感染 5
日おきに継代を重ね、10 代継代したウイルス培養上清から前述した方法でウイルス DNA
を抽出した。抽出した DNA を 1μl、100pmol/ml のセンスプライマーおよびアンチセンス
プライマーを各 0.5μl、10×PCR 緩衝液を 5μl、2.5mM dNTP 混合液を 4μl および 2.5 単
位 Ex Taq ポリメラーゼを添加後、滅菌精製水で 50μlにメスアップし PCR反応を行った。
PCR 産物はフェノール /クロロホルム処理による酵素の失活を行い、エタノール沈殿によ
る濃縮を行った。その後 37℃で 4 時間の制限酵素処理を行った PCR産物を、1.4%アガロー
スゲル電気泳動に供試し、EASYTRAP（TaKaRa）を用いてゲルからの抽出精製を行った。
抽出した PCR産物は pGEM-T Easy vector System（Promega)を用いて TA ベクターにクロー
ニングを行った。ライゲーション後塩化カルシウム法により Escherichia coli （E. coli）
JM109 株に形質転換を行い 37℃で一晩培養した。釣菌により得られたコロニーをさらに
37℃で一晩振とう培養し、Miniprep kit（Qiagen）を用いてプラスミドを精製した。
シークエンス解析

得られたプラスミドの塩基配列は、BigDye Terminator Cycle Sequencing FS ready reaction
kit （ABI）を用いたダイデオキシ法（Sanger et al.,1977）により決定した。精製したプラ
スミド溶液を 0.5μl、4pmol/ml の T7 プライマーもしくは Sp6 プライマー（Invitrogen）を
0.5μl、5×Sequencing Buffer（ABI）を２μl、BigDye Terminator Ver.3.1 を 1.5μl添加し、
滅菌精製水で 10μl にメスアップした後、熱変性は 96℃で 1 分間、アニーリングは 54℃
で 15 秒間、伸長反応は 60℃で 4 分間を 1 サイクルとし 25 サイクルで反応させた。反応
産物は 1/10 倍量の 3M 酢酸ナトリウムと 2.5 倍量の 100%のエタノールを添加し、室温で
15 分間静置した。その後、室温、2,0400×g で 20 分間の遠心分離により得られたペレッ
トを 5 倍量の 70%エタノールで洗浄し、上清を完全に除去後、ペレットを乾燥させた。
これにホルムアミド溶液（ACE）を 20μl 加え、94℃で 4 分間加熱した後氷上で急冷し解
析サンプルとした。解析はオートシーケンサー ABI 3100 を用いて塩基配列を決定した。
決定した塩基配列の情報を基に DDBJ の CLUSTALW によりアミノ酸配列のマルチプルア

ライメントを作成し、TreeView ソフトウェアにより系統解析を行った。
細胞の生存率

　cloned RSBF 細胞を組織培養用 96 穴プレート（Sumilon）に単層形成させ、継代 1 代目
から 10 代目におけるウイルス培養上清を 50μl ずつ添加し 23℃で 3 日間培養した。その
後、3-（4, 5-dimethylthiazol-2-yl）-2, 5-diphenyltetrazolium bromide （MTT, 5mg/ml, Sigma）
を 50μl 添加し 37℃で 4 時間培養し上清を除いた後、DMSO を 100μl 添加した。5 分間
の培養後、570nm（参照波長 690nm）の吸光値を測定した。
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（３）結果

cloned RSBF細胞の染色体数
以前の研究では、初代培養より継代 20 代目における RSBF細胞の染色体数は 38 から 65

の範囲で分布しており、モードは 54 であった（Fig. 1A）。単一細胞からクローニングし
た後、50 代目まで継代した cloned RSBF 細胞では、20 代目で 3 番目に優先していた染色
体数 48 本の細胞が 95%の割合で占めていた（Fig. 1B と C）。また、例外的に、染色体数
44 本の細胞が 3%および染色体数 46 本の細胞が 2%の割合で観察されたが、この原因とし
てギムザ染色までに至る一連の操作の段階で染色体が細胞質から脱落したことによると思

われ、染色体数 48 本の細胞を単離することができた。
RSIV 感染による cloned RSBF細胞の形態学的変化

RSIV を数種類の魚類由来の培養細胞に感染させた場合、細胞の萎縮と球形化が起こり、
その後は細胞が徐々に肥大化する共通した細胞の変化が観察される。cloned RSBF 細胞で
は、ウイルス感染 2 日後から、球形細胞が単層全体に出現していた。ウイルス感染 3 日後
では、球形細胞に加え肥大化した細胞も認められるようになり、さらに、ウイルス感染 5
日後では、肥大細胞の割合が多くなり、また、アポトーシス小体と思われる小胞に崩壊し

た細胞が底面や浮遊した状態で観察された。一方、ウイルス非感染 cloned RSBF細胞では、
感染期間を通じて細胞の形態変化は観察されなかった（Fig. 2）。このことから、cloned RSBF
細胞も他の魚類細胞同様の CPEに移行していくことが明らかとなった。
RSIV の継代培養による細胞の生存率

1 代から 10 代まで継代したウイルス培養上清中に感染性のあるウイルス粒子が存在し
ているか確認するため、上清接種 3日後 MTTアッセイにより細胞の生存率を算出した（Fig.
3）。その結果、BF-2 細胞では、10 代に及ぶウイルス培養上清を通じて死細胞はほぼ出
現せず、ウイルスの継代がうまく行われていないことを示していた。一方、cloned RSBF
細胞では生存率の割合が 30%程度の低い割合を示し、継代を繰り返しても感染力を持つ
ウイルス粒子が得られることが明らかとなった。

RSIV の継代培養によるウイルス DNA 量の変化
10 代のウイルス継代した培養上清におけるウイルスを定量するため、DNA ポリメラー

ゼを標的としたプライマーを用いた competitive-PCR を行い、ウイルス感染 5 日後のウイ
ルス DNA 量を測定した（Fig. 4）。その結果、cloned RSBF 細胞の場合、継代 1 代目のウ
イルスゲノムのコピー数は 106 コピー /μg となり、その後コピー数は徐々に増加し、継
代 10 代目では 106.75 コピー/μg となった。一方、BF-2 細胞の場合、感染期間を通じて、
ウイルスゲノムのコピー数は検出限界以下であった（data not shown）。以上の MTT アッ
セイおよび competitive PCRの結果より、BF-2 細胞では不可能であ
た RSIV の継代培養が、cloned RSBF 細胞を用いることでウイルス量を低下させることな
く可能であった。
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Fig.1. (A) Distribution of chromosome number of
RSBF cells at passages 20. (B) Distribution of
chromosome number of cloned RSBF cells at
passages 50. (C) Light microscopic analysis of
metaphase, magnification _ 100.
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（４）考察

魚類のイリドウイルスは、ここ数年エマージングウイルスとして、これまで知られていな

かった新規の宿主に発生するケースが多く、分離・培養できる新しい株化細胞の樹立が求

められてきた。中国での発生が確認されたリンフォシスティスウイルスやイシビラメ赤体

色イリドウイルスは、Chen ら（2004）が樹立したヒラメ胚由来の FEC 細胞で分離・培養
できるようになった。また、台湾や中国で発生したハタ由来のイリドウイルスの培養も、

チャイロマルハタ脾臓由来の GS 細胞やアオハタ眼、鰭、心臓、鰾由来の GE、GF、GH
および GSB 細胞が樹立されたことにより可能となった。本研究でも、マダイ由来のイリ
ドウイルスを分離・培養できる RSBF 細胞をクローニングすることにより、RSIV の感受

性を損なわず GF 細胞に代わる有用な細胞株を樹立できた。

Fig.2. Morphological changes of RSBF cells after RSIV U-1 strain infection
with an MOI=10. At 2 days after infection, the rounded cells (indicated by
long arrows) were observed throughout the entire monolayer. Enlarged cells
(indicated by short arrows) were subsequently observed at 3 days after
infection and then attached cells became apoptotic body-like vesicles
(indicated by arrowheads) which were detached from bottom at 5 days after
infection. Magnification _ 100.

Mock infection 2 days after infection

3 days after infection 5 days after infection
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マダイの染色体数については、腎臓細胞の染色体数を測定した結果 48 本であるとされ
ている。また、Yu（1995）らによっても同様の染色体数が報告されている。継代 20 代目
の RSBF 細胞は、染色体数が 38 から 65 本の広い範囲に分布し、54 本のモードを示す細
胞は全体の 14%とばらつきが認められたことから、継代を重ねることにより染色体数の

Fig.3. Cell survival was determined by the  3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-
diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay at 3 days after RSIV U-1 strain infection
at passage from 1 to 10 with an MOI=10. All assays analyzed in triplicate and error
bars show standard deviation. BF-2cells were used as a negative control.
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変動が起こる可能性のある不安定な性質の細胞であるとされている。Tong ら(1998)によっ
て作製された継代 62 代目のマダイ鰭由来の培養細胞は、繊維芽性で至適増殖温度は 25°
C、染色体数は 10 から 62 本の範囲で分布し、染色体数 48 本を示す細胞は 30%以上の割
合で観察されている。RSBF 細胞も以前の研究結果から同様の性質を持つ細胞であり、さ
らに、本研究ではクローニングによってマダイ本来の染色体数を持つ細胞を単離・培養す

ることに成功したことから、cloned RSBF 細胞は Tong らのマダイ由来の細胞と性状が非
常に類似している細胞であると考えられた。

イリドウイルスを培養細胞に感染させると、属ごとに異なる CPE を誘発することが知
られている。ラナウイルス属の CPE は、細胞の単層に小さなプラークが出現し、プラー
クの端の細胞は徐々に球形化し、その後、球形細胞は凝集し底面から剥がれる細胞の変化

が認められ、これらはアポトーシス細胞死によることが明らかとなっている。一方、イリ

ドウイルス属で昆虫を宿主とする chilo iridescent virus（CIV）の場合、膨張し空胞化した
細胞同士が膜融合を引き起こし巨大な合胞体を形成後、結果的に巨大な球形細胞が徐々に

底面から剥がれる細胞の変化が起こることが知られている。イリドウイルスは一般的に、

170kbp から 200kbp の二本鎖 DNA をゲノムに持ち、エンベロープに覆われた正二十面体
構造のウイルスであると定義されている。ラナウイルス属やイリドウイルス属の CPE に
認められる細胞凝集や細胞融合は、ウイルス粒子がエンベロープを纏うウイルス出芽の際

に引き起こされる現象である。しかしながら、エンベロープを持たない RSIV 感染におい
ては、ラナウイルス属同様の細胞の球形化は見られたが、細胞凝集や細胞融合とは異なっ

た細胞の肥大化が観察され、他のイリドウイルス属とは異なる特有の CPE の発展過程を
示した。同様の細胞の変化は GF 細胞でも観察されており、これらの一連の細胞の変化は
アポトーシス細胞死によるものであることが明らかとなっている。また、我々は感染 2 日
後で球形細胞、感染 4 日後で肥大細胞が出現し、感染 5 日後では肥大細胞数が球形細胞数
よりも多くなり、感染 7 日後にはアポトーシス小体様の小胞が観察されると報告してい
る。本研究では、同様のウイルス量を接種したが、GF 細胞より明らかに早い時期で一連
の細胞の変化が観察された。このことから cloned RSBF 細胞は GF 細胞よりも効率よく
RSIV を増殖させることができると考えられた。
　イリドウイルス感染症は現在、アジア諸国を中心に最も警戒されており、盛んに研究が

行われている魚病ウイルスの一つである。一方で、これまでイリドウイルスを培養できる

株化細胞があまり樹立されていなかったため、その病原性の分子機構はほとんど不明であ

るのが現状である。

本研究で作製した cloned RSBF 細胞はイリドウイルスの本来の宿主由来の細胞であるこ
とから、今後の研究への応用が期待される。　また、イリドウイルス以外の各種ウイルス

感染症（海洋中に多く存在するビルナウイルスは、本細胞により増殖した。）においても

利用できる可能性が高く、多くの海洋生物のウイルス感染症に関する病原性因子の同定や

作用機序の解明に貢献することが期待される。
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１̶Ｃ．「サンゴ礁生態系における生物相互作用を介在する生理活性物質の探索とその

利用」

（１）はじめに

サンゴは粘液を分泌することで，流土などの微粒子の排除などサンゴ表面のクリーニ

ング，低潮時の乾燥からの保護，温度や塩分の変化に対する防御，餌の捕獲などを行って
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いると考えられている。一方で，分泌された粘液は，微生物の生育基質やそこに生息する

生物の餌になっており，これがサンゴを取り巻く生態系の基礎生産を担っているといわれ

る。バイオマスとしてのサンゴ粘液の研究は非常に盛んに行われているが，化学物質とし

てのサンゴ粘液については不明な点が多い。またサンゴの分泌する粘液は，サンゴを取り

巻く生態系に多大な影響を与えていると考えられるが，生物活性についても不明である。

そこで本研究では，サンゴの分泌する粘液に着目し，その化学分析を行い物質レベルでの

解明を目指すとともに，その生物活性について検討した。

（２）方法

サンゴ粘液の採集

　高知県大月町西泊の水深 1~2m のサンゴ群落海域で，クシハダミドリイシを採取し，

50mlの人工海水をいれたチューブにサンゴ 3–5g をいれ，4 時間放置し粘液を放出させた。
粘液を含む海水は No.2 濾紙で吸引濾過し，さらに濾液を 5C で吸引濾過をしたものを粘
液溶液とした。

粘液溶液の透析  (試験試料の調製 ) 　粘液溶液を分画分子量 12,000~14,000 の透析チ
ューブ (幅 40 mm×長さ 25 cm) に粘液溶液を入れ，24 時間ごとに蒸留水を交換しながら
４日間透析した。透析終了後，内液を凍結乾燥し粘液高分子画分を得た。この高分子画分

を，以下の化学分析および生物活性試験に使用した。

中性糖，アミノ糖，ウロン酸含量の測定

　中性糖含量は，フェノール–硫酸法を用いて d-glucose を標品として検量線を作成し，d-
glucose 換算量で求めた。アミノ糖含量は，Blix らの方法に従い，d-glucosamine を標品と
して検量線を作成し，d-glucosamine 換算量として求めた。ウロン酸含量は，カルバゾー
ル–硫酸法により d-galacturonic acid を標品として検量線を作成し，d-galacturonic acid 換算
量として求めた。

タンパク質含量の測定

　タンパク質含量は，Lowry–Folin 法で測定されることが知られている。本研究では，標
準タンパク質として BSA (牛血清アルブミン) を用いて検量線を作成し，粘液高分子画分
に含まれるタンパク質含量を測定した。

アミノ酸分析

　アミノ酸分析は，Bidligmeyer らの方法に準じて以下のように行った。メタノールで洗
浄し乾燥したガラスのサンプルチューブ (f 6 mm_50 mm) にアミノ酸混合標準液 H 型試

験試料(50 mL) または 5 mg/mL　に調整した試験試料 (100 mL) を取り，遠心濃縮機で減
圧乾固した。次いでサンプルチューブを，6 mol/L HCl　(500 mL) を入れたバイアルに挿
入し，減圧密封後，アルミブロックで 1 時間 150 °Cで加熱した。その後室温まで空冷し，
常圧にもどした後，各チューブにメタノール，H2O，トリエチルアミン (TEA) を 7：2：
1 に混合した溶液を 20 mL 加えアルカリ性とした後，再度減圧乾固した。各チューブの残
渣にメタノール：水：TEA：PITC (フェニルイソチオシアネート) を 7：1：1：1 に混合
した溶液を 20 mL 加え，20 分室温で反応させフェニルチオカルバミル誘導体とした後，
減圧乾固した。各チューブに Pico–Tag 液を標品には 500 mL、試験試料には 200 mL加え，
パラフィルムで覆い，超音波処理により結晶を破砕した。HPLC 分析には，0.45mm のフ
ィルター (Millpore Cosmonice Filter W，Milipore ) で濾過をした溶液を 10 mL （標品）
および 5 mL （試験試料）注入し分析した。
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糖組成分析

　糖組成分析は，試験試料をアルジトールアセテートに誘導したものを，GC で標品と比
較することにより行った。標品  (l–フコース，d–マンノース，d–キシロース，d–グルコー
ス，l–アラビノース，d–ガラクトース， d–N–アセチルグルコサミン，各 1 mg) を水 (500 mL)
に溶解し，テトラヒドロほう酸ナトリウムを約 5 mg (ミクロスパーテルで軽く 1 杯) 加え，
室温で 1 時間放置した。反応終了後，反応液に酢酸を泡が出なくなるまで少しずつ加えて
過剰な試薬を分解し，エバポレーターで減圧下溶媒を留去した。次いで，残渣にメタノー

ルを約 200 mL 加え減圧下乾固させる操作を３回行い，ホウ酸を除いた。生成したアルジ
トールを減圧下乾燥させた後，無水酢酸 (100 mL) ，ピリジン (100 mL) を加え，密栓し
てドライブロックで 120 °C加熱した。反応終了後，水 (400 mL) を加え，ヘキサン (200
mL) で抽出した。ヘキサン層は水  (400 mL) で２回洗浄し，GC の検体とした。試験試料
は還元操作に先立って，以下のように加水分解した。試験試料  (1 mg) をリアクティバイ
アルにとり，2 mol/L TFA (500 mL) を加え溶解し，密栓後ドライブロックで 120 °C2 時
間加熱した。反応液は空気気流下乾固し，減圧乾燥機にて乾燥させた。残渣は，標品と同

様に還元，アセチル化し，GC 試料へと誘導した。
ゲル濾過クロマトグラフィー

試験試料の分子量分布は，高速ゲルろ過クロマトグラフィーを用いて測定した。まず，

分子量既知のプルランを標品として用いて検量線を作成した。標品として分子量 5,800，
12,200，23,700，48,000，100,000，186,000，380,000，800,000 のプルランおよび Blue Dextran
(分子量 2,000,000) を用い，それぞれ 5.0 mg/mL に溶解したものを 50 mL 導入し，分子
量と溶出時間から検量線を求めた。次に，同様の条件で試験試料を 5.0 mg/mL の濃度に
調製して 50 mL を導入し，溶出時間より分子量を推定した。
Toll様レセプター結合試験
(細胞株)　本実験に用いた細胞(3E10, 7.19 7.19/huTLR2)は，すべて D. T. Golenbock 博士よ
り供与を受け使用した。

(細胞培養)　各細胞は，8% FBS, 100_ Pen/Str を含む Ham F–12 培地を用い，接着細胞用
10 cm–dish で  37 °C，5% CO2 存在下培養した。また細胞選択を行なう為に，3E10 細
胞および 7.19 細胞には，培地にハイグロマイシン (400 U/mL)，7.19/huTLR2 にはハイグ
ロマイシン (400 U/mL)　および G418 (500 mg/mL)を添加した。
(細胞刺激)　培養した細胞は，培地を除いた後，0.02% EDTA_2Na+ を含む PBS (1 mL) を
加え洗浄，次いで 0.25% トリプシン溶液  (1 mL) を加え 37°C で 2 分間処理し，細胞を
浮遊させた。細胞浮遊液は，培養培地 (10 mL) を加え，1500 rpm で 3 分間遠心し，上清
を吸引除去した。細胞を　1.25_105 cells/mL になるように培地を加えて懸濁し(2 日後に
106 cells/well となる)，2 mL ずつ 6 穴プレートに分注した。なお，前述の細胞培養と同
様に培地にはハイグロマイシンあるいは G418 を添加した。48 時間後，試験試料(それぞ
れ終濃度  100 mg/mL)を各  well に添加し細胞を刺激した。また，ネガティブコントロー
ルとして無刺激の wellを，ポジティブコントロールとして LPS (10 ng/ml)および PGN (5
mg/mL) で刺激した wellを設けた。
(フローサイトメトリ)　刺激から 24 時間後，培地を吸引除去し，0.02% EDTA_2Na+ を含
む  PBS (300 mL) を加え洗浄し，次いで  0.25% トリプシン溶液  (300 mL) を加え 37°C
で 2 分間処理して細胞を浮遊させた。細胞を浮遊させた wellに培地 (5 mL) を加え，15 mL
のコニカルチューブに移し，1500 rpm )で 3 分間遠心した。上清を 100 mL 残して吸引除
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去し，細胞を浮遊させた後，氷冷した 3% FBS, 0.1%NaN3 in PBS (2 mL) を加えて懸濁し，
2 本の 1.5 mLマイクロチューブに 1 mLずつ分注した。細胞溶液は 5000 rpmで 1 分間遠
心して上清を吸引除去し，3%　FBS, 0.1% NaN3 in PBS (1 mL) に懸濁した。2 本に分けた
マイクロチューブのうち，一方には抗ヒト IgG1 抗体 (5.0 mL) を，他方には抗ヒト CD25
抗体 (10 mL) を添加し，遮光氷冷下 30 分間反応させた。その後 3% FBS, 0.1%NaN3 in PBS
(1.0 mL)で二度洗浄し，3% FBS, 0.1%NaN3 in PBS (400 mL) に懸濁した後ナイロンメッシ
ュで濾過し，フローサイトメーターで測定した。得られたデータは分析ソフトを用いて解

析した。

（３）結果

中性糖含量の測定

　粘液の高分子画分中の中性糖含量を，フェノール—硫酸法により測定した。標品は 70
mg/mL に調整した d–グルコース水溶液を 100％として，80，60，40，20，0 ％に調整し，
発色反応を行った後，492 nm の吸光度を測定し，検量線を作成した。70 mg/mL に調整し
た試験試料の 492 nm での吸光度は 0.052 および 0.051 となり，検量線より，d–グルコー
ス換算した粘液高分子画分の中性糖含量は 39.3 ％と求められた。
アミノ糖含量の測定

