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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等の様々な分野の自然科学者のみならず，人文・

社会科学の研究者も加えて組織された．本プロジェクトは，黒潮圏の生態系における多様な生

物群集の生業（なりわい）を明らかにするという基礎的な研究の側面を持つ一方で，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，そのなか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という応用研究の側面もある．また，黒潮を共有す

る諸国の沿岸域における生態系の変化と社会経済的インパクトの相互関係を調査し，比較的デ

ータが豊富な温帯域と，十分ではない亜熱帯・熱帯域の態様を均等の視点で分析できる学術情

報を集積したデータベースを構築し広範な利用に資する．

　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．このように全く新しい切り口で黒潮圏の環境保全と資源の持続的有効利用を実現す

ることは，高知大学に課せられた極めて重要な研究課題の一つであるとともに，新規な学問分

野の創造につながることも期待される．

Ⅱ．本研究の目的・目標

　本「海洋生物」プロジェクトは，平成１９年度も昨年と同じく以下の３つのサブテーマより

構成し、それぞれの内容をより深めることを目指す．

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１では，サンゴの生産する粘液を始めとした様々な有機物の，サンゴ礁生態系における

物質循環に対する寄与や，複雑なサンゴ礁生態系での生物相互作用を，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，その中から有用生物や有用生理活性

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として，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類供給に焦点を当てて，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という理解の

下に，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．

　課題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．

Ⅲ．課題研究の構成と研究組織

○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：黒潮圏海洋科学研究科　深見公雄）

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））

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：

大島俊一郎）

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）

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：海洋生物教育研究センター　木下　泉）

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（代表者：木下

泉）

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）

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）

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（代

表者：田中壮太）

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）



○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：黒潮圏海洋科学研究科　諸岡慶昇）

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：諸岡慶昇）

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）

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）

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）

３Ｅ．黒潮圏におけるコモンズ管理の変遷（代表者：飯國芳明）

IV. 研究経費

　年度計画経費として本海洋生物プロジェクトに示達・配分された経費は，総額 10.777 千円で

あった．この予算を，課題研究１へ 3.000 千円，課題研究２へ 3.300 千円，課題研究３へ 4.000

千円，プロジェクトレーダーへ 477 千円を配当した．なお，各課題研究内での予算配分は各サ

ブリーダーの責任で行った．

V.　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１８年度

にあげられた業績は以下のとおりである（一部未確定が含まれる）．

小課題 原著論文 著書・総説 学会発表 報道・特許 獲得外資（千円）

１Ａ ４ １ ５ １ ７９０

１Ｂ ５ ０ １０ ０ ９，３００

１Ｃ ０ １ ５ ０ ２，０００

１Ｄ １ １ ３ ０ １９，９００

２Ａ ３ ０ ２６ ０ ９，４８７

２Ｂ ０ ０ ２ ０ ０

２Ｃ １ １３ １０ ０ ３００

２Ｄ ０ ０ ０ ０ ０

２Ｅ ３ １ ５ ０ ０

３Ａ ０ ０ ３ １ ４，１３０

３Ｂ ０ ０ １ ０ ３００

３Ｃ １ ０ ０ ０ １，３００

３Ｄ ２ １ ９ ０ ２００

３Ｅ ０ ０ ３ ０ １，４９０

合　計 ２０ １８ ８２ ２ ４９，０１７



VI.　各課題研究の研究成果の概要

○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）

　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．

各小課題の平成１８年度研究概要

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

貧栄養な熱帯・亜熱帯海域において，粘液をはじめとした，サンゴの生産・分泌する有機物

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大きな役割を果たしていることが，最

近の研究から明らかになりつつある．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，サンゴ礁海域に生息す

る細菌類や魚類，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）．すでに我々は，昨

年度までの研究により，サンゴのごく近傍では周辺海域の海水中より有機物濃度が高いうえに

細菌類も高密度で分布していることを明らかにした．しかしながらそれらの傾向が一年を通し

ていつも同じであるのか，またサンゴの分泌有機物を利用して増殖した細菌類がそのあとどの

ような運命をたどり，食物連鎖に連なっていくのか等については，ほとんど知見が得られてい

ない．

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．また，サンゴの粘液には抗菌作用があ

り，それにより様々な微生物の感染から身を守っているのではないかという指摘もある．この

ことは，粘液を初めとするサンゴの分泌有機物が細菌の分布密度のみならず，群集組成にも大



きく影響を及ぼしている可能性があることを示唆している．

　そこで本研究では，近年，造礁性イシサンゴ類をはじめとするサンゴの分布が拡大している

と指摘されている高知県大月町西泊および須崎市横浪林海実験所前の実験海面に分布するサン

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，さらには細菌の群集組成を調べた．これらの現場観察に加え，室内実験を実

施することで，サンゴの粘液の生態系に及ぼす影響について明らかにすることを目的とした．

（２）研究成果の概要

１．サンゴの分泌有機物が周辺海域に与える影響

 　昨年度と同様，高知県大月町西泊の定点(32°46_45_N，132°43_59_E：水深約 1.5m)において，

水温・塩分・溶存酸素濃度等の物理・化学的環境を継続して調べた．また，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)

のごく近傍（およそ２ないし３cm 離れたところ），および約 1m 上方に離れた場所の海水を，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，ダイバーにより水の層を乱さな

いように注意しながら採取し，実験室に持ち帰った．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．凍結融解後 ，試水中の有機物（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．

Seasonal variation of DON
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Fig. 1. 高知県大月町の定点付近における，2 種のサンゴ（A．hyacinthus，S．pistillata）

のごく近傍（数㎝以内）および約 1m離れたところ(Control)の海水中の溶存態有機窒素(DON)

濃度の季節変動．



2004 年 6 月 1 日から 2006 年 12 月 28 日にかけて 31 回にわたり大月町西泊の定点において観

測を実施した結果，水温は 16.8~29.2_の間で変動しており，最高水温は 2006 年 8 月の 29.2_

で，最低水温は 2006 年 1 月の 16.8_であった．また，塩分は観測期間を通して，32.3~34.6PSU

の間で変動しており，それほど大きな変動は見られなかった．

両サンゴ種の近傍数㎝付近およびサンゴから約 1m 離れたところにおける海水中の DON 濃度の

季節変動を Fig. 1 に示した．サンゴ近傍（A．hyacinthus，S．pistillata）における DON 濃度

は，いずれのサンゴの種においても 2004 年 9 月に最大の 29.8_M および 44.9_M ，また 2005 年

2月には最小の16.3_Mおよび11.4_Mとなり，平均値はそれぞれ22.4±3.88_M および21.2±6.03_M

であった（Fig．1）．これに対し，サンゴから約 1m離れたところでは 2004 年 10月に最大値 18.8_M，

2005 年 2 月には最小値の 10.2_M，平均値は 13.4±1.83_M となり，サンゴ近傍の方が 1 年を通

して 1m 離れたところよりも高い値を示した（Fig．1）．両者の差は，A．hyacinthus では 2004

年 7 月に最大の 15.7_M，2004 年 10月には最小の 2.64_M，平均値は 9.02±3.44_M，S．pistillata

では 2004 