　粘液の高分子画分中のアミノ糖含量を測定するために，Blix 法を行った。標品は 120
mg/mL に調整したｄ–グルコサミン塩酸塩水溶液を 100％として，80，60，40，20，0 ％
に調整し，試験を行った後，540 nm の吸光度を測定し，検量線を作成した。600 mg/mL に
調整した試験試料の 540 nm での吸光度は 0.024 および 0.022 となり，検量線より，ｄ–グ
ルコサミン換算した粘液高分子画分のアミノ糖含量は 2.5 ％と求められた。
ウロン酸含量の測定

　粘液の高分子画分中のウロン酸含量を測定するために，カルバゾール–硫酸法を行った。
標品は 44.0 mg/mL に調整した d–ガラクツロン酸水和物水溶液を 100％として，80，60，
40，20，0 ％に調整し，試験を行った後，540 nm の吸光度を測定し，検量線を作成した。
40 mg/mL に調整した試験試料の 540 nm での吸光度は 0.098 および 0.096 となり，検量線
より，d–ガラクツロン酸換算した粘液高分子画分の中性糖含量は 1.47 ％と求められた。
タンパク質含量の測定

　粘液の高分子画分中のタンパク質含量を測定するために，Lowry–Folin 法を行った。標
品は 300 mg/mL に調整した BSA (牛血清アルブミン) 水溶液を 100％として，80，60，40，
20，0 ％に調整し，試験を行った後，750 nm の吸光度を測定し，検量線を作成した。600
mg/mL に調整した試験試料の 750 nm での吸光度は 0.771 および 0.773 となり，検量線よ
り，BSA 酸換算した粘液高分子画分の中性糖含量は 42.7 ％と求められた。
アミノ酸分析

　アミノ酸分析は，試験試料を加水分解後 PITC（フェニルイソチオシアネート）を用い
PTC アミノ酸（フェニルチオカルバミルアミノ酸）に誘導体化し，HPLC で分析すること
により行った。粘液高分子画分試料 1 mg あたりの各アミノ酸重量およびアミノ酸の組成
割合は Table 1 のようになった。アミノ酸分析によると，粘液高分子画分子量におけるア
ミノ酸含量は 37.7%となった。またアミノ酸の組成は Gln(または Glu)や Lys を多く含み，
糖鎖結合にかかわる Ser や Thr はそれぞれ 5.3%，4.2%であった。
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糖組成分析

糖の組成分析は，試験試料を加水分解後アルジトールアセテートに誘導し，GC により行っ
た。得られた結果を Table 2 に示す。N-アセチルガラクトサミン含量が 35.1 %と多かった。
しかし，アセチル化処理によって，N-アセチルガラクトサミンおよびガラクトサミン，
両方の含量が検出された。ついで，フコース，マンノースが多く検出された。

（４）考察

　本研究では，クシハダミドリイシの粘液について化学分析を行った。特に粘液の粘性に

最も関与し，量的にも主要成分と考えられる高分子画分に着目し，粗分画の糖質およびタ

ンパク質に関する分析を行った。　その結果，タンパク含量が 37%，糖質が中性糖 27%，
アミノ糖  2.4%，ウロン酸  1.5%であり，糖タンパク質の存在が示唆された。これらの組
成比を合計すると 68%となり，残りの 32%は不明である。しかし糖質に関しては標品換
算値であり，比較的多量にフコースの存在が確認されたことから，実際の糖質含量はさら

に高いと推定される。一般に，フコースなどのデオキシ糖やアラビノースなどのペントー

スは，グルコースなどのヘキソースと比較すると，フェノール硫酸法での発色が低いこと

が知られており，今回の中性糖の含量は実際よりも低い値となっていると考えられる。ま
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た，アミノ糖については，アミノ酸とアルドースの存在下では発色反応が妨害を受けるこ

とが報告されている。特に Lys 存在下では発色が著しく妨害されることが報告されてい
るが，アミノ酸分析の結果からクシハダミドリイシ粘液高分子画分には 14%の Lys が含
まれており，アミノ糖含量は実際よりもかなり低くなっているのではないかと考えられ

る。事実，アルジトールアセテートに誘導して行った糖質の組成分析においては，グルコ

サミンが糖質の 35%を占めている。これらを考慮すると粘液高分子画分における糖質含
量は 50%を超えると推定される。したがって，タンパク質でも糖質でもないものは数%に
過ぎないと示唆される。実験に用いた粘液は，海水に分泌されたものから回収しており，

カウンターイオンの形で無機イオンがかなり含まれていると考えられるので，不明の部分

はこの無機イオンに相当するのではないかと考えられる。また，本研究における糖組成分

析では加水分解操作を行っており，硫酸エステル化している糖も加水分解されてしまい，

中性糖として検出されることになる。従って，一部の糖鎖は硫酸エステルの形で存在して

いることが考えられ，組成比に現れていないということが示唆される。サンゴの利用する

炭素の 90%は共生する褐虫藻の光合成生産物に由来すると言われており，そのうちの 17%
は粘液として分泌されていると報告されている。また，窒素の供給は 70%がプランクト
ンなどの捕食で，残りの 30%は海水中の溶存態から行っており，取り入れた全窒素の 50%
は，粘液として体外に分泌していると報告されている。本研究でサンゴ粘液の高分子画分

には，37%という高い割合でタンパク質が含まれることが明らかとなったが，粘液中の窒
素のほとんどはタンパク質の形で分泌されていることが推定された。このような粘液は，

サンゴ周辺に生息する生物にとって，充分な有機物やエネルギーの供給源となりうること

が推測され，サンゴ礁海域の種多様性を支えていることが示唆される。

　ゲルろ過分析において，粘液高分子画分は主として４つの分子量からなる成分で構成さ

れていることが判明した。溶出物の屈折率と紫外吸収の結果から，純粋多糖体は存在せず，

そのすべてが糖タンパク質であろうと推定される。個々の成分がどのようなものであるか

は不明であり，これらを精製して構造を明らかにすることは今後の課題であるが，比較的

明瞭な分離パターンを示しているので，その精製は充分可能であると考えられる。

　クシハダミドリイシ粘液高分子画分の，TLR に対する結合性を調べたところ，試験し
た TLR–2 および TLR–4 両者に結合し，そのシグナルが細胞内に伝達されていることが明
らかとなり，その作用は，TLR–4 に対するものの方が強いことが示された。TLRs は，自
然免疫における異物認識分子として 1997 年に同定された。TLRs のうち TLR–4 および
TLR–2 は，細菌などの構成成分を細胞外ドメインで特異的に認識する。TLR_4 は，大腸
菌などの細胞壁に存在するリポポリサッカライド  (LPS) に対する認識分子であるといわ
れてきた。ところが近年，カラゲナンなどの硫酸多糖に対しても強く反応することがわかっ

てきた。しかし，クシハダミドリイシ粘液高分子画分は，硫酸多糖であるとは考えられず，

新たな TLR_4 のリガンドとして考えられる。今後粘液高分子の精製が進み，その活性と
構造が明らかになれば，構造活性相関や結合に必須の部分構造の解明等，TLR の機能解
明のためのツールとして利用することができるかもしれない。

　ところで，動物の腸管には TLR を発現した自然免疫担当細胞が多く存在している。魚
類にも TLR が発現していることが最近報告されており，魚類の腸管にも TLR が存在して
いることが推測される。したがって，粘液はこれを摂取した生物の免疫系に何らかの影響

を与えていることが推定される。また，サンゴのゲノム解析が進めば TLR 関連遺伝子の
存在も発見されるかもしれない。もしサンゴに TLR が発現しているとすれば，サンゴ粘
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液は自分自身にも何らかの作用を及ぼしていることが考えられる。今後，サンゴ粘液の生

物活性物質の解明やサンゴの TLR の存在や感染防御システムを明らかにすることによ
り，サンゴの白化や病気の原因解明とサンゴ礁保全にも寄与できると考えられる。

　本研究では，主として粘液の高分子画分にターゲットを絞り研究を進めてきたが，粘液

中には脂質や低分子有機化合物が同時に含まれているとも言われている。これらの化学構

造や生物活性にも興味が持たれ，高分子画分の更なる詳細な解析と同時に，脂質や低分子

有機化合物の解析を行っていくことが今後の課題である。

（５）研究業績

【原著論文】

○Eiji Kinoshita, Kouhei Ishikawa, Emiko Kinoshita-Kikuta, Kazuhiro Ohtani, Motoo Shiro and
Tohru Koike. An Alkoxide-Bridged Dinuclear Zinc(II) Hexaazacryptate: A Novel Phosphate
Capture Molecule in Aqueous Solution. Bull. Chem. Soc. Jpn., 78, 125-131 (2005)

【学会発表】

○木宮   隆・大谷和弘・久保田賢・富永　明  ・阿部祐子・荻田淑彦・川北浩久・浜田英
之．陸上培養海藻中の抗アレルギー作用物質の探索．平成 17 年度日本水産学会大会
（東京都），2005 年４月２日．

○古谷正人，都留英美，都留忍，大谷和弘，富永明．藻類由来抽出物による殺リーシュマ

ニア原虫能の検討．第６１回寄生虫学会西日本支部会(高知)，2005 年 11 月４日．
【その他の論文】

○大谷和弘．有機化学屋が見た海の世界．海洋と生物, 27, 588-595 (2005)

１－D. 「サンゴ生息海域における自然資源利用の実態把握とそのワイズユースの方向」
 (1) 研究目的
　造礁サンゴ群集とその関連生態系（以下サンゴ群集生態系）は、熱帯・亜熱帯の浅海域

の生物多様性・生物生産性の基盤とも言える地位にあり、自然界におけるその重要性が多

くの論者によって指摘されている。翻ってサンゴ群集生態系の人間社会にとっての意味を

考えると、水産資源の涵養や遺伝資源としての価値、学問・教育上の価値のみならず、そ

こに生息する多様な生物は多くの訪問客を惹きつける。特に近年、我が国においてスキュー

バ・ダイビングをはじめとする海洋性レジャーが盛んになるにつれて、サンゴ群集生態系

の生物多様性はレクリエーション資源としての重要性を増している。多くのダイバーがサ

ンゴの海を訪れ、それらの地域ではダイビング関連産業が地域にとって大きな地位を占め

るようになった。

　サンゴ礁劣化の原因として高水温による白化現象やオニヒトデの食害が人口に膾炙して

いるが、土木工事や農畜産業・生活起源の物質の陸域からの流入もまた大きな問題になる

のである。その他にも、漁業や観光産業等による過剰利用、埋め立て工事、破壊的漁業や

サンゴ採集等、世界各地で人間活動に起因するサンゴ群集生態系の劣化が起こり、海域の

生物多様性がダメージを受けている。

　このような状況を受け、多くの政府組織や NPO/NGO がサンゴ群集生態系の保全を目的
とした活動を展開している。たとえば黒潮圏のフィリピンでは、海洋保護区(Marine Protect
Area; MPA)が政府の主導で各地に設立されているし、わが国においても、環境省主導の自
然再生事業等の枠組でサンゴの保全・再生の試みが始まっている。
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しかしながら、サンゴ群集生態系の保全には、自然科学的な側面からの研究とそれに基づ

いた対策のみでは不十分である。サンゴの海は、ある意味誰もが自由に利用できるオープ

ン・アクセス資源としての側面を持ち、過剰な利用によって資源が荒廃しやすい。また絶

海の無人島でもない限り、利用しなくとも人間活動の影響によって資源が劣化しやすい。

このような資源を持続的に利用していくためには、資源の状態を常にモニタリングし、資

源が荒廃しないよう調整を行う社会的な仕組みの存在が望まれる。

　そこで本課題では、サンゴ群集生態系が発達し、かつそれが地域の経済主体にさまざま

な形で利用され、重要な意味を持っている地域を対象に、サンゴの利用と保全の実態につ

いて調査すると共に、その保全と持続的利用の方向を検討する。

 (2) 研究成果の概要
　本年度は、科研費等も導入して研究グループを組織し、各地域のサンゴ群集の発達した

海の利用と保全の実態を、調査・研究した。また、サンゴの海の自然資源の経済評価手法

の方法論に関して、基礎的研究を行った．それらの詳細は、以下の通りである。

1) 高知県柏島を中心とする海域の利用秩序の問題の研究
わが国においては、サンゴの海のステークホルダーとして、漁民・漁協と、ダイビン

グ事業者・レジャーダイバーの存在が大きく、各地で利用者間のコンフリクトや資源の過

剰利用などの問題が起こっている．そのような問題の典型事例である柏島（高知県幡多郡

大月町）を中心に、大月町沿岸域でサンゴ海の利用と保全に関わるステークホルダー（上

記の他に行政、地域住民、NPO 等）に対する聞き取り調査を継続中である。また比較対

照事例として、本年度は恩納村（沖縄県国頭郡）、渡嘉敷島（同島尻郡渡嘉敷村）等にお

いても現地調査を行った。

さて、サンゴ群集生態系等の海洋自然資源に限らず、放置すれば利用が競合・集中し、

過剰利用によって劣化・荒廃してしまうようなタイプの自然資源の管理の仕組みとして、

近年「コモンズ」が注目されている。1968 年に米国の生物学者 Hardin は、共同で使用さ
れる資源はすべからく過剰に利用されて劣化し、ついには利用できなくなるという「コモ

ンズの悲劇」モデルを提起した。しかし、共同利用資源はオープン・アクセスとイコール

ではなく、背後に資源を所有する共同体があり、共同体が利用を規律するため、しばしば

持続的利用が可能であり、そのような事例が世界各地に存在するという多くの反論を呼び

起こした。多くの論者が、伝統的社会の慣習的な自然資源の利用・管理手法の有効性を明

らかにしたが、同時に現在そのようなシステムがさまざまな形で崩壊しつつあることも露

わとなった。「共的な管理による自然資源の持続的利用の仕組み」としてのコモンズを今

一度掘り起こし、それを現代的なものとして再構築することを通して、今疲弊が進むさま

ざまな自然資源の保全と持続的利用を模索する研究が近年増加している。本研究では、既

存の研究の理論的検討を通して、コモンズ論的視点を、サンゴ群集生態系の持続的利用の

問題にどのように適用できるかを検討している。

コモンズの背後にある共同体は、ある種のルールによって資源利用を律する。そのよ

うなルールを有効にするには、資源の状態をモニタリングし、利用者にルールを強制する

ことができるある種の「力」や権威が必要となる。そのような「力」は共同体の構成メン

バー＝利用者が常に資源を利用し、資源状態を把握し、また他の資源利用者の利用をモニ

ターし、ルールに反する利用を何らかの形でコントロールすることを通して生まれてく

る。また共同体の権威は、資源利用の果実の公平な分配を欠いては持続的に維持できない
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であろう。現在、近代化や社会経済条件の変化により伝統的な共同体は大きく変質し、ま

た資源によっては技術進歩等によって資源利用の制御可能性も変化している。しかし、こ

のような利用管理の本質的な必要条件はあまり変化しておらず、変質し実質的な「力」を

失った共同体に代わって、何らかの主体が同様の役割を担う必要がある。

このような視点から見ると、柏島の事例（新保他[3]）と恩納村の事例（原田他[4]）は
好一対をなしている。恩納村では、過去リゾート開発等によって、サンゴ群集生態系やそ

れを利用した地域住民の漁業に激烈な圧迫があったが、漁民による反対運動を契機に、村

の仲介によって漁協とリゾート業者の間にある種の自発的協定が結ばれ、それを軸に非明

文的なルールによる海域の利用秩序が形成された。それにより、資源利用の果実は観光ホ

テルやダイビング案内業者に独占されることなく、漁民や漁協を通して地域社会を循環し

ており、その基盤となるサンゴ群集も重視され、サンゴの保全活動も根付いている（原田

他[4]参照）。しかし、柏島ではこのような海域の利用秩序の形成や利益の地域循環の仕
組みの構築に失敗し、サンゴ群集生態系の過剰利用の問題もおさまってはいない。しかし、

関係者の努力により、合併により広域化した漁協とダイビング案内業者の間に問題解決の

テーブルが生まれつつあり、今後の進展に期待が持てる状態になっている（新保他[3]参
照）。経済的な利益が直接衝突する問題に関しては研究者がそれを調停することは困難で

あるが、成功事例の紹介、環境保全や自然再生面での研究成果の還元、環境教育や地域活

性化への協力などの形で地域に貢献することは可能であり、研究のみならずそのような面

での活動も今後強化していく予定である。

2) 鹿児島県与論島におけるサンゴ群集生態系の再生と地域の合意形成の研究
　与論島（鹿児島県大島郡与論町）は、1998 年に起こった世界的な白化現象の折、サン
ゴ礁に大きなダメージを受けた。その影響は、地域住民によるリーフでの生業的な水産物

採取、漁業、海洋レジャー産業に及んでおり、危機意識を高めた地域住民と行政が一丸と

なってサンゴ礁の再生プロジェクトを立ち上げつつある。サンゴ礁の現地方言を冠してウ

ル・プロジェクトと呼ばれるこのプロジェクトには、利害が対立しがちな漁協とダイビン

グ業者が協力してあたっている。

　新保の科研費における共同研究者である野島哲（九州大学臨海実験所）が、サンゴ修復

に関する技術的なサポートを行っている。その方法であるが、造礁サンゴの卵や稚サンゴ

は黒潮に乗って流れており、潮あたりのいい海域にある種の基板を設置し、サンゴの幼生

を着底させ、それをダメージを受けた海域に設置していくことによってサンゴの再生を速

めるというものである。単に他の海域からサンゴを移植しただけでは海域の生物多様性を

乱すという問題があり、生態系を乱さないよう、このような方法をとる必要がある。

平成 17 年度は、野島を中心に、与論島周辺のサンゴ礁の現状調査及びサンゴ礁再生の
ためのパイロット調査を行った。具体的には、1)与論島周辺のサンゴ礁の生息サンゴ被度
調査、2)定着板を用いた与論島のサンゴ礁への稚サンゴの加入状況、3)優占するサンゴ種
の個体群構造調査、4)1、2 歳サンゴ密度調査、5)セラミック着床具への稚サンゴの定着状
況調査である。その結果、与論島へのここ 1、2 年のサンゴ定着量は沖縄本島、奄美大島
等と同じく非常に少ないが、3~6 歳の稚サンゴは沖縄本島等と比べ多く、またセラミッ
クにも 7 個に 1 個の割合で稚サンゴの定着が確認され、与論島のサンゴ礁再生に向けて多
少なりとも期待が持てることが明らかになった。この結果を受け、平成 18 年度はさらに
追加してサンゴ定着基板を設置する予定である。

　またサンゴの白化現象は、単に高い海水温のみが原因になるのでなく、陸域からの栄養
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塩や化学物質、赤土の流入等のサンゴのストレス要因が白化を促進することが分かってい

る。同じく共同研究者の深見公雄（大学院黒潮圏海洋科学研究科）は、与論島の沿岸海域

へ流入している陸水およびその影響を受けていると思われる沿岸海域の水質環境を調査す

ると共に、栄養塩の負荷がサンゴへ与える影響について実験室内の実験で検証している。

　このような自然科学的調査と並行して、新保は共同研究者の緒方賢一・松本充郎（共に

人文学部社会経済学科）とともに、陸域の経済活動がサンゴ群集生態系に与える影響とそ

の社会的制御に関して研究している。実態調査を通して、サトウキビ農業とそれに関連す

る土地改良事業、畜産、生活排水等が、水質環境を通してサンゴに影響を及ぼしている可

能性があることを見出し、それらの活動の基礎的な調査を現在継続中である。

　ここで一つ問題になるのは、サンゴ劣化の主要因が特定されたとして、それが特定の経

済活動と結びついている場合、その要因をうまくコントロールすることができるのかとい

う問題である。

　地域の環境問題への寄与を目指して科学プロジェクトを進めるとき、問題を生み出した

メカニズムを解明し、それを受けて対策を検討するという順序になる。しかし、地域の環

境問題は、地元の人の生活や経済活動と密接に結びついている場合が多く、研究者の出し

た結果はむしろ地域をかき乱すかもしれない。このとき、環境問題に対しどのように対処

するかというに関する地元の合意が重要になる。しかし今までの科学はこのような地元と

の関係をあまり考えてはこなかった。科学のプロセスを地域社会に対して適切に開き、協

力しながらプロジェクトを進めることによって、地元の側の合意形成にも研究者が寄与で

きないか。ここで、このような考え方を、暫定的に科学コミュニケーション・アプローチ

と名付けよう1。
　このような考え方で研究プロジェクトを進める場合、どのように手順やプロセスを組み

立てるべきであろうか。このような問いをめぐっては、類似の事例を探索し、その長短を

十分に検討しておくことが重要だろう。

たとえば、地元の合意形成を明示的にモデルに取り入れるという観点からいえば、サスカ

インド(Lawrence Susskind)の合意構築アプローチが参考になる。これは、主に都市計画の

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1 また問題解決型プロジェクトの場合、通常「ある要因のコントロールすることによって

問題を解決できる」という結論を目指す。周知のように、仮説を立て、調査や実験でデー

タを収集し、それを分析することによって、仮説を検証し、仮説が正しくなかった場合、

新しい仮説を立ててもう一度同じプロセスを繰り返すことになる。

　このプロジェクトは、 (1)サンゴ定着基板を使って、サンゴ礁の再生をスピードアップ

できるかを調べる、(2)サンゴ白化の副要因を水質面から解明する、(3) 「副要因」が解明

された場合の対策について、どのような政策手法や法規制で汚染要因をコントロールでき

るのかを検討する、という構造になっている。

　問題となるのは、(2)で要因を絞り込めない場合である。たとえば、仮説の範疇外の要

因が効いている場合や要因の連環が複雑で、我々の手持ちの資源では解明が困難な場合な

どである。その場合、社会科学的な対策の検討も不発に終わる。プロジェクトは、新たな

仮説を検討する、異なる研究資源を有する研究者の加入を模索するなどのより長期的な対

応が必要となるだろう。

　プロジェクトの問題意識を地元側と共有し、研究過程の意思疎通を行って、一緒になっ

てプロジェクトを進めていくことができれば、初めの仮説がうまくいかなくても、次の動

きにつなげていきやすく、また地元側の知恵や知識を取り入れることにより、より蓋然性

の高い新たな仮説を立てられることも期待できるのではなかろうか。
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分野で行政のプロジェクトに地域住民とのコミュニケーション・メカニズムを導入した事

例で、(1)合意形成は独立な第三者作業委員会（タスクフォース）が担う、(2)投票は行わ
ない、(3)Charetes（問題解決ワークショップ）、郵送アンケート、ブレーン・ストーミン
グ、ロール・プレイング、集団でのイメージ構築等の手法で合意形成を徐々に進めていく、

(4)ファシリテーターと呼ばれる専門家が議論の流れをうまくリードして適切な合意に導
く、(5)アカウンタビリティの確保ために、タスクフォースへの参加の開放性・透明性を
確保する、等の特徴がある。むろんこれは、権力を持つ行政のプロジェクトに関して行わ

れた方法であり、行政と一線を画した科学プロジェクトの場合とはおのずと異なるであろ

う。しかし、地域住民の利害に密接に関係する提言を目指す場合は、参考になる。

次に、わが国の事例を見てみよう2。近年各地でシカの個体群が増大し、農林業被害の
みならず、摂食を通して野生植物群落を圧迫し、固有種を含む希少な植物種を絶滅に追い

やるリスクが増大しているとの問題が研究者サイドから提起され、屋久島や知床といった

世界遺産に登録された地域において駆除等によって個体数管理を行うことが検討されてい

る。しかし、このようなシカ個体群増大→摂食→希少植物種の絶滅という因果に関しては、

科学的見地からのさまざまな疑問が提示されており、この問題に関して十分な科学的な証

拠が積み上げられているとは言えない。また、地元の地域住民からも、シカの駆除に関し

てさまざまな疑問の声があがっている。しかし、研究を進めデータを蓄積する間に絶滅が

進行するリスクもあり、関係する科学者は不十分な証拠の元にどのような役割を果たし、

どのような対策を取るべきかという意志決定を迫られている。矢原(2006)は、不十分な情
報を元に仮説を選択することによるさまざまなリスクは、結局のところ関係主体の合意形

成を通して引き受けるしかないとして、一定の対策を取りながら検証を進め、同時に現地

報告会等で地元住民・行政との合意形成を進めるというアプローチを提起・実践している。

　このようなアプローチは方法論的に確立されているとは未だ言えないが、本サブ・プロ

ジェクトは、そのようなアプローチの第一歩として、現地での研究の中間報告会を行い、

研究内容を説明し協力を求めると共に、合意形成の重要性とそれへの関与を呼びかけた。

すなわち、2006 年 2 月 21 日に現地で、『与論島ミニ・シンポジウム　与論島のサンゴ再
生はどのように可能か？－ウル・プロジェクト支援プログラム中間報告－』と題したミニ・

シンポジウムがそれである（主催：高知大学・鹿児島県、共催：奄美群島広域事務組合・

与論町、企画・協力：（財）自然環境研究センター、参加者は記帳レベルで 35 名）。ミ
ニ・シンポジウムではフロアとの質疑応答や討論も白熱し、その面では成功を収めたが、

合意形成という側面から見れば、今後も着実なステップを踏んでいくことが重要であろ

う。

次年度は報告会のみならず、与論町の広報紙等を通して調査の意図や枠組、結果などにつ

いて説明していく計画である。また住民アンケート等を行い、住民の意向を把握して合意

形成を促進すると共に、サンゴ再生に対する支払意志額(Willingness To Pay; WTP)等も調
査して、地域住民に取ってのサンゴの価値を評価することも検討中である。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2 矢原徹一「シカの増加と野生植物の説滅リスク」（湯本貴和・松田裕之編『世界遺産を

シカが喰う_シカと森の生態学_』文一総合出版, 2006 年）参照。
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図　『与論島ミニ・シンポジウム　与論島のサンゴ再生はどのように可能か？－ウル・プ

ロジェクト支援プログラム中間報告－』（2006 年 2 月 21 日、於：与論町防災センター）

3) サンゴの海の自然資源の経済評価手法の方法論の検討
　サンゴの海の持続的利用を可能にする資源管理の仕組みを形成するには、地域のステー

クホルダーの間の合意形成が、最も重要であり、かつ困難な点である。地域における地道

な努力が重要になるが、単にステークホルダー間の利害調整のみで、解決可能な問題でも

ない。サンゴ群集の発達した海は、いわば日本の縁辺部に存在するが、その主たる「享受

者」は実は都市住民である。これは単に、スキューバ・ダイビング等で直接的にそれらの

海を楽しむ人間には都市生活者が多いということを意味するだけでない。多くの都市住民

が、たとえその地を訪問することがなくとも、その自然に価値を見出し、保全を熱望して

いることを見逃してはならないのである。近年、多くの地域の自然環境保全は、地元の熱

意と努力に加えて、都市住民側のサポートを得る形で成立しており、隠れたステークホル

ダーとして彼らがサンゴの海に対して抱く「価値」をすくい上げる必要があり、それは必

ずしもダイビング客の数のみによって測られるものではない。

　サンゴの海の経済価値には、たとえばダイビング業や関連する観光産業の収益といった

直接的に計測可能な価値と、その海を直接には利用しないが多くの人間が価値を見出して

いるという間接的な経済価値の二種類がある。近年の環境経済学の進歩はこの後者の価値

を計測する CVM(Contingent Valuation Method)や TCM(Travel Cost Method)などの手法を発
展させてきた。これらの手法による経済評価は、近年、公共事業の事前・事後評価等の形

で、政府の政策決定過程にも用いられている。環境省は近年サンゴ礁の保全・再生事業に

力を入れており、妥当な政策費用の算定に関して、このような方法論が適用されていく可

能性が高い。

しかし CVM 等、これらの方法論は、まだまだ発展途上の分野であり、特に海や河川の

環境の評価に関して妥当な評価を行うためには、さまざまな方法論的課題をクリアする必

要がある。

ここでは特に、CVM によって海洋（あるいは河川）の環境評価を行うための新たな方

法論について検討し、新たな手法について提案した（新保[1]）。また、近年多用される
二段階二肢選択 CVM についてその方法論上の問題点を指摘し、評価額のバイアスについ

て注意を喚起すると共に、その改良方向を検討した（新保[5]）。

(3) 研究業績
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【原著論文・総説】

○新保輝幸「水系に対する汚染物質流入量削減の CVM による経済評価－水質保全対策事

業を事例として－」『農林業問題研究』 第 41 巻第 1 号（通巻 158 号）, pp.82-87, 2005
年.

○飯国芳明・諸岡慶昇・新保輝幸「森のコモンズ・海のコモンズ(1)」『海洋と生物』第 27
巻第 5 号, pp.472-477, 2005 年.

○新保輝幸・諸岡慶昇・飯国芳明「森のコモンズ・海のコモンズ(2)」『海洋と生物』第 27
巻第 6 号, pp.579-587, 2005 年.

【学会発表】

○原田幸子・婁小波・新保輝幸・工藤貴史「沿岸域の多面的利用と管理主体のあり方に関

する一考察_沖縄県恩納村の取り組みを事例に_」第 18 回日本沿岸域学会研究討論
会（於：金沢工業大学 8 号館講義室）, 2005 年 7 月 8 日.

○新保輝幸「郵送アンケートによる 2 段階二肢選択 CVM のバイアス問題  －初期回答効
果と先読みバイアスの検討－」第 55 回地域農林経済学会大会個別報告（於：三重大
学生物資源学部 208 教室）, 2005 年 10 月 30 日.

【獲得外部資金】

○新保輝幸（研究代表者）「サンゴの海のワイズユースをめざして：海洋環境資源の最適

利用と資源管理に関する生物学的・社会科学的研究」文科省科研費  基盤研究 (B),
2004-06 年, 3 年間で 1570 万円(平成 17 年度 470 万円）.

○新保輝幸（研究分担者）「黒潮圏島嶼沿岸域の藻場の消長と人為的インパクトの社会的

制御」（研究代表者：諸岡慶昇）文科省科研費 基盤研究(B), 2005-07 年, 3 年間で 1560
万円(平成 17 年度 760 万円）.

○新保輝幸（研究分担者）「コモンズにおける資源管理ルールの再構築」（研究代表者：

吉岡祥充）文科省科研費 基盤研究(B), 2004-06年, 3年間で 1150万円(平成 17 年度 450
万円）.

Ⅳ－Ｂ．課題研究２「四万十川と黒潮の交錯圏における人間と自然との共生に関する研

究」

　本課題研究は、四万十川流域の山地から沿岸までを一つのシステムとしてとらえ、河口

域の生物再生産機構に対する河川水と黒潮の混合の影響を解明することで、「流域圏総合

科学」の創生を目指す。以下のような５つのサブテーマから構成されている．

２—Ａ「足摺半島渦流域と河口域における漁業の成立と海洋動物の成育場の成立」
研究代表者名：木下　泉（海洋生物教育研究センター）

概要：四万十川流域および足摺半島周辺に海域における魚類の再生産構造を明らかにする

ために、四万十川河口域を中心に、魚類初期生活史、プランクトン生態、海洋物理、海洋

化学の調査を行うとともに、土佐湾中央部の仁淀川河口沖および鏡川・浦戸湾周辺海域と

の比較を行う。

２－Ｂ「河口域におけるアオノリおよびコアマモの群落維持機構の解明」

研究代表者：平岡雅規（海洋生物教育研究センター）

概要：四万十川河口に生育するスジアオノリの生殖機構を明らかにする。そのために、
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スジアオノリ藻体から実験室内で胞子を放出させ、性別判別するとともに、四万十川流

域の無性および有性生殖の分布を明らかにする。

２－Ｃ「黒潮渦流域と四万十川河口域が織りなす生物生産力に関する基礎生産の解明」

研究代表者：高橋正征（黒潮圏海洋科学研究科）

概要：四万十川から流入する栄養塩類と黒潮渦流域の海水混合が、四万十川河口域の生

物生産にどのように寄与しているかを、生物海洋学および基礎生産の立場から明らかに

し、黒潮と四万十川の織りなす微妙な生態系について明らかにする。

２－Ｄ「上流山間部の土壌生態系におけ得る物質動態とそこからの水・砂・栄養塩類の

供給の実体」

研究代表者：田中壮太（黒潮圏海洋科学研究科）

概要：四万十川上流部の山間部において、村おこしのためのイベントとして、焼き畑が

行われている。そこで焼き畑による土壌生態系への影響を、土壌理化学性や微生物特性

から明らかにする。さらに、その物質循環が下流域の生態系へ与える影響について検討

する。山・川・海、さらに人を一つのシステムとしてとらえ、伝統農法が果たしていた、

生態系への総合的な役割について考察する。

２－Ｅ「アメンボ科昆虫の生理・生態から見た黒潮と四万十川の生物相の歴史的因果関

係の解明」

研究代表者：原田哲夫（教育学部）

概要：本研究課題は平成１７年度から新たに加わった。原田氏は、高知市や南国市を中

心にここ１５年くらいアメンボ科昆虫５種について、温暖化の影響も含め、その生活史

の実体と、生活史形成に果たす環境因子（日長や生息密度など）の役割について研究し

てきた。これら基礎データは四万十川の上流から下流、そして沿岸域から黒潮流域にい

たるアメンボ科昆虫の生息の実体を浮き彫りにする上で貴重である。また、四万十川の

最も上流の渓流にすむアメンボは形態がウミアメンボ類に似ており、分類学上はウミア

メンボ亜科に属する。このように、四万十川の始点と終点にウミアメンボ類が生息して

いるのは興味深い。本研究課題では、生態調査・野外飼育実験・室内飼育実験の３つの

アプローチから、淡水から汽水そして海水面へのアメンボ科昆虫の適応の歴史を探り、

それモデルに、生き物の多様性獲得を明らかにすることを目的とする。

２Ａ．足摺半島渦流域と河口域における漁業の成立と海洋動物の成育場の成立

（１） 四万十川から供給される栄養塩が土佐湾西部沿岸域の基礎生産に及ぼす影響

森と川と海との関連を把握することは，沿岸域の保全，再生を図る上で重要である．土佐

湾に注ぐ河川のうち最大流量の四万十川を対象とし，基礎生産と密接に関係する栄養塩の源

流から沿岸域にかけての分布を調べ，河川およびその流域環境が沿岸域の栄養塩の分布，基

礎生産に及ぼす影響について明らかにすることを目的とした．
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　2005 年 1 月から 10 月の間に四季毎に四万

十川の源流から下流に至る計 10 地点で採水

し（Fig.2.1），栄養塩（硝酸塩+亜硝酸塩（以

降，硝酸塩），リン酸塩，ケイ酸塩）を比色

定量した．また，2005 年 1 月から 12 月に土

佐湾西部沿岸域から足摺半島周辺海域にかけ

ての 7 地点（表層）と四万十川の最下流地点

で毎月採水し（Fig.2.1），栄養塩と Chla を比

色定量した．

なお，2005 年の気象条件は 5-8 月，10 月の

梅雨期から夏季にかけての雨量が例年に比べ

て少ないことに特徴が見られた．2005 年の四

万十川の流量を概算すると，上記の少雨期間

では例年に比べて 1/3~1/2 程度であり，渇水

状態にあった．

　四万十川の源流部から下流部にかけての栄

養塩は，各地点の平均で硝酸塩 6.0-23.1 mol

L-1，リン酸塩 0.057-0.333 mol L-1，ケイ酸塩

149-159 mol L-1 の範囲で変動し，ケイ酸塩の

濃度が高く，また，地点間の変動率は小さく

安定していた（Fig.2.2）．河川水中のケイ酸

塩は自然負荷が主体と考えられており，実際

に和（2004）による四万十川の支川での測定

によると，流域がほぼ森林で占められる支川

のケイ酸塩濃度は，流域に農地が豊富な支川

に比べて安定して高い．このことから，四万

十川本川のケイ酸塩濃度は，森林が 90%を占

めるその流域環境によって高水準に維持され

る可能性が示唆された．四万十川下流部

（St.R1）の栄養塩類に注目すると，硝酸塩

3.2-24.8 mol L-1，リン酸塩 0.024-0.187 mol L-

1，ケイ酸塩 136-172 mol L-1 の範囲にあり，

これらの存在比は N:P:Si = 42-343:1:845-6500

となった．この比は海域のケイ藻類の元素構

成比に対して Si の比率が高く，四万十川か

らは相対的に多くのケイ酸塩が供給されていると推定された．
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Fig2.1. 四万十川（●）および土佐湾西部から足
摺半島周辺海域（■）にかけての採水地点．

Fig.2.2. 四万十川の硝酸塩，リン酸塩，ケイ酸
塩の流程分布．●は各採水地点の平均値．縦

バーは測定値の標準偏差．
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　沿岸域における栄養塩の分布を図 3

に示した．各項目とも概ね 12-3 月に増

大し，5-8 月に減少する傾向を示した．

栄養塩の多寡を地点間で比べると，ケ

イ酸塩は四万十川河口に近い定点

（St.S6）が一定して高く，特に 5-8 月

にかけて明瞭な差が生じ，四万十川か

らの高濃度のケイ酸塩の供給による影

響と考えられた．また，リン酸塩では

地点間に大きな違いは認められなかっ

たものの，硝酸塩はケイ酸塩と同様に

5-8 月に河口に近い定点で多く存在し

た．

2005 年 5-8 月の四万十川の流量は

少なく渇水状態にあったことから，こ

の期間は四万十川の拡散が広範囲に及

ばなかったことが想像される．また，

土佐湾西部沿岸域および足摺半島周辺

には四万十川に比べて遙かに規模の小

さな河川しか存在しない．以上のこと

から，四万十川河口に近い St.S6 を除

き，他の観測定点では 5-8 月の間の河

川水の影響の程度が弱く，そのことが

四万十河口に近い定点との栄養塩濃度

の差の要因と考えられる．

また，Chla は四万十川河口に近い定

点では相対的に高水準を維持しながら

推移しているものの，それ以外の観測

定点では 5-8 月が少なくなっており，

栄養塩の季節変化と同様の傾向が見ら

れた（Fig.2.3）．

　以上のことから，当沿岸域では四万

十川河口付近を除き，5-8 月の間に四万

十川や他の河川からの十分な栄養塩の

供給がなく，基礎生産が制限されたと考えられる．このことは，春~夏季の土佐湾西部沿岸域

の基礎生産の維持，向上に，四万十川由来の栄養塩が重要な役割を果たしている可能性を示唆

している．

（２） 四万十川河口汽水域における浮遊性カイアシ類の分布と季節変化

河口汽水域では，しばしばカイアシ類を中心とした汽水性動物プランクトン群集が発達し，
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Fig.2.3. 土佐湾西部から足摺周辺海域の硝酸塩(a)，リ
ン酸塩(b)，ケイ酸塩(c)，Chla(d)の季節変化．各項
目の濃度は円の面積に比例．×：検出限界以下，－：観

測なし，橙色の範囲：四万十川の流量が例年に比べて 2
倍以上少なかった時期．検出限界以下を除く最小値と最

大値を図中に表示．
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仔稚魚などの動物プランクトン食者の重要な餌となることが知られている．淡水と海水が層状

に接する典型的弱混合型である四万十川河口域では動物プランクトンに関する研究はなく，汽

水性動物プランクトン群集が発達しているかどうか知られていない．本研究は，四万十川河口

汽水域での初めての動物プランクトン研究であり，優占動物プランクトンであるカイアシ類相

の分布と季節変化を明らかにしたものである．

カイアシ類の季節変化および水平分布は，四万十川河口から約 6 km 上流までに設けた 5 定点

において 1987 年に北原式プランクトンネット鉛直曳きによって採集されたサンプルを用いて

解析した（Fig.2.4.）．また，2005年に 3定点において層別採水によって鉛直分布を調査した．

河口域のカイアシ類年平均密度は 12.2 x 103 個体/m3 で土佐湾内より１桁高かった．富栄養内

湾種 Oithona davisae や Parvocalanus crassirostris が年中優占し，河口汽水域の全域に分布するこ

とから，四万十川河口域がこれらの種個体群を養える富栄養的水塊を保持していると考えられ

る（Fig.2.5）．汽水種としては，天然では沖縄でしか報告がない Acartia tsuensis が優占し，ま

た，沖縄以外の日本列島では発見されていない Pseudodiaptomus ishigakiensis が確認された．こ

れらの幼体も採集されたことから四万十川河口域で再生産していることが明らかであり，独特

な汽水性カイアシ類群集の発達していることが示された．亜熱帯種が四万十川河口域に分布す

るのは，冬季，水温の高い底層の海水が汽水層を暖める独特な水塊構造と関係する可能性があ

る．鉛直分布調査の結果から，海産種，汽水種とも塩分躍層かその近隣で最大密度になること

が示され，躍層における物理的集積が示唆された（Fig.2.6.）．
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（３）足摺岬周辺の動物プランクトンとく

にカイアシ類の分布と季節変化

　足摺岬周辺海域で 2004~2005 年に採集し

たプランクトンサンプルから動物プランク

トンの分布と季節変化を明らかにし，カイ

アシ類の持つ指標性にもとづいて同海域の

海洋環境を考察した．また，仔稚魚の餌環

境の基礎データとして優占動物プランクト

ンであるカイアシ類とオタマボヤ類の生物

量を算出した．

サンプルは，足摺岬周辺 7~9 地点（Fig.2.7）

で 2004 年 8 月から 2005 年 4 月にかけて 8

回，北原式定量プランクトンネット（目合 0.1

mm）による表層 10 m 鉛直曳きで採集され

たものである．計数はすべての動物プラン

クトンについて行った．

水温は土佐湾側より豊後水道側で高く，

とくに 12，1，4 月はその違いが明瞭で 2°C

以上の差があった．塩分は四万十川河口沖

（A6）で河川水の影響と見られる低下が表層 2~6 m の範囲で顕著に見られた．各月の動物プ

ランクトン（原生動物とワムシ類を除く）の平均個体密度は 1.8~5.6×103個体/m3の範囲であっ

た．カイアシ類が通常最も多く，1.0~2.5×103 個体/m3 で全動物プランクトンの 28~58%を占

めた．ノープリウスを除くカイアシ類

密度の豊後水道側と土佐湾側の平均密

度は，10月~2月はほぼ同じであるが，

8 月，3~4 月は土佐湾側が 1.5~2.1 倍

高かった（Fig.2.6）．8 月は四万十川

河口沖で，2 月は四万十川河口沖以北

で，3，4 月は四万十川河口沖以南

（A5,6）でとくに高密度になった．

湧昇流の指標種 Candacia bipinnata

と C. curta が 1~2 月に四万十川河口沖

およびその周辺で，および熱帯・亜熱

帯種 Bestiolina similis が 8~11 月に土

佐湾側で，それぞれ少数出現した．ま

た，中国沿岸の暖海域に分布するとさ

れていた Paracalanus gracilis が各月と

も普通にみられ，最も平均密度の高かった 8 月には四万十川河口沖で最大密度 115 個体/m3 に

達した．

オタマボヤ類はカイアシ類に次いで個体数が多く，平均密度 0.4~2.3 個体/m3で全動物プラ

図 1　調査地点
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ンクトンの 23~50%を占めた．11月の足摺岬先端（A3）と 3月の足摺岬東側（A4）で 5×103 個

体/m3を越える高密度点があったが，豊後水道側と土佐湾側との密度差はとくに認められなかっ

た（Fig.2.7）．

カイアシ類とオタマボヤ類の平均生物量はそれぞれ 0.6~1.6 mgC/m3，0.6~8.8 mgC/m3

の範囲で，とくに 3 月の足摺岬東側（A4）で個体密度の高かったオタマボヤ類のカイアシ類

の 5.6 倍の生物量があった．それを除いて豊後水道側と土佐湾側との生物量に顕著な違いはな

かった．

以上の結果から，土佐湾側で暖海性種が多いこと，カイアシ類密度が高くなる時期があること，

周辺水域より極端に密度が高くなるパッチ状分布があることなどが示された．また，稚仔魚等

の餌環境としてカイアシ類とともにオタマボヤ類が重要になる可能性があることが示唆され

た．

（４） 足摺岬周辺海域におけるタチウオ幼期の分布生態と個体発生

　2002 年 5 月-2004 年 4 月に，足摺岬周辺海域の 7-9 定点（Fig.2.8）で原則として各月 1 回，

稚魚ネットによる傾斜曳（一部は階段曳）を実施した．

その結果，タチウオの卵 472 粒と仔魚 120 尾（4.4~23.8 mmTL）を得た．水温および卵稚仔の

採集量の経月変化を Fig.2.9 に示した．両者とも 5 月から出現し，仔稚魚は 12 月，卵は翌年 1

月まで確認された．この間の平均水温は 19~28℃と幅広く，卵稚仔はこのような広範囲の水

温帯でかつ長期間に亘って出現していた．また，出現量のピークは年によって傾向が異なり，

出現量には大きな年変動がある様子が窺えた．水域間の出現動向に着目すると，年間を通じて

足摺岬の西部海域が多く，本種の種産卵場が岬の東部海域にある可能性が示唆された．ただし，

7~10 月は岬の西側海域にも比較的多く出現しており，この間卵稚仔は分散傾向にあったとい

える．

　上記の標本に，土佐湾各所で採集された 150 尾を加え，これらの外部形態と骨格系の発達を

観察した（Fig.2.10）．卵黄吸収は 6 mm 前後で完了し，その直前で開口し，眼は黒化した．

その後，約 7 mm までの間に吻長が急激に増大し，摂餌に関連する頭部の骨要素はほぼ揃い，

9-10 mm でほぼ全てが骨化した．肛門の位置に着目し，成長に伴うプロポーションの変化を検

討したところ，卵黄吸収に伴って肛門は前進するものの，区幹部は吸収後約 13mm までの間に

伸長した．以降は尾部が緩やかに伸張し，約 75mm で成魚に近いプロポーションとなった．背

鰭棘は卵黄吸収の完了前後，臀鰭棘と椎体は約 8.5 mm で出現し，いずれも前方から発達し，

約 70mm で定数に達した．以上のように，タチウオは，遊泳に関係する部位よりも摂餌に関す

る部位の方がはるかに早く発達することが明らかとなった
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　　　　　　Fig.2.11.　タチウオ卵稚仔の出現量と平均水温の経月変化

　タチウオの成魚は骨要素を含め尾鰭を欠くが，本研究中，幼期の一時期に微小な構造として

尾鰭が発現することが確認され，タチウオのように極めて特化した魚種であっても真骨魚と共

通した個体発生を経ることが明らかとなった．また，臀鰭の軟条がその構造から棘状軟条であ

る可能性が示唆された．これについては今後の検討が必要であるものの，成長に伴って退縮す

る臀鰭のみがこのような特殊な構造を持っていたことは興味深い現象である．
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Fig.2.12.　タチウオの形態変化模式図
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知.　2006年 3月 31日．

○　八木佑太･美藤千穂･舟越徹･木下泉･高橋勇夫．高知県仁淀川産アユ仔魚の初期生残に関す

る研究．日本水産学会大会，高知.　2006年 4月 1日．

○　美藤千穂･東健作･高橋勇夫・木下泉．土佐湾における仁淀川産アユ仔稚魚の浅海域での分

布および回遊．日本水産学会大会，高知.　2006年 4月 1日．

○　藤田真二･木下泉･青山大輔･川村嘉応･碓井利明．有明海奥部六角川河口域におけるスズキ

稚魚の分布と食性．日本水産学会大会，高知.　2006年 4月 1日．

○　木全純明･木下泉･藤田真二･八木佑太･川村嘉応．有明海湾奥部河口域での特産ハゼ科仔稚

魚の成育場への進入様式．日本魚類学会年会．仙台．2005年 9月 23日．

○　指田穣･橋本隆志･木下泉．土佐湾におけるスズキ属 2 種（スズキ，ヒラスズキ）の幼期分

布生態の比較．日本魚類学会年会．仙台．2005年 9月 24日．

○　岡慎一郎･平賀洋之･木下泉．足摺岬周辺海域におけるタチウオ幼期の分布生態と固体発生．

日本魚類学会年会．仙台．2005年 9月 24日．

○　谷隆司．土佐湾におけるシラス漁場へのマイワシ仔稚魚の加入過程．稚魚研究会．静岡，

2005年 12月 10日．

○　八木佑太．有明海における魚類の河口域成育場としての河川間の比較．稚魚研究会．静岡，

2005年 12月 10日．

○　木下泉．シラス漁場研究の意義．稚魚研究会．静岡，2005年 12月 11日．

○　和吾郎．四万十川から供給される栄養塩が土佐湾西部沿岸域の栄養塩分布に及ぼす影響．

日本陸水学会大会，大阪，2005年 9月．

【獲得外資】

○木下泉．有明海湾奥部における稚魚の分布調査（受託研究－佐賀県），1,660千円．

○木下泉．土佐湾における魚類再生産機構に関する研究（共同研究－西日本科学技術研究所）」，

281 千円．

○木下泉．資源評価調査に係る調査研究（受託研究－水産総合研究センター），1,200千円．

２Ｂ．河口域におけるアオノリおよびコアマモの群落維

持機構の解明

（１）四万十川河口域におけるスジアオノリの有性生殖

株と無性生殖株の分布と季節消長

　四万十川では河口から 6~7km 上流までの汽水域にス

ジアオノリが分布し，全国でも有数の天然青海苔漁場と

なっている．しかし，スジアオノリの季節消長について

の報告はあるものの，どのような生殖を行っているのか

についてはほとんどわかっていない．本研究では四万十

川河口域のスジアオノリの生殖型を明らかにする目的で

調査を行なった．Fig.2.13.のように 5 箇所の調査定点を

定め，2004 年 10 月から 2005 年 9 月までの一年間，毎月

1 km

St.1

St.2

St.3a

St.3b

St.4

図１．調査定点図．上流約6キロの地点から
河口へ5地点を設けた．

1 km

St.1

St.2

St.3a

St.3b

St.41 km

St.1

St.2

St.3a

St.3b

St.41 km

St.1

St.2

St.3a

St.3b

St.4

図１．調査定点図．上流約6キロの地点から
河口へ5地点を設けた．
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の大潮の干潮時にスジアオノリを採集した．また，採集時の塩分と水温も記録した．採集した

スジアオノリは，定点ごとによく成長した 50 個体以上を選んで藻体長を計測し，そのうちの

40~60 個体で生殖型を調べた．スジアオノリでは，雌性配偶体と雄性配偶体から放出された

雌または雄配偶子が接合する有性生殖過程を含む有性生殖型生活史と，藻体から無性の生殖細

胞が放出されて，その生殖細胞が単独で発芽して藻体に成長する過程を繰り返す無性生殖型生

活史が知られている．無性生殖型生活史には放出される生殖細胞が 2 本鞭毛の場合と 4 本鞭毛

の場合があり，それぞれ独立した生活史である．したがって，スジアオノリの生殖型は，有性

生殖するタイプ，4 本鞭毛生殖細胞により無性生殖するタイプ，2 本鞭毛生殖細胞により無性

生殖するタイプ(以下それぞれを「有性型」，「4 本無性型」，「2 本無性型」と表記する)の 3

型に分けられる．これら 3型は，藻体の光学顕微鏡観察だけではまったく区別がつかないため，

採集された個体を維持培養して生殖細胞を放出させ，生殖細胞の特徴から藻体の生殖型を決定

した．

　Fig.2.14 に各定点における

スジアオノリの藻体長と生

殖型の割合を示した．スジ

アオノリ藻体が肉眼視でき

る数 cm の藻体長に成長しだ

すのは 11~12 月頃であっ

た．その後，St.4 を以外の

定点では 10cm 以上の藻体が

出現して 2~3 月頃に最盛期

となり，4 月頃に急激に消失

する．St.4 では他の定点ほ

ど藻体が大きくならず，繁

茂期もずれて 4 月に 20cm を超える藻体が出現する．生殖型については，最上流の St.1 から採

集された藻体はすべて有性型であった．St.2 では 2 本無性型がまれに採集されることもあった

が 95％以上が有性型であった．一方，St.4 では 95％以上が無性型であり，St.3a および 3b で

は有性型，4 本無性型，2 本無性型が混在していた．また，St.3b では特に無性型のうち 2 本無

性型の出現頻度が高かった．

　以上のような調査結果から，四万十川河口域に生育するスジアオノリには 3 つの生殖型が認

められ，これらの生殖型が混在していることが明らかになった．さらに，上流域では有性型の

みが生育し，河口に近づくにつれて無性型の頻度が高くなることも示された．このような生殖

型の分布様式から，有性型が低塩分環境に，無性型が高塩分環境に適応していることが示唆さ

れる．今後，有性型と無性型の塩分に対する生理特性を実験により検証していきたい．また，

四万十川の他に，仁淀川および物部川の河口域を調査定点に加え，同様の生殖型分布がみられ

るのかどうかを明らかにするため，2006年 3月現在も調査を続行している．

（２）研究業績

【著書】

○　平岡雅規･浦吉徳･原口展子. 2005. 土佐湾沿岸における水温上昇と藻場の変化．海洋と生

St.4
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St.3a

St.2

St.1

Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul.

図２．各定点で採集されたスジアオノリの藻体長と生殖型の割合．円の
直径は藻体長の平方根に比例する．
青色：有性型、赤色：4本無性型、桃色：2本無性型
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図２．各定点で採集されたスジアオノリの藻体長と生殖型の割合．円の
直径は藻体長の平方根に比例する．
青色：有性型、赤色：4本無性型、桃色：2本無性型
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物. 27(5):485-493.

【学会発表】

○　平岡雅規．海藻類の培養．シンポジウム海洋深層水の特性と利用．高知，2006 年 4 月 2

日．

【獲得外資】

２C;　黒潮渦流域と四万十川河口域が織りなす生物生産力に関する基礎生産の解明

（１）研究概要

　四万十川において，同河川河口域の基礎生産者として特徴的なコアマモに着目し，河口域全

域のコアマモの生物量把握を進めた．従来，四万十川河口域でのコアマモの分布域調査は定期

的に行われているが，生物量の把握は実施されていない．また，国内の他の地域でもコアマモ

の生物量の報告例は見あたらない．そこで，コアマモ群集の生物量と，関連情報を得ることを

目的として現地調査を行った．

コアマモが広く分布している区域を選び，50cmx50cm の方形枠をおいて写真撮影により岸か

ら沖に向かって帯状トランセクト調査を 25m 間隔で実施したところ，被度は 0％から 100％ま

で大きく変動した．コアマモの自生状態から，典型的なコアマモ群集として葉長の長いものと

短いものが明瞭に区別できたので，それぞれで坪刈りにより，株数・株ごとの地上部と地下部

の質重量と乾重量・地上部の葉面積・生産構造を把握した．

　株数は葉長の長い群集は 2,438/m2，短い群集は 5,881/m2 で，葉長の短い群集が圧倒的に高密

度であった．前者の群集の最大葉長は 77cm，平均葉長は 44.9cm，後者はそれぞれ 20cmと 5.8cm

で，平均葉長には一桁近い大きな違いが確認された．葉幅も前者が 2mm，後者が 1mm．得ら

れた単位面積当たりのコアマモの全生物量の情報を使って，四万十川河口域全域のコアマモ分

布域（約 9,300m2）の生物量を概算すると，約 7 ﾄﾝ乾重という推定値が得られた．

　また，被度 50%程度の群集の葉面積指数（全葉面積を生えている面積で除したもので，葉の

重なり程度を表す）は約 10，9%の被度の群集は約１で，群落の草丈が低いにもかかわらず大

きな葉面積をもっている特徴が明らかになった．

　今年度の研究によって，四万十川河口域における基礎生産者としてのコアマモの基礎的な情

報が得られた．次年度は，今年度の予備的観察を踏まえて，四万十川河口域でのコアマモの生

物量とその季節的消長，並びに基礎生産速度の把握を進める．

（２）研究業績

【原著論文】

○　Yamaguchi, A., Y. Watanabe, H. Ishida, T. Harimoto, M. Maeda, J. Ishizaka, T. Ikeda and M. M.

Takahashi. 2005. Biomass and chemical composition of net-plankton down to greater depths (0-5800m)

in the western North Pacific Ocean. Deep-Sea Res. Part I 52:341-353.

○　Ichinokawa, M., and M. M. Takahashi. 2006 (In press). Size-dependent carbon flow in the epi-

pelagic food web of the Western Equatorial Pacific. Mar. Ecol. Prog. Ser.

【著書】

○　高橋正征.2005. 世界で進められている海洋を知る研究. 海洋白書，海洋政策研究所（編）



-47 -

（財）シップ・アンド・オーシャン財団，105-111頁.

○　高橋正征. 2005. 持続性社会を支える海の資源の利用. 海洋と生物. 27(5):430-436.

【学会発表】

○　吉本典生・深見公雄・高橋正征. 海洋深層水の大量排水が沿岸海域の植物プランクトン群

集に与える影響 日本水産学会春季大会，東京.　2005年 4月 2日

○　高橋正征. 生態系を駆動する光エネルギーから考える人類社会と地球環境. 第６回ハイテ

ク・リサーチセンター研究発表会. 神奈川大学湘南キャンパス 61 号館 3 階 AV 教室. 2005 年 6

月 18日.

○　高橋正征. 海の森づくりと生物生産性. 海の森づくりシンポジュームⅡ. 海の森づくり推

進協会. 日本大学駿河台校舎理工学部１号館１２１室.2005年 7月 9日.

○　Takahashi, M. Research on deep ocean water (DOW) and its resource utilization developed in

Japan. International Symposium on Deep Ocean Water, Taipei, Taiwan. 2005年 9月 29日

○　辻　義之・菅野　敬・阿部祐子・奥田一雄・高橋正征. “室戸海洋深層水”中の懸濁物質

の量と質の研究. 第９回海洋深層水利用研究会全国大会，室戸市，高知県. 2005年 11月 10日.

○　吉本典生・深見公雄・大関直幸・高橋正征. 海洋深層水の大量排水が日本の沿岸海域に出

現する有害・有毒プランクトンを増殖させる可能性. 第９回海洋深層水利用研究会全国大会，

室戸市，高知県. 2005年 11月 10日.

○　菅野　敬・辻　義之・阿部祐子・奥田一雄・高橋正征. 室戸海洋深層水中の出現植物プラ

ンクトンとその状態. 第９回海洋深層水利用研究会全国大会，室戸市，高知県. 2005年 11月 10

日.

○　井関和夫・大内一之・畔田正格・高橋正征. 海洋肥沃化システム「拓海」の効果把握に関

する一考察. 第９回海洋深層水利用研究会全国大会，室戸市，高知県. 2005年 11月 10日.

○　Takahashi, M. M. Food shortage and marine living resources. DOBIS (Dynamics of the Ocean

Biosystem) International Symposium / JSPS International Meeting Series. Miraikan, Tokyo. 2005年 11

月 18日

○　 .Takahashi, M. M. Current status of earth environment and its future. Increase of social

sustainability by a shift from concentrated underground resources to un-concentrated resources around

us. Advanced Training Workshop on Southeast Asia Regional Carbon and Water Issues, Southeast Asia

Regional Committee for START (SARCS). Chung-Li and Kaohsiung, Taiwan. 2005年 11月 23日.

○　Takahashi, M. M. Resource utilization of deep ocean water and future challenges toward

sustainable society. Increase of social sustainability by a shift from concentrated underground resources

to un-concentrated resources around us. Advanced Training Workshop on Southeast Asia Regional

Carbon and Water Issues, Southeast Asia Regional Committee for START (SARCS). Chung-Li and

Kaohsiung, Taiwan. 2005年 11月 23日.

【獲得外資】

○　高橋正征「「拓海」の人工湧昇による一次生産及び二次生産のかさ上げ効果の把握」. 社

団法人. 1,000千円
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２Ｄ．上流山間部の土壌生態系における物質動態とそこからの水･砂･栄養塩の供給の実態

（１）仁淀川流域の森林土壌の物質動態と河川水への影響評価

背景と目的：わが国の国土の約 70％は傾斜地であり，その大部分を森林が占めている．従来，

森林土壌における物質動態は，木材生産，すなわち樹木の生長を左右する因子としての観点か

ら研究されてきた．1970 年代に欧米において，森林衰退が顕著になり，その原因として人為

起源の酸性沈着とそれに伴う土壌の酸性化が考えられるようになった．わが国においても 1990

年代頃まで，酸性雨や酸性降下物が森林土壌に及ぼす影響についての研究が活発に行われた．

現在は，地球温暖化問題に関連して森林生態系における二酸化炭素フラックスの評価や，水源

涵養や土砂の流出防止などの環境保全機能の評価に注目が集まり，さまざまな研究が活発に行

われている．一方，「森は海の恋人」と表現されるように，近年，海の生産を増加させるには

山に植林する必要があるとか，山が荒廃するから沿岸部で磯焼けなどの問題が生じるのだとい

うことがしばしばいわれている．しかし，これらは話題ばかりが先行し，森林生態系が他の生

態系の成立・維持に果たす役割について，科学的なデータを基に検証が行われた事例はほとん

どない．

そこで，本研究では，高知県の代表的な河川の一つである仁淀川流域において，森林土壌の

物質動態と河川水への影響評価を行う．この地域は，酸性雨問題で注目されてきた都市部から

の酸性降下物の影響はあまり受けず，海洋あるいは大陸由来の物質の影響をより強く受けてい

ると推察される．このような立地条件下において生態学的研究を学際的に行うことは，人類が，

黒潮のもたらす自然環境から豊かな海洋・農林・水産資源を享受するメカニズムを理解する上

で極めて重要である．

進捗状況：高知県吾川郡伊野町成山地区内のヒノキ

林を試験地として選定し（Fig.2.15），地権者との交

渉が終了した．試験に必要な装置などの準備を終

え，2006 年 3 月末に試験区の設置を行う予定であ

る．

方法：試験地内に降水採取装置を設置し，2 週間に

1 度，林内雨を採水する．隣接する裸地に，同様の

装置を設置し，林外雨を採水する．また，転倒マス

式雨量計により，降水量を測定する．土壌溶液は，

降水採取と同時期に，テンシオフリーパンライシ

メーター法により採水する．これら水試料の成分分

析を行い，風送塩(海水起源)あるいはそれ以外の給源(黄砂，酸性沈着)由来の養分動態や，土

壌中における窒素の形態変化に伴う酸生成への寄与を評価する．

（２）研究業績

【原著論文】

○　田中壮太，岩崎貢三，前田和寛，小林崇剛，山本岳彦，山根信三，櫻井克年：蒸気消毒後

の堆肥施用が土壌中の窒素およびマンガンの動態に及ぼす影響．土肥誌，77(3)，2006 印刷

中

○　辻　美希，森　仁，山本岳彦，田中壮太，康　峪梅，櫻井克年，岩崎貢三：隔離床メロン

Fig.2.15．試験地の位置．
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-51 -

明

（１）四万十川流域でのアメンボ科昆虫サンプリング予備調査

　2005 年 10 月１，2 日に渡って，四万十川とその支流（後川と岩田川）計 16 ポイントでアメ

ンボ科昆虫の生息の確認，確認できた場合は Timed-catch sampling を行った(Table 2.1)．Table 2

のように，上流に老人ホームや人家などがあり，比較的富栄養な支流＝後川の最も下流地点で

ある東山小学校付近に，最も普通種の Aquarius paludum （アメンボ）の比較的大きい個体群

が見られた．直径 30cm の柄付網を 20 分間 50 回振り採取した．おそらく長期間の太陽光照射

によって，前翅が茶色に変色している個体と，

前翅が黒く，腹面のクチクラが十分に硬くなっていない，羽化後 1 週間以内の個体に成虫を容

易に識別できた．前者は 6 月から 9 月上旬の間に羽化した，第１~第 3 世代の個体と考えられ

る．また，後者は第 3~４世代の個体で，まさに羽化時期に当たっていた．第１~２世代と推

論される個体の 73.3%は短翅型であり，10 月初旬に羽化した個体の 95.5%は逆に長翅型であっ

た．第 1~2 世代の実際の短翅型率は羽化後分散した長翅型個体を考慮すればもっと低いと考

えられるが，温暖化のために翅型の季節変動幅が約 30%まで小さくなった高知個体群と比較し

て，夏季の短翅型率が本支流（後川）下流域においては高いと考えられる．本支流は自然の植

生に恵まれ，他の甲殻類などの生物相も多く，餌の双翅目昆虫の生物量が多いと推論され，こ

れが原因で定着層である短翅型率が高いのかもしれない．2006 年度は，季節を通したサンプ

リング調査を実行し，高知市，南国市個体群との比較を試みたい．

Table2. 1: Sampling points and environmental factors in freshwater there on 1st and 2nd October, 2005 　　　

Sampling point  　　Electro-conductance(ms/m)  Water temp.(℃)  Air temp.(℃)  Water striders collected

1st Oct, 2005 (Shimanto-river)

Hatsuzaki-ko（初崎港）          1411          26.2           -               No

Hatsuzaki-bridge（初崎橋付近）   1737          26.1           -               No

Tenma(天満)　　　　　　　　　   608          26.4           -               No

Fuwa（不破）                   10.7          24.5          25.8             No

Hiramoto（平元）                 9.5          23.7          23.8             No

Sada-bridge1（佐田沈下橋）       10.1          25.6          25.7             No

Sada-bridge2                      9.4          25.0          25.7             No

Kawato-bridge（川登大橋）        9.5           24.7          25.6             No

The Kawarakko（かわらっこ）     9.2           24.9          25.2             No

Kohyanai-postoffice（口屋内郵便局）8.8           24.0          26.2             No

Nishitosa（西土佐）              14.3          23.7           25.0             No            

2nd Oct, 2005 (Atogawa-Iwatagawa branche of Shimanto river)

 Higashiyama elementary school

 （東山小学校）                  12.2          24.8          28.5         Aquarius paludum

Atogawa Kindergarden

（後川保育園）                   8.3           25.9          24.9              No

 Deai（出合）                    8.3           24.6          26.1              No

 Hasegawa（長谷川）              8.4           22.6           -              No
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 Karatani-bridge（唐谷橋）          8.7           20.8          24.2      　Metrocoris histrio    

Table. 2.2 Individuals of Aquarius paludum collected at Higashiyama Elementary School Station

of ??river (a branch of Shimanto-river on 2nd October, 2005.  (%)                                             　　　         

 1st or 2nd generation adults        Recently emerged adults           Larvae              

          Long-wing    Short-wing      Long-wing   Short-wing     4th instars      5th instars   

Males        3             9              8           0            -              -

Females      1             2              13          1            -              -

Larvae       -              -              -           -            4             35

Total        4 (26.7)        11 (73.3)        21(95.5)     1(4.5)        4             35      

　15 の採集ポイントのうち最も上流に位置する唐谷橋では，渓流棲アメンボ類であるシマア

メンボ(Metrocoris histrio)の生息が確認された．そこで，Timed-catch samplingを行った．直径 30cm

の柄付網を 10分間 15回振り採取した．無翅型の雌 6頭，雄 1頭，5齢幼虫 2頭が採取された．

シマアメンボはウミアメンボ亜科(Halobatinae)に属するにもかかわらず，淡水流水域の最も上

流に生息しているのは大変興味深い．アメンボ類の海上への進出を考える上でシマアメンボは

大変興味深く，今後，塩水への適応反応などを調べ，ウミアメンボへの進化に迫りたい．

　15 採集ポイントの電気伝導度（塩分濃度），水温，気温は Table 1 の通りである．少なくと

も，河口から，2 ｋｍの地点にある初崎橋付近までは，0.9%程度の塩分濃度を保った汽水域で

あった．水温は河口付近の 26℃（初崎港）から，上流の渓流域の 20℃（唐谷橋）で，約 6℃

の温度差があった．

　

（２） 飼育温度がアメンボ(Aquarius paludum)の生活史形質に及ぼす影響

目的：アメンボ科昆虫では分散能力と生殖能力などの諸形質に影響をおよぼす様々な環境要因

があり，本実験ではその１つである温度に焦点を当て，分散と生殖の相互関係を調べた．

_研究対象と方法

高知県産のアメンボ（高知県南国市の石土池付近の灌漑用水路で 2005 年 9 月 15 日に採集）

を対象に，飼育温度が幼虫期の成長速度，羽化率また，羽化後 30 日間における飛翔傾向や生

殖能力にどのような影響を及ぼすのかを調べた．設定温度を高温（30±2℃），中間温（25±2℃）

または低温（20±2℃）とし（日長は 13Ｌで統一）幼虫期と成虫期の飼育温度を一定に保ち，

餌も十分に与えた．

結果：飼育時の温度条件に関わらずほとんどの個体が長翅型を示した．飼育温度が中間温であっ

た個体は高温または低温で育った個体よりも飛翔行動を活発に示し（高温：P＝0.062，低温：

P＝0.027），また休眠率も高かった（高温：P＜0.001，低温：P＜0.001）．一方，高温で飼育

された個体は中間温で飼育された個体に比べて産卵数が多かった（P＜0.001）．雄の精巣体積

指数は飼育温度が高いほど大きかった（P＝0.007）．
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低温時の雌の休眠率は約 35％で休眠誘導の臨界日長は 3年前の 2002年の値（13.5L）（Harada et

al.,2005）よりさらに 30 分程度短縮されていた．また高温で飼育した場合の羽化時生存率が 9

年前では，約 36％（川村，1997）だったのに対して今回の実験では，72％であった(Fig. 2.16)．

Fig.2.16.: 30℃の高温下での高知産アメンボの生存率．　孵化時を 100％とした各齢開始期の生

存率を算出．約 10 年前と比較（川村，1997；Harada et al.,2000）して高温度への適応が進んで

いる．

考察：一般に昆虫には，産卵と分散の間にトレードオフがある（Johnson，1969）が，今回の

実験から，雌のトレードオフのターニングポイントは中間温である 25℃付近であることが示

唆された．また 20℃下での成虫の休眠誘導の臨界日長に見られる，ここ 3 年間の短縮は温暖

化の影響と思われる．

（３） 高知産アメンボ(Aquarius paludum)幼虫と沖縄産亜種＝アマミアメンボ(A.p.amamiensis)

幼虫間の耐寒性・耐熱性比較研究

目的：本研究では生息地や飼育温度の違いがアメンボ（Aquarius paludum）の耐寒性・耐熱性

にどのような影響を及ぼしているかを明らかにするために実験を行った．

研究対象と方法：高知産アメンボ（高知県南国市の石土池付近の灌漑用水路で 2005 年 9 月 15

日に採集）を 15.5h 明期－8.5h 暗期（15.5L-8.5D）・25±2℃または 20±2℃で飼育した高知 25_

区，高知 20_区と沖縄産アマミアメンボ（Aquarius paludum amamiensis Miyamoto）を 15.5L-8.5D，

25±2℃で飼育したアマミ区の計 3 区の条件区を設けた．低温耐性実験では，各条件とも 1h ご

とに 1℃ずつ温度を下げて行き，高温耐性実験は逆に 1℃ずつ温度を上げて行った．各実験と

も致死温度を記録した．
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Fig.2.17: 25℃区高知産アメンボ(N=47)と 25℃区アマミアメンボ(N=40)の 1 齢幼虫の低温致死温

度の比較．　アマミアメンボは高知産アメンボに比べて，低温側，高温側とも温度耐性が高い．

結果：１齢，3齢，4齢においてアマミ区の方が高知 25℃区より低温側致死温度が有意に低かっ

た(Mann-Whitney の U 検定： 1 齢では z=-5.570, P<0.001，3 齢では z=-3.675, P<0.001，4 齢で

は z=4.155, P<0.001）(Fig. 2.17)．

2 齢を除く，各齢で高知 20_区の方が高知 25_区より低温側致死温度が有意に低かった

（Mann-Whitney の U　検定： 1 齢では z=-5.292, P<0.001，3 齢では z=-2.807, P=0.005，4 齢で

は z=-2.990, P=0.003，5齢では z=-6.861, P<0.001）．なお，1齢幼虫の低温側致死温度は高知 25

区：－1.40℃，アマミ 25℃区：－3.38℃，高知 20℃区：－3.30℃であった．1 齢，3 齢，4 齢，

5 齢でアマミ区の方が高知 25℃区より高い高温側致死温度を示す傾向がみられた（Mann-

Whitney の U 検定： 1 齢では z=-5.570, P<0.001，3 齢では z=-3.675, P<0.001，4 齢では z=4.155,

P<0.001）．1 齢，3 齢，4 齢，5 齢で高知 20℃区の方が高知 25℃区より高い高温側致死温度を

示す傾向がみられた（Mann-Whitney の U　検定： 3 齢では z=-3.530,P<0.001，4 齢では z=-

3.735,P<0.001，5 齢では z=-3.464,P=0.001）．なお，1 齢幼虫の高温側致死温度は高知 25℃区:

42.6℃，アマミ 25℃区: 45.1℃，高知 20℃区: 43.0℃であった．

考察：アメンボにおいて，低温順化幼虫や亜熱帯産幼虫は中間温順化暖温産幼虫より低温側と

高温側の両方で温度耐性が強かった．高温耐性と低温耐性の発育や機能には何らかのリンクが

あると考えられる．

（４）研究業績
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第 49回日本応用動物昆虫学会大会　2005年 3月 24-26日，東京．

【著書】

○原田哲夫　生物の体内時計とその生態学的意義　海洋と生物、Vol. 27-No. 5

 (特集：黒潮圏の自然と人間の共存・共生１．）(p. 494-p. 502.), 2005

○原田哲夫　アメンボを使ったおもしろ実験　Science & Technology Journal, Vol.14-No.8,

 (p.38-p.39), 2005

２Ｆ．“黒潮流域圏総合科学”の創成準備

　「森は海の恋人」と表現されるように，近年，海の生産を増加させるには山に植林する必要

があるとか，山が荒廃するから沿岸部で磯焼けなどの問題が生じるのだということがしばしば

指摘されている．しかしながら，これらは話題ばかりが先行し，森林生態系が沿岸海洋生態系

の成立・維持に果たす役割について，科学的なデータを基に検証が行われた事例はほとんどな

い．

　高知県は，黒潮の影響を強く受けた豊かな自然環境を有しており，その温暖な気候は豊富な

降水を山間部にもたらしている．このため，四万十川や仁淀川に代表される高知県下の河川水

は，森林から豊かな栄養を供給し，山地から流域を通して貧栄養な黒潮と混じり合う河口汽水

域に至るまで，多様な生物資源を育んでいると考えられる．一方，四国山地の太平洋側にもた
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らされる豊富な降水は，海洋から森林への栄養物質の回帰を意味しており，河口域から清流を

遡上するアユとともに，山地と沿岸海域の間の物質循環において重要な役割を果たしていると

予想される．流域圏の生物資源の再生産機構や物質循環を明らかにするためには，森林から海

洋まで河川流域全体を総合的かつ定量的に評価する必要があるが，従来の研究は，山は山，海

は海と，それぞれが別個に実施されている場合が大部分であった．そこで我々は，山・川・里・

海を一つのシステムとしてとらえ，これを「流域圏総合科学」と称することにした．黒潮の恵

みを最大限に享受でき，さらに大気汚染物質などの人為的影響をそれほど受けていない高知県

は，「黒潮流域圏総合科学」を創成・実施するのに最も適した地域である．

　幸い，本研究テーマは，平成 18 年度の概算要求事項に採択されており，平成 18 年度から本
格的に実施される予定である．そこで平成 17 年度は，本研究実施に向けた予備的な研究を実
施することとした．高知県の代表的な河川である仁淀川流域をモデルに，栄養塩および河床の

岩石表面に生息する付着性微細藻類の動態を中心に，森林土壌から供給される豊かな栄養塩を

含んだ河川水が保有する潜在的基礎生産力評価の一助とすることを目的とした．

　仁淀川の上流から河口部にかけて７定点を設置し，一月に一度の頻度で観測を行い，水温や

電気伝導度等の環境要因，および採水試料について水質の分析を行った．また河床の岩石表面

に付着している微細藻類の現存量およびその増殖速度も測定した．その結果，以下のようなこ

とが明らかとなった．

　仁淀川全流域における水温が秋季から冬季にかけて低下したのに対し，付着藻類の現存量は

増加する傾向がみられた．このことから，付着藻類の現存量の変動に水温は，それほど大きな

影響を及ぼす環境因子でないことが考えられた．また，付着藻類の現存量と溶存態無機窒素

(DIN)，特に NH4 及び SiO2 濃度の間に逆の相関がみられた．このことから，栄養塩の減少は付

着藻類による栄養塩類の取り込みの結果であることが強く示唆され，付着藻類の現存量の変動

が栄養塩類等の水質に影響を与えていることが考えられた．また，経時的に付着藻類の現存量

の増加を測定し，増殖速度を求めた結果，水温の低下に伴い，低下する傾向がみられた．藻食

者による藻類消費速度も，同様の傾向がみられた．両者を比較するために，増殖速度から単位

面積当たり 1 日当たりの付着藻類の生産量，及び消費速度から消費量を見積もり，比較した．

その結果，比較的水温の高かった 10 月では付着藻類の消費量が生産量のおよそ 147％にのぼ

ることが明らかとなった．しかしながら，11 月以降は，消費量は生産量の 4~12％程度であっ

た．この結果，秋季から冬季にかけて付着藻類の現存量が増加していった理由は，付着藻類の

生産量が消費量を上回ったことによるためと考えられた．

　本研究で得られた仁淀川の秋季から冬季の増殖速度及び生産量の値を，深見ら(1994b)によっ

て見積もられた高知県物部川と伊尾木川の春季から秋季における値と比較した結果，仁淀川の

付着藻類増殖速度は，冬季にむかうにつれ低下する傾向がみられたものの，その平均値は，物

部川で 0.58 division/day，伊尾木川では 0.44 division/day であったのに対し，仁淀川では

0.37 division/day と比較した両河川とそれほど違いはみられなかった．また，仁淀川の付着

藻類の生産量約 16 g-湿重/m_/day は，富栄養化した物部川の約 40 g-湿重/m_/day よりは小さ

いものの，伊尾木川の約 7.5 g-湿重/m_/day よりは大きく，両河川の中間であることが明らか

となった．各河川の全流域の面積(依光，1992)から付着藻類の生産量を見積もり，比較したと

ころ

仁淀川全流域の生産量=16 g-湿重/m_/day×1560km_=24960 t-湿重/day
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物部川全流域の生産量=40 g-湿重/m_/day×508km_=20320 t-湿重/day

伊尾木川全流域の生産量=7.5 g-湿重/m_/day×140km_=1050 t-湿重/day

となり，流域面積の大きい仁淀川全流域の生産量が最大になった．このことから，水温の高い

春季から秋季における仁淀川の生産量はさらに大きくなることが予想された．

　これらの生産をすべてまかなった上で，消費されなかった栄養塩が河口域に供給されている

ことになる．そこで，下流部の測点における各月の栄養塩濃度及び高知県吾川郡伊野町加田の

仁淀川の流量を乗ずることによって，河口への栄養塩供給量を見積もった．その結果，DIN 供

給量は約 13~464 t-N /month の範囲で変動し，河口域へ最大約 464 t-N/month 供給されてお

り，また SiO2 供給量は約 161~3793 t-Si /month の範囲で変動し，河口域へ最大約 3793 t-

Si/month 供給されていることが明らかとなった．このことから，仁淀川は，流域の付着藻類

の生産をもたらしながら，なお，河口・沿岸域に大量の栄養塩を供給し，河口・沿岸域の生物

生産に大きく寄与していることが示唆された．

　以上のことから，付着藻類の現存量の変動に及ぼす環境諸因子は，藻食者による消費である

ことが明らかとなったが，付着藻類の増殖速度の変動に及ぼす環境諸因子は，水温の変動が相

当影響していることが明らかとなった．また，付着藻類の増殖は河川水の栄養塩類等の水質の

変動に影響を与えており，河川水中の栄養塩類の除去に大きな効果があることが明らかとなっ

た．今回得られたデータは，今後，河川の保有する潜在的基礎生産力を比較し，評価する上で

貴重なものになると思われ，来年度以降の詳細な研究につながるものであった．

　平成 18 年度以降は，本研究課題は「海洋生物」プロジェクトからは一応独立したものと考

え，別途予算措置される予定である．

Ⅳ－Ｃ．課題研究３「新海洋秩序の形成へ向けた黒潮圏島嶼諸国の統合的資源管理」

（１）研究目的

　国連海洋法条約（1984 年成立,1994 年発効,加盟 145 ケ国）の下で,海洋資源の持続的利用と

環境の保全を巡る新しい法的枠組みと，大陸棚の確定を含めたルールの策定作業が,　2009 年

５月を期限とし進められている.こうしたグロ－バルな動向に加え,わが国は７つの国（ロシア,

北朝鮮,韓国,中国,台湾,フィリピン,アメリカ）と相互に排他的経済水域(EEZ)が重なる状態に

ある．中でもフィリピンの東岸から台湾沖へ北上後，鹿児島県南部で迂回し,高知沖を遡上

する黒潮の強い影響下にある圏域（黒潮圏）の諸国は，公海での漁場を含め,海洋資源や沿岸

環境の管理に関わり重要な位置を占めている（Fig.3-1）.

この黒潮圏域では,近年,人口の変動や産業の発展,生活様式の変化などの内的要因と,温暖化

や海洋汚染などの外的要因の影響を複雑に受け,沿岸環境が劣化傾向を強めている.本研究課題

では，黒潮圏域諸国を中心に海洋をめぐる歴史や諸制度を比較・考察するとともに，沿岸域の

環境変化を藻場やサンゴ礁を対象に比較精査し,文理横断的見地から統合的資源管理へ向けた

学術的知見を提示することを目的とする．

　本課題研究は，海底・海水・海洋資源を含めた三次元の膨大な空間を管轄するため，大陸棚

を含めた黒潮圏域島嶼域の海洋資源や環境を巡る社会経済状況を調査・研究し，新たな海洋政

策に学術的知見を提示することを目的として，以下のような５つのサブテーマから研究を進め

る．



-58 -

３－Ａ「黒潮圏諸国における海洋社会経済システムの国際比較」

研究代表者；諸岡慶昇（黒潮圏海洋科学研究科）

概要：黒潮の影響を自然・社会経済面で強く受ける高知と，環黒潮圏に位置するフィリピンお

よび台湾を比較し，海洋環境，特に沿岸域の資源管理に関わる政策の現況とそれぞれの国の共

有資源に対する認識の差異及び社会経済的相互関係を考察する．今年度はフィリピンを対象

に，前年度に設定した黒潮沿岸域の比較対象地で調査を行い，社会経済データを収集・解析す

る．

３－Ｂ「黒潮圏における海洋生物資源利用形態の比較分析」

研究代表者；山岡耕作（黒潮圏海洋科学研究科）

概要：黒潮圏に位置する国々は，共通の海洋生物資源を食物として利用している．しかし，そ

の加工技術等は異なる点が多く，その利用形態の差異は地域ごとの特色を有するものと考えら

れる．その差異を分析することにより，各地域における「黒潮の恵み」の具体的な「形」を明

らかにする．

３－Ｃ「前近代・黒潮島嶼国における秩序形成の萌芽」

研究代表者；吉尾　寛（人文学部）

概要：新海洋秩序の形成については，黒潮圏島嶼諸国が前近代に当該海域において形作ってい

た，いわば未整合な実態的諸秩序（各流域圏島嶼国・地域社会が，当時の黒潮圏の人・物の交

流に対して各々独自に行使した法令・地域的慣習）が，その萌芽として位置づけられる．本研

究では，新海洋秩序の萌芽の特質を探るために，中国・明清時代の地方及びそれに関連する中

央の「档案」（行政文書）を第一次史料とし，かつ当該時代の古地図を参考にしながら，黒潮

流域圏（台湾・中国福建省等）における漂着船処理，黒潮認知のあり方等について考察する．

３－Ｄ「黒潮流域における藻場の特徴と藻類の生理生態的比較考察」

研究代表者；奥田一雄（黒潮圏海洋科学研究科）

概要：黒潮流域に生育する藻類の植生と地理的分布を調査（データベースを構築）してその種

多様性の特徴を解析し，その上で黒潮の流域環境に適応する種の生理学的及び細胞学的な特性

を明らかにする．特に，熱帯・亜熱帯から温帯域の温度や光，栄養条件などの刺激に対する細

胞応答と細胞構造の遺伝学的性質から，黒潮流域の藻類細胞の機能進化を考察する．

３－Ｅ「黒潮圏におけるコモンズ管理の変遷」

研究代表者；飯國芳明（黒潮圏海洋科学研究科）

概要：黒潮圏における山・川・海を対象に，共通資源である自然資源（野草資源・水資源・海

洋資源等）の所有・管理・利用の展開を整理するとともに，産業構造の変化や環境意識の高ま

りに対応した新しい管理・利用の要請とそこから生じる社会的緊張関係を考察する．そこでは

ＮＰＯ等のボランティア組織の形成や社会共通資本（Social capital）の役割が焦点の一つとな
る．また，所有概念については民法体系を射程に入れた根本的な見直しにもアプローチする．

（２）研究の方法と圏域調査の事前調整

1)全体計画における平成 17 年度の位置づけ

　本調査研究は，現在の『中期計画（平成 16~21 年度）』を前後 2 期に分け実施する計画で

ある．

第１期では，森林率が国内でも最も高く,河川を介し沿岸域と直結する高知県を中心に，
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海－河川－森およびその流域の社会経済を一帯のシス

テムとして捉え（流域圏システム）,その一環として沿

岸域の環境問題を解明する調査研究を行う．ここでは

特に，自然・環境資源の持続的利用を図るため，高知

および黒潮の起点であるフィリピンを中心に，１）黒

潮沿岸域の生態系の変化や環境劣化の現況と，２）海

洋政策や地域の環境保全への取り組みの態様を調査

し，比較考察の基礎資料を得ることを意図している．

なお，並行して黒潮海流が北上し右折する要所に位置

する台湾については，事前調査で海洋研究が先の EEZ

の関連で外交上微妙な関係にあるところから，当面は

黒潮を介した交流史を中心に調査研究を進める．

また第２期（平成 19~21 年度）では，前期の結果

を踏まえ，補足調査を含め現地関係機関と成果に係 　

わるシンポジウム等を共同開催し，黒潮圏域におけ 　　　　

る海洋資源の持続的利用へ向けた具体的方途を整理

し提示する．

2)調査および分析方法

　本年度は，1)藻場および藻場付魚類の生態調査，2)陸域における土地利用および資源利用

に関わる社会経済調査，3)黒潮圏形成の史的展開に関する調査，の３つを大きな柱として調

査を行った．

①藻場およびサンゴ礁の生態調査：選定した調査地で，藻類，造礁サンゴ類，魚類等の水

棲生物の種組成や種間関係を調査し，海域の生態系を考察した．

②陸域における土地利用および資源利用に関わる社会経済調査：調査地において，農林業

や土木工事をはじめとする陸域の土地利用の状態と，水産業や観光業等，沿岸域の資源

管理に関連する産業・生業の実態を調査した．

③黒潮を介した日台交流史に関する調査：黒潮圏域の要に位置する台湾を対象に，圏域が

形成された史的展開の過程を，現地の地方史書に基づき比較考察するために関連する文

献情報を収集した．

3)調査地の設定と調査班の編成

　前年度の事前調査を踏まえ，調査地域・海域を，温帯域として足摺岬から大月町柏島をへ

て宿毛市沖の島に至る高知県西南部の沿岸域，亜熱帯域として琉球列島（特に八重山諸島），

熱帯域としてフィリピンのルソン島南部のビコール地方（アルバイ州タバコ市近郊）と北部

ルソンのカガヤン峡谷地方（カガヤン州アパリ市近郊）に設定した．また，台湾では別途当

国を代表する大学との連携を深め，現地で出されている地方史書の収集に努めた．

　なお，調査を効果的に進めるため，A)生物生態班，B)社会経済班，C)黒潮交流史班の３班

を編成し，それぞれ前述した 1)，2)，3)に対応した調査を分担することとした．

A)班：藻場，魚類を中心とした生態，サンゴ群集調査を中心に，水質環境や物質循環の観

図３－１．　黒潮の流れと圏域

（海上保安庁ＨＰより）
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察を行い，生態系の状態変化や環境劣化の要因分析を分担．

B)班：国内では現地の住民やステークホルダーに対する聞き取り調査を核に，フィリピン

では期間評価による社会経済構成の経年変化を追う悉皆調査を分担．また調査に付

帯して，土地利用の現況を観察し，加えて居住者の生活環境や生業，関連産業と沿

岸域の資源利用の相互関係を考察し，その地域の持続的発展に何が重要かを検討．

C)班：わが国と台湾をつなぐ黒潮の現況を踏査し，台湾の関係機関と黒潮を介した交流史

を比較検討．

(3)平成 17 年度の主な成果

　第１期の初年度にあたる平成 16 年度は，関連文献の収集と特に海洋法を根拠づける政

策情報から「黒潮圏諸国」を特定し,先の内的・外的要因を中心に比較視座を整理する基礎

調査を台湾およびフィリピンで実施した．また現地の関係機関と共同研究の枠組みについて

意見を交換し，特にフィリピンとの国際交流協定の内容について協議した．

第２年度（平成 17 年度）は，現地関係機関の理解を深めかつ今後の調査の円滑化を図る

ため研究環境の整備に努め，協力機関と連携した現地調査を重点的に進めた．また科学研究

費「黒潮圏島嶼沿岸域の藻場の消長と人為的インパクトの社会的制御（基盤研究Ｂ：平成 17

~19 年度）」[代表者・諸岡慶昇]を獲得し，本プロジェクト研究と一体化し調査の進展を図っ

た．

なお，黒潮圏域での調査を関連機関と連携し実施するため，平成 17 年度は協議をへてフ

ィリピン大学(UP)およびビコール大学（BU）との協定を締結した．UP は当国の要に位置する

国立の総合大学で，本研究との関連では本部（ディリマン校）の特に理学部海洋科学研究所，

および人文学部都市・地域計画研究所，水産学部（イロイロ校），農学部（ロスバニオス校）

との連携を図る計画である．また BU は南部ルソンの４州を統括する準国立大学で，黒潮の

起点となる海域に近接し，とりわけ水産学部（タバコ校）はラゴノイ湾一帯の沿岸環境調査

に長い研究蓄積を持つ．UP とは平成 16 年 11 月 24 日に，また BU とは平成 17 年３月 31 日に

向こう５年を１期とする締結を完了した．

詳しくは本報告で述べるが，当該年度の課題３Ａ~Ｅで得られた主な成果は以下の７つに

要約される．

①高知大学とフィリピン大学およびビコール大学との国際交流協定を締結し，学術研究の

ネットワークを構築した．

②高知県西部における継続調査地の社会経済調査結果をコモンズ論の視点から整理し，論

文を公表した．また与論島で継続調査を実施した．

③フィリピンのカガヤン峡谷州および南部ルソンのアルバイ州に調査地を設定し沿岸環境

調査を行い，藻場における海草・藻類の生育観察と標本の採取・作成を進めた．

④上記調査地の藻場調査と並行し，センサス法等による魚類の生態観察を実施し魚種を特

定した．

⑤フィリピンの北部ルソン・カガヤン峡谷州で沿岸域農村の全戸調査を実施し，社会的イ

ンパクトの波及効果を経年考察する基礎情報を得た．

⑥台湾で海洋政策に関わる歴史研究に着手し，史書の収集と並行し，関係大学との国際交

流協定の協議を行った．
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⑦UP および BP 両大学からそれぞれ教授・助教授を招聘し研究会を開き，黒潮圏の沿岸環

境に関わる相互の理解を深めた．

３Ａ．黒潮圏諸国における海洋社会経済システムの国際比較

1)高知県および国内の沿岸域調査

前年度に続き，高知県では柏島を中心に，沖縄県の恩納村，石垣島，宮古島等において現地

調査を行い，各地域のサンゴ群集を中心に海洋資源の利用と保全の実態を研究した．わが国に

おいては，サンゴ海のステークホルダーとして，漁民・漁協と，ダイビング事業者・レジャー

ダイバーの存在が大きく，各地で利用者間のコンフリクト（葛藤，摩擦，軋轢）や資源の過剰

利用などが起こっている．そのような問題の実態を調査し，望ましい利用調整のあり方を考究

した．特に,理論的な問題として，サンゴ群集生態系の生物学的な特質とエコ・コモンズ論，

および現在試みられている代表的な解決策を取り上げ，その相互関係の経済分析に着手した．

結果は本報告書のサンゴの章に詳述されている．また柏島の調査結果については３Ｅで論述す

る．

2)フィリピンの黒潮沿岸域調査地の選定

今年度は，調査地の確定，交流協定の締結，今後の共同研究実施計画を整えるため，フィ

リピン共和国へ３度出張し調査を行った．当国は，大きくルソン，ビサヤ，ミンダナオに地

帯区分されるが，ルソンの南部と北部が黒潮の強い影響下にある．

第１次調査は，平成 15 年 8 月 9 日~9 月 13 日に実施した．この間に A)B)C)各班が交互に

合流し，北部ルソン・カガヤン州の調査地を，現地の関係機関の情報等と視察結果に基づき

下記の２村に特定した．

　　　①サンタ・アナ(Sta Anna)町ラプリ( Rapuli)村

②クラベリア(Claveria)町タガット・ノルテ( Taggat Norte)村
また，一帯の社会経済の態様を把握するため，アパリ市近郊のブゲイ(Bugey)町のムデス

ト・アンティポルダ(Mudest Antiporda)村で全戸調査を行った．上記調査地における調査結

果は後段（小課題３－２）で論述する．

第２次調査は，平成 15 年 11 月 19 日~26 日に実施した．この間に UP との協定書を締結し，

BU との協定に関わる協議を行った．また，BU 側と連携し調査候補地を視察し，ビコール地

方の調査地として下記の１村を特定し，さらに比較対象の候補地１村を選定した．

　　　③タバコ(Tabaco)市サンミゲル(San Miguel)島サグロン(Sagulon)村

④ナガ(Naga)市サンホセ(San Jose)町アトラヤン(Atulayan)村

第３次調査は，平成 16 年 2 月 16 日~3 月 2 日に実施した．A)B)両班で，上記調査地の概

況を踏査し，標本等を収集した．

3)調査地の概況

Ⅰ:北部ルソンのカガヤン渓谷地方

同地方は，四万十川を越える大河カガヤン川を擁している.カガヤン川が注ぐルソン島北部

沿岸域は,黒潮が近接した海域を流れ,高知県と類似した地理的特徴を備えている.しかし,カガ

ヤン川流域は近年森林伐採が急速に行われ,エロージョンが進み,大量の土砂がカガヤン川を介



-62 -

して海域に流れ込んでいるという現況にある.河口域を離れたカガヤン州北東部は,土砂流入の

影響は免れているようで,自然に近い状態の海洋環境が存在する.　A)班の観察によれば,海藻

フロラはわが国の石垣島に類似する部分があり,亜熱帯的な特徴が認められる.またカガヤン州

はフィリピン内でも経済開発が遅れている地域であり,国の

出先機関である BFAR(Bureau of Fisheries and Aquatic

Resources)は投資の招致を進めている.水産関係に限定する

と，特に海藻の養殖や内水面での養殖等において,豊かな可

能性があるようである.

このような地域においては,山－河川－海を流域圏システ

ムとして一体的に捉え,陸域と沿岸域の環境の関係を研究し

ようという問題意識からすれば,四万十川流域との比較や地

域開発の問題など,かなり豊かな研究の可能性が見込まれる.

しかし,開発の遅れに起因するのか,この地方は国の統計デー

タが不備で,社会科学的な研究を進める上では一定の困難が

予想される.

Ⅱ:南部ルソンのビコール地方

同地方は，現地の BU を中心に,ラゴノイ湾岸域の資源管理問題に関する研究が,自然科学,社

会科学の両面から進められつつある.この地方では,近代的な漁具の導入等で漁獲圧が高まり,

水産資源の減少やサンゴ等の環境資源の劣化が進んでい

る.現地の研究機関は,当大学を中心に,継続的な調査・

モニタリングにより,この 10 年間の自然・環境資源の変

化と社会経済的状況の変化を把握し,その分析を行って

いる.また現地 NPO により湾内の Atulayan 島に海洋保護

区(MPA)が設けられ,禁漁区を設け生態系の回復を図ると

共に,小規模な

リゾート施設を設置して観光客を呼び込むことにより

観光収入をえ,地域住民の生活向上と密漁の防止をは

かっている. この地域には,一定の調査研究のための基

盤と自然資源保全に関する萌芽的動きが認められる．現

地の研究機関,NPO と連携し,調査を進めていけば,黒潮圏

のある種の典型的な地域における自然環境資源の保全と

活用に関わる事例調査が可能になるものと判断される．

4)北部ルソンの調査概況
①アンティポルダ村の概況

　北部ルソンの沿岸域に立地する農村の社会経済的特徴を考察するため，平成 15 年 8 月に，
沿岸域より約 7 キロ内陸に位置するムデスト・アンティポルダ村で全戸悉皆調査を行った．現
在，集計作業を進めているが，一般に考えられている沿岸部の環境に波及する人口増加や生活

様式の変化の態様と，基幹産業である農業の動静，沿岸域からやや離れた位置にある村民が沿
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岸環境をどう捉えているかについて概略報告する．

　この村は，ルソンの北端に位置するが，首都マニラや行政府を置くケソン州の都会部とは対

称的に，開発の手が最も遅れたカガヤン州に立地する．黒潮海流が通過する海岸よりのブゲイ

町の行政村(Barangay）の１つで，半農半漁を主な生業の形態としている．当村では，1982 年
に，当時，現地に JICA の専門家として派遣された本「海洋新秩序」プロジェクトのサブリー
ダー（諸岡）が全戸を対象にセンサス調査を行っている．その結果が報告書として残されてお

り，この間のほぼ 20年の変化を知る比較資料として有効と考えられた．
北部ルソンは険しい山岳地帯が多く広大なカガヤン川が蛇行し，台風の通過地点に位置する

関係から，全体的に開発が遅滞していた．また，他方で反政府軍(NPA)のゲリラ活動の拠点が
点在するという政治上の問題も抱え，開発が一層遅れた経緯を持つ地域である．　この地域格

差を緩和するため，1977年に国家プロジェクト「カガヤン総合農業開発プロジェクト(CIADP)」
が着手され，日本からも当時の海外経済協力基金(OECF)による大型支援が組まれた．その技
術協力の一端として現地に農業研究普及センター(APC)が設置され，灌漑設備の整備と近代農
法の伝播を核とする事業が展開された．ほぼ同じ時期に，ブゲイ町からゴンサガ，サンタアー

ナを結ぶ沿線の港湾整備を中心とした貿易港構想が並行へして進められた．先に紹介した藻場

や魚類の調査地としたサンタアーナ（Sta Anna)は，この沿線に位置する（もう１つの調査地で
ある東岸寄りのクラベリア Claveriaも，西岸ほどではないがほぼ同様な開発史を持つ）．

②アンティポルダ村の期間比較調査

　同州の州都ツゲガラオの農業省(DOA)で調査許可を取り，現地のブゲイ町長および村長の認
可を得て，戸別訪問による面談聞き取りを行った．調査員は１２名（２人ひと組）で編成しイ

ロカノ語による調査票を用いた．この調査から，現時点で以下の比較情報が得られている（表

３－１）．

　この村では，1982 年から 2005 年にかけたこの期間(23 年間)に，世帯数が 108 戸から 163 戸
へ約 50%増加した．しかし人口（いずれも調査当時在村中の世帯人数）は，わずか 13 名の増
を見るだけである．この結果は一見し奇異に写るが，補足調査を通し以下の確認を得た．世帯

数の増は核家族化の進展に寄ること，また人口は他出が従前以上に拍車をかけた頻度で続いて

いることによる．フィリピンは年率約 2%強の人口増加率で推移しているが，生業のか細さを
反映し調査村一帯では，経験的に村の経済容量に沿う範囲で人口規模が保持されていると見ら

れる．因みに，非生産年齢層（14 歳以下および６５歳以上）を生産年齢層で除して得られる
比率は，両年とも 0.72 で変わらない．今後さらに精査が必要であるが，この村で見る限り人
口増は人為的インパクトの大きな要因として働いているようには読めない．

　アンティポルダ村では，この間に国家灌漑局(NIA)による灌排水路が整備され，基幹産業で
ある農業の基盤が改善された．表が示すように，20 数年前は天水田が総耕地面積（村内に居
住する村民が所有もしくは村外を含め耕作権を保有する面積）のほぼ 90％を占めていたが，
現在は 80%が灌漑田でほぼ逆転している．しかし耕地面積は約 20%減少し，農家１戸当たり
の平均面積が 2.2ha から 1.5ha へ減少している．従前は隣接する他村に耕作権を持ち結果とし
て村内に居住する農家の耕作農地が拡大したが，最近では農地をめぐるパトロン・クライアン

ト（地主・小作）関係が村内外で厳しくなってきたことを示唆している．また契約関係も，一

時増加傾向を示しかけた分益小作から定額小作へ後退したようで，分益率も小作に重い割合に
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なっている．他方，かつて多かった水牛（(karabao)も 63 頭から 13 頭に激減しており，別途入
手したデータが示すように小型機械の所有もしくは賃貸が広がっている．灌漑設備の整備に

伴って IRRI（国際稲研究所）系統の水稲品種が代替され，ハイブリッド系が増加傾向にある．
水稲の単収は増加しているが，投入財（肥料・農薬）が施用量で約 25%増加しており，稲作専
業では生業として極めて苦しい実情にあることを家計所得調査結果が傍証している．

　調査データは現在細部を再集計し点検中であるが，灌漑水路の排水路が近くの小河川と合流

し沿岸に直接注ぐところから，人為的な影響要因として投入財や生活用水の流出が大きくなっ

ているように推測される．

表３－１．アンティポルダ村の期間比較表(1982-2005)

　 1982 2005 備考

人口（人） 636(316:320) 649(361:288) 571(1975年)

世帯数 108 163 1.5倍増

　　　農家 80 96 　

   　　　　自作農 20 24 　

　　　　　　自小作農 21 30 　

　　　　　　小作農 39 42 　

　　　土地無し 15 27 　

　　　非農家 13 27 　

　　　　　　公務関係 3 1 　

　　　　　　大工 2 　 　

　　　　　　製材工 2 　 　

　　　　　　運転手 1 4 　

　　　　　　メイド 2 3 　

　　　　　　雑貨店 2 2 　

　　　　　　その他 　 17 　

　 　 　 　

耕地面積(ha) 177.5 144.2 約 20%減

　　　　　　水田 18.2 111.8 　

　　　　　　天水田 159.3 32.4 　

　　　　　　畑地 0.5 　 　

　 　 　

稲品種(%) 　 　

　　　　　　ＩＲ系 67(45) 11(7)

　　　　　　ＰＳＢ系 25(45) 14(16)

　　　　　　ハイブリッド 1(0) 27(27)

　　　　　　その他 7(10) 48(50)
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③沿岸環境へ向ける関心

　同調査では，沿岸域環境へ向ける関心の度合いを並行して聴取した．村民は，一帯が台風の

常襲地帯で特に海岸から吹きつける潮風や，満潮時と重なり引き起こされる逆流による塩害に

敏感である．もともと沿岸域から内陸部へ移住した人家多く，数世代前は沿岸域の漁業を生業

とした農家も多い．沿岸域から 7 ｷﾛ離れたこの村でも沿岸の様子には依然関心が高い．
　沿岸域にはブゲイ町の中心街(Pobracion)があり，役場や市場がある．このため出かける頻度
が多いと判断されたが，全世帯の 70%は定期的ではなく２ケ月に一度出かける程度であった．
日々の買出しや役場への用務は，余程のことを除いて相互で託しあう生活態度が日常化してい

ることによるようである．この行動様式は，沿岸域の海岸へ出かけ海の様子を見るという点で

も大きく変わらない．しかしこうした土地柄を反映し，インフォーマルな情報収集は根強く機

能している．全世帯主の 25%が環境の変化として「海岸線が近くなった」と応答しており，魚
の水揚げについては 80%強が「漁獲量が減った」と答えている．「かって目にした魚が見られ
なくなった」と指摘した住民も 40％に及ぶ．今後沿岸沿いの浚渫工事などを含めた調査が必
要であるが，彼らの素朴な感覚は沿岸環境の変化を感じ取っているようにも映る．

　カガヤン州の沿線調査を行って，現段階で，①人口増は他出の関係で大きくない，②核家族

化に伴い生活様式が大きく変化した，③農業の投入財に顕著な増加傾向が認められる，④沿岸

環境に何らかの変化が引き起こされていること等が特記される．いずれにしても，土地に対す

る高い人口圧で誘発される人為的インパクトは，問題視するほど大きくないと判断される．周

辺の観察では，熱帯特有の強雨後の土壌浸食やカガヤン川への堆積・流出の実態を土地利用の

観点から精査することと，沿岸域の港湾工事や産業の誘致による地域振興の実態を検討する必

要がある．調査村の集計作業を進めながら，次年度はさらに沿岸域の広範な観察を進めたい．

        土壌浸食によりカガヤン河岸に堆積されできた扇状地(Iguig, 2005.8)

5)南部ルソン調査地の概要
①サンミゲル島の概況

南部ルソンからは，本報告の冒頭部分で述べたように，ビコール地方のカマリネス・スア州
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のアトラヤン島とアルバイ州のサンミゲル島を調査地として選定した．南部ルソンはスペイン

の殖民政策の基点で，現在も言語（ビコラーノ語）や残された遺跡にその影響が色濃く刻まれ

ている．一帯にはサンミゲル湾とラゴノイ湾が北から南にかけて連なり，その東方のカタンド

ネアス州（島）を介して沖合いに黒潮の源流が所在する．ここを起点に，黒潮が北上し高知県

に連なるが，現地では北赤道海流が合流することから一般には黒潮との識別が鮮明ではない．

熱帯であるため，わが国で強調されるほど暖流としての意識も薄い．しかし一帯は古来より海

上交通の要諦として，また豊かな漁場として大きな役割を果たしてきた．アルバイ州のタバコ

市にはタバコやアバカ（麻）の積み出し港があり交易都市として長い歴史を持つ．また，ここ

には BUのタバコ校（水産学部）が置かれ，当国の水産・海洋研究をリードしている．
この BU を中心に，ラゴノイ湾の過去 10 年間(1994:2004)に渡る沿岸環境の比較調査が行わ

れ，貴重なデータが報告書として残されている．結果は，サンゴ礁は５段階表示の「良好」状

態（上位から秀・優・良・劣），マングローブは比較的温存された状態を維持，藻場は生産性

がやや減少，藻場付魚類はバイオマスがやや拡大したものの，稚魚および経済的に市場価値が

低い小魚が増大する傾向を強めたという，「やや劣化傾向」にあるとの結果が報告されている．

湾岸では都市化が進み，また漁法が近代化されたため沿岸の小規模漁家と機動力を持つ大規模

漁家との経済格差が広がっている．また，湾一帯の漁業のバイオマスが縮退していことが懸念

され，沿岸環境の保全への関心が高っている．現在，生態環境をさらに保全・保護し海洋資源

の持続的利用を図るため，ラゴノイ湾一帯に６ケ所の禁漁区(Sanctuary)が置かれ，経緯が継続
観察されている．先の BUの調査はその保全状態を評価する研究の一環と位置づけられる．

②調査村における禁漁区の現況

　タバコ市から船外機付ボート

で半刻の位置にあるサンミゲル  　　　
島には，現在 225ha の禁漁区が海上に
設けられている．1992年 　       　　　　 
に神戸で開かれた海洋会議が禁

猟区モデルを提示した発端とされる

が，タバコ市では 1997 の国連の沿岸
環境保全計画に沿い取り組みが本格化

した．調査村のサ

グロン村でも村会で約２カ月をか     
釣り上げたキハダマグロを計量のため

けこの禁漁区設置の賛否が検討さ      自宅に持ち帰る漁夫
れた．村民の多くは近在の漁場で                  (San Miguel Is.,　2006.2)
漁場で日々の生計を立てているた 　　

め，折り合いを着けがたかった様子であるが，「子孫のために良好な環境を残す」ことで合意

され，その結果を受け市議会の公聴会を重ね条例が交付された．禁漁区(225ha)のうち中央の
100ha は聖域とされ漁業が一切禁止されているが，その外域は伝統的（慣習的）漁業が容認さ
れている．このため島外からの夜陰をついた密漁が増え，それを監視するために村内には新た

に公的な監視団(Bantay dagat)や自警団(Barangay tanon)が置かれ，市議会に設置されている資源
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管理委員会と連携し，禁漁区一帯を保護する体制が敷かれている．禁漁区設置後，構成員間で

の相互理解が高まったことを評価する意見が聞かれる一方で，密漁が返って増える傾向にある

ことや魚網の網目を小さくし幼魚を捕獲する行動が広く見られるようになったことを指摘する

声も多い．なお，BU の継続調査で魚類のバイオマスが増えたこと（約３倍増）と，藻場がや
や改善傾向にあることが示されている．

　この禁漁区の設置は，人為的なインパクトの１つと考えられるところから，先の柏島でのコ

モンズの調査と並行し，フィリピンにおける海洋資源をめぐる持続的利用の実態と，利害関係

が対立する調整がどのように図られ，長期的に見て禁漁区の設置が沿岸域の環境劣化に対しど

のような保全効果をもたらすかについて，次年度は本格的な調査を実施する計画である．

6)研究業績
【原著論文】

○  Phuong, N.T., Y. Morooka & M.N. Wilder et al. Current status of freshwater prawn culture in
Vietnam and the development and transfer of seed production technology, Fisheries Science,
72,pp.1-12. 2006.

○ 飯国芳明・諸岡慶昇・新保輝幸「森のコモンズ・海のコモンズ(1)」『海洋と生物』27 巻 5
号, pp.472-477, 平成 17年.

○ 新保輝幸・諸岡慶昇・飯国芳明「森のコモンズ・海のコモンズ(2)」『海洋と生物』27 巻 6
号, pp.579-587, 平成 17年.

【獲得外貨】

○ 諸岡慶昇「黒潮圏島嶼沿岸域の藻場の消長と人為的インパクトの社会的制御」，文科省科

研費，760 万円.

３Ｂ．黒潮圏における海洋生物資源利用形態の比較分析

1)ラインセンサスの適用
　前述の調査計画に沿い，今年度は２度現地調査（第１回：平成 15 年 8 月 16 日~27 日，第
２回：平成 16 年 2 月 16~3 月２日）を行った．それぞれの調査結果については表３－２に整
理し示した．いずれの調査もスキューバ潜水でビデオカメラを用いた映像記録を撮り，後日種

を同定した．

第２回めの調査では，カガヤン州 Claveria 町 Taggat Norte 村において，ラインセンサスをス
キューバ潜水を実施した．調査に当たって，2 月 22 日に，海岸にある休憩小屋（No.10）前か
ら湾口の西側にある大岩東端に向けて，センサス用の 190m ラインを設置した．ラインは 10m
毎に海岸からの距離が記入されている．10m 毎にライン左右各 1m 計 2m（計 20 ㎡）内に出現
した魚種および個体数を調査した．190m ポイントは，ラインの長さが 50m 程短く，湾口大岩

東端までは達しなかったことによる．

　ラインセンサスを行った場所の底質は，岸から転石帯・アマモ場となるが，すぐに岩盤に変

化しその状態が続く．イシサンゴ類は所々に散在する程度で，生息場所として大きな役割は果

たしていない．水温 25.9 度．190m センサスライン上に出現した魚類は，７科１９種６６個体

であった．結果は表３－３に要約し示した．同表に付記したように，センサスライン上で観察
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された魚種および個体数（１個体の場合個体数記載省略）の沖側約 10m では，タカサゴスズ

メダイ，アミメチョウチョウウオ，ニシキカワハギ，シコクスズメダイ，ムナテンベラ，ホン

ソメワケベラが観察された．

調査村は小さな湾に位置する．その湾は魚類相もかな

り豊かで波浪の影響も小さく，さらに宿泊施設が近くに

あるため，調査地としては適格と考えられる．また，藻

類を食べることで磯焼けと関連づけられるアイゴ類（魚

の写真はアミアイゴ）が多く見られる事から，魚類と磯

焼けの関係を調査するサイトとして適当であるため，今後はここを定点調査地点としたい．

　　　　　　

2)結果の考察
一連のフィリピンに於ける魚類相調査から明らかになったことを述べるべきだが，あまりに調

査期間が短すぎるため，他の地点のデータと比較する事は無理である．ただ，Claveria のライ
ンセンサス結果はそれなりの評価が可能である．

　日本国内で同じ様にラインセンサスを行った高知県土佐清水市以布利の結果（山岡他，2001）
と比較してみる．以布利のラインセンサスは長さ２００m，ライン両側各２m 幅計４m 幅内の

魚類を計数しており，今回の調査の約２倍の面積を調査した事となる．最も多くの種が見られ

たのが 11 月で７４種８３２個体，最少が 3 月で４３種２５０個体（水温 16.6 度）である．単
純に面積を半分と想定すると，最少の 3 月で２１種１２５個体となる．この種数は今回の調査
の１９種とそれほど大きな差はない．今回の調査では，小型のハゼ類をビデオ映像から同定す

る事が不可能なため，無視する結果となっており，この点を考えるとこれらの値は更に近似す

るものと考えられる．しかし，水温差が約 10 度あり熱帯域である事を考慮すると，Claveria
でより多くの種が出現するのが当然と考えられる．個体数に於いても，同様である．

　このギャップは以下の様に考えられる．先ずは，Claveriaの底質が岩盤で単純であったため，
生息場所として多くの種が利用できなかった点がある．もしイシサンゴ類やガラモ類の繁茂が

見られたなら，より多くの種がそこで観察されたであろう．次に，ロープ先端部が多くの魚類

の生息するリーフエッジまで届いておらず，ラインセンサス調査が不十分となった点である．

190m ポイントの沖側約 100m の調査により，センサスライン場では見られなかった種が 31 以
上見られたため，次回の調査では 250m から 300m のラインを準備し，更なる沖側を調査範囲
に含めるべきであろう．

　もう一つ考えられる原因がある．それは人間による湾内での漁業行為である．リーフエッジ

近くでは数人の漁師が小型の刺し網を用い，スキンダイビングにより小規模漁業を行ってい

た．この点も種数および個体数が少ない原因にして見逃す事はできない．今後は，湾内でのこ

のような小規模漁業の漁獲努力量を把握する必要があろう．

　Claveria を含めて一連の調査で最多の種数が観察されたのがベラ科であった．高知の以布利
でも同様の傾向が見られ，センサスライン場から２１種が報告されている．Claveria からはセ
ンサスライン場８種とその沖側４種計１２種となった．このことは，以布利でのベラ科魚類の

相対的種数の多さを示すものであり，黒潮による南方からの熱帯種の補給がその原因と考えら

れる．
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表３－２．北部・南部ルソン調査地の魚類の諸特徴

　 　 北部ルソン・カガヤン州 南部ルソン・アルバイ州

　 　 Sta. Anna Claveria Atulayan San Miguel

　 　 　 　 　

沿岸の特徴

浅所，アマモ帯，リー

フエッジまでガラモ発

達．その外にイシサン

ゴの弱い発達．石垣島

に酷似．

浜は角を持つ転石，ア

マモ場発達．8月の調

査ではガラモの茎が観

察され，この時期の流

失を確認．

保護区．リゾートビーチ

(100-159m)で，南北両端

は岩礁．海底は岩盤．

保護区．海岸は砂地で濃密

広大なアマモ帯を形成．１ｷ

ﾛ沖にリーフエッジ．

珊瑚礁 　

外域にイシサンゴの弱

い発達．イシサンゴを

中心とした珊瑚礁が何

かのダメージを受け，

ガラモに代替か．

アマモ場の沖合に１m

程度の岩盤が広がり，

その外側にイシサンゴ

が見られた．

イシサンゴ類とウミキノ

コ類のソフトコラール．

ハマサンゴ属が優占，ミ

ドリイシ属は少．オニヒ

トデ散見．

パッチリーフが多く形成さ

れ，多くの魚類が見られた．

２~３

月

2005.3　ベラ科(8)，チ

ョウチョウウオ科(2)，

スズメダイ科(3)，ニザ

ダイ(2)，モンガラカワ

ハギ科，イソギンポ科

2006.2　ラインセンサ

ス調査の結果は別表．

2005.3　スズメダイ科

（３），ニザダイ科(2)，

ヒメジ科（2)，フグ目（2)，

ベラ科(3)，チョウチョウ

ウオ科(2)，ツノダシ

2006.2　スズメダイ科(7)，

ベラ科(6)，キンチャクダイ

科，ニザダイ科，ヌノサラ

シ科，フグ科，ブダイ科

魚類

８~９

月

2005.8　ベラ科(16)，チ

ョウチョウウオ科

(11)，スズメダイ科

(10)，ニザダイ科(7)，

ヒメジ科(5)，アイゴ科

(3)，フエフキダ科(3)，

キンチャクダイ科，ヤ

ガラ科，ツノダシ科，

エソ科，フグ科，ヌノ

サラシ科，ブダイ科，

ハタ科

2005.8　ベラ科（１８），

チョウチョウウオ科

(9)，スズメダイ科(8)，

ニザダイ科(4)，ヒメ

ジ科(4)，アイゴ科(3)，

フエフキダイ科(2)，

フグ科(2)，ハタ科，

ヌノサラシ科，トラギ

ス科，ウツボ科，ヤガ

ラ科，ツノダシ科，キ

ンチャクダイ科ほか．

未調査 未調査
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備考 　

海草類も繁殖，魚類も

見られるが，アクセス

に難．その年８月の調

査ではガラモ流失．

ラインセンサスを実

施．今後継続観察を藻

場グループと共同で進

める．

短時間の観察ではある

が，保護海面としては魚

影が少ない．15種程度

は，高知県の岩礁域で容

易に観察可．

ラゴノイ湾岸６保護区の１

つ．島民の対応も良好で，

ＢＵの研究蓄積も相当数．

調査地適否 比較対象地として良 適 保留 適

                 表３－３．ラインセンサスの結果(Claveria, 2006.2)
距離(m) 漁種及び個体数（１個体は数記載略）

　 　

  0-  10 ダンダラトラギス(2)，アカオビベラ

10-  20 アカオビベラ(2)

 20-  30 カザリキュセン，イチモンスズメダイ

 30-  40 アカオビベラ，イチモンスズメダイ？

 40-  50 アカオビベラ

 50-  60 カザリキュセン，イチモンスズメダイ

 60-  70 カザリキュセン(2)，オジロスズメダイ

 70-  80 オジロスズメダイ(2)，ホンソメワケベラ(2)，カンモンハタ

 80-  90 カザリキュセン，イチモンスズメダイヨツメトラギス，イナズマベラ(5)

 90-100 オジロスズメダイ(3)，サビウツボ，レモンスズメダイ，ホンソメワケベラ

100-110 セイテンベラ，オジロスズメダイ(2)，レモンスズメダイ(2)，カザリキュセン

110-120 イナズマベラ，オジロスズメダイ

120-130 モヨウモンガラドオシ

130-140 （無）

140-150 オジロスズメダイ(3)，イナズマベラ

150-160 トカラベラ

160-170 フィリピンスズメダイ(5)，にしきかわはぎ，レモンスズメダイ

170-180 レモンスズメダイ，アミメチョウチョウウオ，ホンソメワケベラ，イナズマベラ

180-190 シコクスズメダイ(3)，レモンスズメダイ(2)，オジロスズメダイ，イナズマベラ，ヤマブキベラ

　 　

外域 10－
タカサゴスズメダイ，アミメチョウチョウウオ，ニシキカワハギ，シコクスズメダイ，ムナテンベラ，ホ

ンソメワケベラ，

　Claveriaで２番目に種数の多い科は，他のフィリピンの調査場所と同様にスズメダイ科であっ
た．センサスライン場とその沖側を含めると８種が確認されている．一方以布利から報告され

ているのは８種であり，ベラ科の半分以下となる．このことは，ベラ科に比べてスズメダイ科
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の魚種は，南方からの補給が弱いという事を示唆するものと考えられる．今後はこれら２科の，

南方からの補給に関連する初期生活史や環境変化に対する適応能力の違いを明らかにする事も

今後の課題としたい．

　地球温暖化の指標としてのスズメダイ科魚類の種数の今後の増減を含めて，前回の調査から

10年目に当たる 2009年に，以布利で同様の調査を再実施するのも意味のある事だと考える．

　　　　　漁網からはずした小魚(tanbang）を集める漁夫(Claveria,2005.8)

3)研究業績
_  安部文彦・山岡耕作「マダイ稚魚の天然海域における個体数密度となわばりサイズの関

係」，『日本水産学会誌』第 71巻第 4号，pp.601-610，平成 16年．
_  山岡耕作「マダイとチダイの稚魚期における共存機構」，『海洋と生物』27 巻 5 号，

pp.437-442, 生物研究社，平成１７年．
【獲得外資】

○　山岡耕作「アユに利き手はあるか？」，文科省科研費，240 万円

○　山岡耕作「桂浜沖魚礁調査」，高知県受託研究，30万円．

３Ｃ．前近代・黒潮島嶼諸国における秩序形成の萌芽

1)台湾と黒潮の史的関係
平成 17 年度は，文部科学省の特定領域科研費（「東アジアの海域交流と日本伝統文化の形

成」：平成 17~21 年度」）と一体的に研究を進めた．また，黒潮圏の交流史について関連情
報を収集するため台湾中央研究院を視察し，台湾北部~東部沿海地方の景観観察を行った．以
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下，本年度の調査研究の経緯を概括する．

今年度は，昨年度の研究を「17 世紀から 19 世紀の台湾の地方史料にみえる海流と‘黒潮’
の呼称」に取りまとめ，『海洋と生物』に寄稿した．17 世紀から 19 世紀の台湾の地方史料に
は，周辺の海流についていくつか特徴的な名称が記載されている．「黒水溝」と「紅水溝」は，

澎湖諸島を経由して台湾と対岸の中国大陸の福建省とを結ぶ線上に横たわる急流であり，「弱

水」とも称される「万水朝東」は東北海域を流れるものである．これらの海流の様子は，台湾

への人びとの関わりが深まるにつれて具体的に記述され，また詳しく考証されるようになっ

た．万水朝東または弱水は，黒潮に関係する呼称であったと推察される．拙文を準備する過程

で，従前の日本の研究の範囲では，海流について記述した台湾の地方史料の所在を把握するこ

とが困難であることが判明したので，台湾調査に際し関連情報を聴取することとした．

2)台湾の現地調査
調査では黒潮の現況を知るため，平成 16 年 12 月 12~13 日にかけ，沖縄̶宮古島̶石垣島

̶台湾・基隆間をフェリーボートで渡り，海図と照合し観察した．また，翌日訪問した台湾中

央研究院人文社会科学研究センターでは，台湾海洋史研究の第一人者である曹永和氏と面談

し，氏の尽力により同センターにおける台湾海洋史の専門家劉石吉，張彬村，劉序楓氏らと研

究情報を交換した．所蔵されている関係史料の内容について説明を受け，台湾の海洋史研究が

従前は大陸と台湾の関係について専ら進められてきたため，逆に台湾（東部）の黒潮を介した

交流の歴史に関して殆ど解明がなされていないことが分かった．その関係で，台湾における黒

潮認知の歴史の解明，黒潮流域圏における漂流の処理問題などについては新鮮なテーマとして

受け止められ，台湾中央研究院人文社会科学研究センターからもさらに交流を進めたいとの意

向が表明された．

　　　　　　　図３－２．台湾周辺の海流名（『海洋と生物』27-6より）

　続いて，台湾における景観観察を，16 世紀後半以降最も早く黒潮圏交流に関わった地域と
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考えられる東北部，基隆山（当時の鶏籠山）周辺の海浜地区，ならびに東部沿海地方の中心地

である花蓮市の海浜地区で行った（図３－２）．前者が高知県西部の海浜地区に近似する景観

をもつこと，後者においては，東華大学陳鴻図教授の協力を得て，19 世紀後半から沖縄の漁
民が台湾に移住した事実を表す史跡（石碑）を確認した．また，先に述べた台湾の地方史料の

所在については，曹永和氏以下中央研究センターの関係者から，官撰の地方志（『台湾府志』・

『台湾県志』等）のほか，「台湾歴史文献叢刊」（地理類等）の史料集が最も重要であること

が教示された．

なお，特定領域科研費および本「新海洋秩序」研究費を用いて，台湾訪問中に当該史料を購

入したほか，現在台湾では入手不能のものを東京の専門書店で網羅的に購入することができ

た．この結果，高知大学は四国地区では（或いは中国地方を含めても）貴重な台湾地方史料・

研究図書１００種以上を保有する研究機関となった（同種の史料を保有する他の機関は，東洋

文庫，東北大学，東京大学，国立国会図書館）と考えられる．現在，当該史料群の中で情報量

の多い史料を限定的に用いて，黒潮に関係すると見られる海流の台湾における呼称を確認する

論文を準備中である．

3)研究業績

【原著論文】

○ 吉尾　寛「17 世紀から 19 世紀の台湾の地方史料にみえる海流と‘黒潮’の呼称」『海洋
と生物』27巻 6号, pp.618－626, 平成 17年.

【獲得外貨】

○ 吉尾　寛「東アジアの海域交流と日本伝統文化の形成」の研究班「東アジア海域における

黒潮圏交流の総合的研究」，200 万円.

３Ｄ．黒潮流域における藻場の特徴と藻類の生理生態的比較考察

1)藻場調査の概要
　前述 1)の調査計画に沿い，今年度は３名で（奥田・関田・原口）で藻場調査チームを編成し，
２度現地調査（第１回：平成 15 年 8 月 23 日~9 月 3 日，第２回：平成 16 年 2 月 19~3 月２
日）を行った．それぞれの調査結果については表 3－４に整理し示した．いずれの調査もスキ
ューバ潜水で生育状態を観察し標本を採集し，後日種を同定した．

2)結果の考察
現地調査と並行し UPおよび BU両大学で関連情報を収集したが，フィリピンの海藻植生（フ

ロラ）はまだほとんど調べられていない．また，フィリピンの海藻図鑑として，唯一，G. C. Trono
(2004)　著　Field guide & atlas of the seaweed resources of the Philippines　があるのみである．今
後，フィリピンの海藻フロラを明らかにするためには，調査で採集した海藻（標本）を，フィ

リピン大学に保管されている標本を参考に同定する必要がある．その場合，新種の記載が必要

となるかもしれない．また，同定した結果を，本邦南西諸島および土佐湾沿岸の海藻フロラと

比較し，黒潮に沿って海藻がどのように分布するかを明らかにしていきたい．

これまでの調査では，ルソン島北部に位置する Sta Anna　と Claveria の方が，南部ルソンの
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調査地より海藻の種数が多い（表３－５）．また，熱帯のフィリピンにおいても，時期（季節）

に応じて海藻の消長が見られる．8 月に大型海藻類は夏枯れしていた．日本における海藻の生
育時期は 12 月から 6 月くらいまでである．フィリピンはモンスーンの関係で，海藻調査は 3
月から 5月くらいが適していると思われる．
今後，原色の海藻図鑑をつくるため，実際に生育している海藻の水中写真と，採集した生の

海藻の写真（形態・構造がよくわかるように）を撮影・収集する計画である．

表３－４．北部・南部ルソン調査地の藻場の諸特徴

　 　 北部ルソン・カガヤン州 南部ルソン・アルバイ州

　 　 Sta. Anna Claveria Atulayan San Miguel

　 　 　 　 　

沿岸の特徴

長い砂浜海岸．水中には

よく発達した岩礁．遠浅

で水深１mが 100m沖ま

で続く．

東西 500m，奥行き 300m

のラグーン．中央部は浅

い岩礁，東側は砂地でア

マモ群落発達（８月）．

保護区．湾状の砂浜ビー

チ．両岸が岩礁．海水の

透明度が高く，表層水の

流れが速く，水温がやや

低い．

保護区．サンミゲル湾中

央外海に位置．海岸から

700~800m先のリーフエ

ッジまでは水深５~６m

の浅海．

珊瑚礁 　

海岸よりは砂底と岩礁が

混成．海岸から離れると

珊瑚礁が発達．礁原の沖

合で水深が深くなる（５

~6m)．

珊瑚礁が発達．西岸は透

明度が高く，東岸は淀

み，珪藻が生育．

中央部は造礁サンゴとソ

フトサンゴが発達．

海岸線から 200mまでは

水深１~2m．良く発達し

たアマモ群落が広がる．

その先に珊瑚礁が点在し

発達．

藻類
２~

３月

2005.3　海岸近くはガラ

モ場とアマモ場が混在し

よく発達．ガラモ場は３

種のホンダワラで構成．

褐藻類：ホンダワラ，ウ

ミウチワ

緑藻類：ウキオリソウ，

アミモヨウ，タノモグ

サ，キッコウグサ，カサ

ノリ，シオグサ，アオノ

リ，サボテングサ，ミル，

マユハキモ，ミズタマ，

マガタマモ，フデノホ

紅藻類：数種生息

2006.2　調査結果は別表． 2005.3　片側の岩礁にラ

ッパモクのガラモ場が発

達．水深２~５m前後．

アミジグサ，フデノホ，

サボテングサ等が生育．

2006.2　岩礁が無く，砂

底であるため藻類はほと

んど生育していない．珊

瑚礁の上部にマユハキモ

がみつかる程度．またラ

ッパモクの流れ藻が観察

された．
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８~

９月

2005.8　大型褐藻（ガラ

モ場）は完全消失．

紅藻類のガラガラ大群

落．

緑藻類はマガタマモ，キ

ッコウグサ，マユハキ

モ，サボテングサ，フデ

ノホ．夏枯れの様相（８

月は不適）．標本は本文

参照．

2005.8　夏枯れ，ガラモ

場無し．

未調査 未調査

備考 　

珊瑚礁の二次的な広がり

と海藻の種組成は，日本

の南西諸島の地勢と海藻

フロラが類似．藻類も豊

富．

熱帯であるが，藻類の生

育は８月に衰退．その消

長は季節を反映している

と見られる．

再調査の要． 潜水調査を行った保護区

の周辺には，藻の種は多

くない．沖合には群落が

見られるとの情報有．

調査地適否 適 適 保留 検討中

表３－５．北部ルソン調査値の藻の種類(2006.2)
　 北部ルソン・カガヤン州

　 Sta. Anna Claveria

 特記事項
ガラモ場の発達，砂地はアマモ場の発達，沖はサン

ゴ礁

2005 年の８月と比較すると，２００６年の２月は紅藻

類が豊富に生育．

　 　

海草：ウミショウブ 海草：コアマモ

緑藻：シオグサ属の一種，バロニア，ミル属の一種，

ホソジュズモ，サボテングサ属２種，タカノハヅタ，

イワヅタ属の一種，ボウアオノリ，ヒラアオノリ，

アオモグサ，キッコウグザ，アミモヨウ，ミドリゲ，

ウキオリソウ，マガタマモ，マユハキモ，

緑藻：ホソジュズモ，ウキオリソウ，ヒロハノサボテン

グサ，サボテングサの一種，アナアオサ，ミル属２種，

シオグサ属の一種，アオモグサ，キツネノオ，マガタマ

モ，バロニア，アミモヨウ，タノモグサ，ハネモ属の一

種，ミドリゲ，ミズタマ，フデノホ，カサノリ属の一種，

タカノハヅタ，マルバハウチワ．

標　　　本

褐藻：アミジグサ属３種，ウミウチワ，フクロノリ，

カゴメノリ，ラッパモク（Turbinaria ornata），その

他のホンダワラ属は以下の６種:

　　Sargassum paniculatum，

　　Sargassum ligocystum,

　　Sargassum denticarpum,

　　Sargassum polycystum,

　　Sargassum sp.1,

 　 Sargassum sp.2

褐藻：フクロノリ，アミジグサの一種，ラッパモク．
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カゴメノリ，ラッパモク（Turbinaria ornata），その

他のホンダワラ属は以下の６種:

　　Sargassum paniculatum，

　　Sargassum ligocystum,

　　Sargassum denticarpum,

　　Sargassum polycystum,

　　Sargassum sp.1,

 　 Sargassum sp.2

紅藻：ユカリ，イシノハナ属の一種，イバラノリ属

の一種，カニノテ，カニノテ属の一種，ガラガラ，

ツルシラモ，オゴノリ，ソゾ類の一種，エゴノリ，

石灰藻３種，コノハダ属の一種

紅藻：ヘニザラサの一種，ガラガラ，ガラガラの一種，

イシノハナ属の一種，フサノリ属の一種，ランゲリア属

の一種，ツノマタ類の一種，ユカリ，マクサ，カバノリ，

カニノテ，ソゾ類の一種，スギノリ属の一種，マクリ，

エゴノリ，イバラノリの一種，石灰藻３種，イワノカワ

属の一種，カイコザネ属の一種，ベニヒバ

　なお，平成 16 年 2 月 23 日にカガヤン州ツゲガラオ市の市場で売られていた食用の海藻と特
定したので付記しておく．

・紅藻ツノマタの一種　（フィリピン名：lap lapayag）
・緑藻ヒラアオノリ（フィリピン名：hagkayasan）
・紅藻オゴノリ属の一種（フィリピン名：gramanまたは wrwrmut）
・緑藻イワヅタ属の一種（フィリピン名：ararusup）
・緑藻ミル属の一種（フィリピン名：pukpukln）
・紅藻オゴノリ属の一種（フィリピン名：panpan-aw）
・紅藻ムカデノリ属の一種（フィリピン名不明）

3)研究業績
【原著論文】

_  Sekida S, Horiguchi T, Okuda K (2005) Changes in thecal plate patterns in the dinoflagellate
Scrippsiella hexapraecingula (Peridiniales, Dinophyta). Abstracts in 8th International Phycological
Congress, Phycologia 44 (Supplement): 92.

_  Mine, I., Y. Anota, D. Menzel & K. Okuda(2005) Poly(A)+RNA and cytoskeleton during cyst
formation in the cap ray of Acetabularia peniculus, Protoplasma 226, pp. 199-206.

_  大野正夫・田中幸記・平岡雅規・原口展子・石堂幹夫・今西秀明「高知県竜串湾に生育す
る海草と海藻」，『Kuroshio Biosphere』第 2号，pp.pp.43-57.
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_  奥田一雄・関田諭子「セルロースをつくる生きもの」，『海洋と生物』　27巻 5号，pp.443-448,
生物研究社，平成１７年．

_  峯 一朗 「海藻類の生活史における生物相互作用」，『海洋と生物』第 27巻 第 6号，
pp.559-565， 生物研究社.

【学会発表】

_  関田諭子・内藤知恵・奥田一雄：「黄緑藻トリボネマ属の一種のセルロース合成酵素複合
体の構造」，日本藻類学会第 29回大会，京都（2005）3月 28日

_  関田諭子・堀口健雄・奥田一雄：「有殻渦鞭毛藻における細胞外被の形態制御」，日本植
物学会第 69回大会，富山（2005）9月 21日

_  峯一朗・奥田一雄：「黄緑藻フシナシミドロにおける細胞壁内外表層の微細構造」，日本
植物学会第 69回大会，富山（2005）9月 21日

_  峯一朗・竹崎那衣子・小林太久・奥田一雄：「黄緑藻フシナシミドロの枝形成部位におけ
る細胞壁伸展性」，日本藻類学会第 30回大会，鹿児島（2006）3月 27日

【獲得外資】

○　奥田一雄「有殻渦鞭毛藻の分類形質となっている鎧板のパターンを決定する細胞構造と制

御機構」，文科省科研費，70万円

○　奥田一雄「新冷凍技術を利用した地域水産及び農産物の高品質保存法の開発」，JSTサテ

ライト高知，30万円
○　関田諭子「渦鞭毛藻の細胞外被の配列パターンを決める微小管の役割」，住友財団，70

万円

３Ｅ．黒潮圏におけるコモンズ管理の変遷

1)高知県柏島におけるコモンズの調査研究
沿岸域の環境劣化の原因として，温暖化による海水温の上昇で生態系がダメージを受ける側

面に加え，陸域における人口の増大，産業の発展，生活慣習の変化を背景とした，土木工事や

農畜産業，漁業，生活起源の物質の流入が大きな要因として作用している．特に黒潮圏域の諸

国では，海流の流れに乗り，汚染物質や水棲生物が搬送・拡散されるという国境を越えた問題

が重層的に作用し，環境劣化へのインパクトを強めている．先のサンゴの研究に関わる章でも

述べられたように，漁業や観光産業等による過剰利用，浚渫工事，破壊的漁業やサンゴの採集

等，世界各地で人間活動に起因する環境劣化が広範な広がりをみせ，海域の生物多様性が急速

なダメージを受けている．

　このような状況を受け，多くの政府組織や NPO/NGO が特定海域の海洋生態系の保全を目的
とした活動を展開している．たとえば黒潮圏のフィリピンでは，海洋保護区(Marine Protect Area;
MPA)が政府の主導で各地に設立され，方々に禁漁区(Sanctuary)が設けられている．わが国に
おいても，環境省主導の自然再生事業等の枠組で海洋環境の保全・再生の試みが始まっている．

しかし沿岸環境は，誰もが自由に利用できるオープン・アクセス資源としての側面を持ち，

過剰な利用によって資源が荒廃しやすい．また自然の状態で放置されすぎると，降雨や災害等

による土壌浸食や崩落により資源が劣化しやすい．このような資源を持続的に利用していくた
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めには，資源の状態を常にモニタリングし，資源が荒廃しないよう調整を行う社会的な仕組み

の存在が望まれる．

　

2)課題への接近
海洋資源に代表されるように，放置すれば利用が競合・集中し，過剰利用によって劣化・荒

廃してしまうようなタイプの自然資源の管理の仕組みとして，近年「コモンズ」が注目されて

いる．これについても既に１章で Hardin の「コモンズの悲劇」を引き触れたが，現在，この
見方に対し多くの反論が寄せられている．そこでは，共同利用資源はオープン・アクセスとイ

コールではなく，背後に資源を所有する共同体があり，共同体が利用を規律するため，しばし

ば持続的利用が可能であり，そのような事例が世界各地に存在するという論点に立つ．多くの

論者が，伝統的社会の慣習的な自然資源の利用・管理手法の有効性を明らかにしているが，同

時に現在そのようなシステムがさまざまな形で崩壊しつつあることも露わとなった．「共的な

管理による自然資源の持続的利用の仕組み」としてのコモンズを再考し，それを現代的なもの

として再構築することを通して，疲弊が進むさまざまな自然資源の保全と持続的利用を模索す

る研究が近年増加している．

本研究では，既存の研究の理論的検討を通して，コモンズ論的視点を，海洋資源の持続的利

用と沿岸環境の保全問題にどのように適用できるかを検討する．

3)高知県柏島を中心とする海域の利用秩序
高知県では，海洋資源の利用をめぐり，各地で利用者間のコンフリクトや資源の過剰利用な

どの問題が起きている．その典型事例である柏島（高知県幡多郡大月町）を中心に，大月町沿

岸域でサンゴ海の利用と保全について，ステークホルダー（漁民，漁協，ダイビング事業者，

レジャーダイバー，行政，地域住民，NPO 等）に対する聞き取り調査を継続・実施した．ま
た比較対照事例として，本年度は与論島，恩納村（沖縄県国頭郡），渡嘉敷島（同島尻郡渡嘉

敷村）等においても現地調査を行った．以下では，高知県の柏島を事例とし，『海洋と生物』

に寄稿した論文の要旨を述べる．

　四国西南端，宿毛湾口に位置する柏島は面積 0.57 ㎢，周囲 3.9 ㎞の小島で，足摺宇和海国立
公園に位置する（図３－３）．人口が減少傾向を辿り，現在(2003)は 227 世帯 544 人で，うち
65 歳以上が 40％を占める．この沿岸域一帯は，豊後水道と黒潮の影響を受け，温帯域にもか
かわらず熱帯・亜熱帯を含め混成した千種近くの魚類が生息している．また，本邦有数の造礁

サンゴ群集が発達し，資源量も多く古くから様々な漁業が営まれてきた．しかし，最近では希

少な魚類も多く見られるところから，ダイビングスポットとして知られるようになり，急増す

るダイバーによる海中の生物相へ

の影響を危惧する漁民とダイバー

業者間のコンフリクトが発生し，

多面に及ぶ問題を生じさせてい

る．

柏島では 1992 年を前後しダイ
ビング案内業が商業ベースに乗る

が，2004 年現在 22 業者が窓口と
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なり，最盛期で１万５千人前後のダイバーが集まる．一帯の海洋環境が広く親しまれることや

地域経済を振興する面で評価される他方で，魚が逃げる，サンゴが痛む，操船上での危険性が

高まるなどを問題視する漁業者との軋轢が深刻化している．また地域住民からはゴミの放棄や

不法駐車，騒音など主にマナー面での苦情が出され，町を挙げ問題視されるようになった．

こうした問題へ向け，1995
年にダイビング事業者の団体

が設立され，漁協との間でル 　　　　　　

，ールを協議する場が町の働きかけで設けられた．

図３－３．柏島の周辺図

その結果，ダイビング船の係留地が特定され，ポイントを絞る一方でポイント利用の届け出

制やダイビング法の規制等を設け，漁業および環境への影響を緩和する方途が取られた．その

後ダイビング側の自主規制という形で，ポイントの閉鎖が機能し始める．しかし，暫時ポイン

トでの違反潜水が増え，ダイビング側が統一された意思を持つ交渉主体としてまとまりを欠く

ため，漁協側に信頼できる交渉相手として認知されず，また漁協の姿勢も頑なであったため，

協議が難航していく．その後両者間で何度か仕切直しがなされ，現在は柏島内とその周辺に店

舗を構える事業者が二手に分かれ，団体が構成されている．

２ケ所のポイントには，殊に繁忙期には十数隻のダイビング船が連なり，海底には百人を越

すダイバーが泳ぐ盛況を見せている．この「ダイビング圧」が，サンゴをはじめとする海洋生

態系に悪影響を及ぼす可能性が依然高まっている．主に業者の営業上の観点からではあるが，

ポイントを広げたいという動きがあり，それは「ダイビング圧」緩和という観点からも重要な

問題であると考えられる．

２つの事業者団体と地先の漁協の間でそれぞれ潜水規則に関し合意し，ルールに基づくダイ

ビングがなされるように協議がなされている．柏島周辺の，大月町の別の地先ではそのような

協定が文書によって結ばれつつあるが，柏島においては明文化された合意はまだない．しかし

関係者の努力が実り，2005 年９月に広域化した漁協の関係地先の理事と，イビング事業者の
交渉の場が新たに発足したので，今後はこの場で交渉が進展すると期待されている．

このように交渉がうまく運び，柏島周辺海域のダイビングに関するルールが包括的に合意さ

れることは，単に業者の営業上の利益の問題を越え，地域経済の活性化や海洋環境保全の面で

も大きな意味を持つ．特に後者については，ポイントへのダイビングを分散させて生態系への

負荷を緩和するために喫緊の課題である．またポイントを数年間閉鎖し「生態系を休ませる」

ことも，これからは必要となるかもしれない．そのためには業者間の合意が重要である．この

ような合意は，営業上の不利益が最小限になるようにポイントの振り替え等を行うことが前提

条件になるため，海域全体の利用を包括的に調整するルールが不可欠となる．

経済的な利益が直接衝突する問題に関して研究者がそれを調停することは困難であるが，成

功事例の紹介，環境保全や自然再生面での研究成果の還元，環境教育や地域活性化への協力な

どの形で地域に貢献することは可能であり，研究のみならずそのような面での活動も今後強化

していく予定である．なお，亜熱帯域から比較調査のため鹿児島県与論島等を選定し，沿岸環

境保全のために陸域の人間活動をどのように律すべきかという観点からの調査を実施中である
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が，その概要については本報告のサンゴの章に詳解したのでここでは割愛する．

4)研究業績

【原著論文】

○　新保輝幸「水系に対する汚染物質流入量削減の CVM による経済評価－水質保全対策事業

を事例として－」『農林業問題研究』 第 41巻第 1号（通巻 158 号）, pp.82-87, 平成 17年.
○　飯国芳明・諸岡慶昇・新保輝幸「森のコモンズ・海のコモンズ(1)」『海洋と生物』27 巻
5号, pp.472-477, 平成 17年.
○　新保輝幸・諸岡慶昇・飯国芳明「森のコモンズ・海のコモンズ(2)」『海洋と生物』27 巻
6号, pp.579-587, 平成 17年.

【学会発表】

○ 原田幸子・婁小波・新保輝幸・工藤貴史「沿岸域の多面的利用と管理主体のあり方に関わ
る一考察_沖縄県恩納村の取り組みを事例に_」第 18 回日本沿岸域学会研究討論会（於：
金沢工業大学 8号館講義室）, 平成 17年 7月 8日.

○ 新保輝幸「郵送アンケートによる 2 段階二肢選択 CVM のバイアス問題 －初期回答効果と
先読みバイアスの検討－」第 55 回地域農林経済学会大会個別報告（於：三重大学生物資源
学部 208 教室）, 平成 17年 10月 30日.

【獲得外資】

○ 新保輝幸「サンゴの海のワイズユースをめざして：海洋環境資源の最適利用と資源管理に

関する生物学的・社会科学的研究」，文科省科研費，470万円.
○ 飯國芳明「コモンズにおける資源管理ルールの再構築」，文科省科研費，450 万円.

Ⅴ. 研究成果の総括

　「海洋生物」研究プロジェクトの平成１７年度の各課題研究の成果は以下のように要約でき

る。

課題研究１：サンゴ礁海域の多様な生物群集の相互作用および物質循環に関する研究

黒潮圏域を代表するサンゴ礁に着目し、特にサンゴが放出する多量の粘液物質には 37%のタ
ンパク質が含まれサンゴ周辺に生息する微生物にとって，充分な有機物やエネルギーの供給源

となり，サンゴ礁海域の種多様性維持に貢献することが示唆された。サンゴはストレスを受け

ると排出有機物量を増加させ，サンゴは貧栄養な熱帯・亜熱帯海域の生態系への重要な有機物

の供給者として，水質環境や微生物群集に大きな影響を与えていることが推察された．近年、

サンゴの大量死滅が世界各地で起こっているために、本研究では病原生物感染症の可能性を考

え、特に 治療薬の存在しないウイルス感染症に着目して、海産魚に感染し、死に至らしめる
イリドウイルスを培養する株化細胞の樹立を試みてマダイで成功した。人間活動が避けられな

い地球上では、社会経済学的にサンゴ礁の維持と有効利用のあり方を考える必要性があり、高

知県柏島を中心に海域の利用秩序にありかた、鹿児島県与論島でのサンゴ群集生態系の再生と

地域の合意形成を、それぞれ検討し、それらを踏まえて、サンゴの海の自然資源の経済評価手

法の方法論を検討した。
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課題研究２：四万十川と黒潮の交錯圏における人間と自然との共生に関する研究

陸上と海とは河川を通じて密接に関係しているが、特に平成１６，１７年は夏期の四万十川

流域への台風の接近・上陸回数が極端に異なっていて、河川水の影響が明瞭に検出できた。つ

まり、１６年には多くの台風が接近して降雨量が多く、集水域から栄養塩類をはじめ多量の物

質が沿岸域にもたらされ、貧栄養の夏期沿岸域の生物生産性を大きく刺激し、１７年にはそう

した効果が見られなかったことが現場観測実験によってはっきりと確認された。その際に、集

水域からの物質の流出と土地利用との関係が焼き畑農地利用で定量評価された。また、従来実

測データの少なかった河口域における動物プランクトン、稚魚、海藻類、海草などの基本デー

タの集積も進んだ。さらに、四万十川の上流から海にいたる広範囲の環境に生息するアメンボ

の観察・実験から、生物の環境適応を考える貴重な情報が得られた。

　加えて、本年度は、黒潮流域圏総合科学研究プロジェクトの立ち上げのために、四万十

川・仁淀川・物部川で「海洋生物」研究プロジェクトとして予備実験調査を行って、準備

を進めた。

課題研究３：新海洋秩序の形成へ向けた黒潮圏島嶼諸国の統合的資源管理

本年度は，現地関係機関の理解を深めかつ今後の調査の円滑化を図るため研究環境の整備

に努め，協力機関と連携した現地調査を重点的に進めた．また科学研究費「黒潮圏島嶼沿岸

域の藻場の消長と人為的インパクトの社会的制御（基盤研究Ｂ：平成 17~19 年度）」[代表

者・諸岡慶昇]を獲得し，本プロジェクト研究と一体化し調査の進展を図った．

なお，黒潮圏域での調査を関連機関と連携し実施するため，平成 17 年度は協議をへてフ

ィリピン大学(UP)およびビコール大学（BU）との協定を締結した．UP は当国の要に位置する

国立の総合大学で，本研究との関連では本部（ディリマン校）の特に理学部海洋科学研究所，

および人文学部都市・地域計画研究所，水産学部（イロイロ校），農学部（ロスバニオス校）

との連携を図る計画である．また BU は南部ルソンの４州を統括する準国立大学で，黒潮の

起点となる海域に近接し，とりわけ水産学部（タバコ校）はラゴノイ湾一帯の沿岸環境調査

に長い研究蓄積を持つ．UP とは平成 16 年 11 月 24 日に，また BU とは平成 17 年３月 31 日に

向こう５年を１期とする締結を完了した．

当該年度の課題３Ａ~Ｅで得られた主な成果は以下の７つに要約される．

①高知大学とフィリピン大学およびビコール大学との国際交流協定を締結し，学術研究の

ネットワークを構築した．

②高知県西部における継続調査地の社会経済調査結果をコモンズ論の視点から整理し，論

文を公表した．また与論島で継続調査を実施した．

③フィリピンのカガヤン峡谷州および南部ルソンのアルバイ州に調査地を設定し沿岸環境

調査を行い，藻場における海草・藻類の生育観察と標本の採取・作成を進めた．

④上記調査地の藻場調査と並行し，センサス法等による魚類の生態観察を実施し魚種を特

定した．

⑤フィリピンの北部ルソン・カガヤン峡谷州で沿岸域農村の全戸調査を実施し，社会的イ

ンパクトの波及効果を経年考察する基礎情報を得た．

⑥台湾で海洋政策に関わる歴史研究に着手し，史書の収集と並行し，関係大学との国際交

流協定の協議を行った．

⑦UP および BP 両大学からそれぞれ教授・助教授を招聘し研究会を開き，黒潮圏の沿岸環
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境に関わる相互の理解を深めた．

研究業績の総括

　本「海洋生物」プロジェクトにおける，３つの課題研究（１５の小課題）で平成１７年度

にあげられた業績は以下のとおりである．

小課題 原著論文 著書・総説 学会発表 報道 獲得外資（千円）

１Ａ ６ ９ ６ ２，０００

１Ｂ ３ ３ ５ ２０５，０００

１Ｃ １ １ ２ ０

１Ｄ ３ ０ ２ １６，８００

２Ａ ４ ０ １５ ３，１４１

２Ｂ １ ０ １ ０

２Ｃ ２ ２ １０ １，０００

２Ｄ １０ １ ９ ７，０００

２Ｅ ３ ２ ５ ０

２Ｆ ０ ０ ０ ０

３Ａ １ ２ ０ ７，６００

３Ｂ １ １ ０ ２，７００

３Ｃ １ ０ ０ ２，０００

３Ｄ ３ ２ ４ １，７００

３Ｅ １ ２ ２ ９，２００
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合　計 ４０ ２５ ６１ ２５８，１４１


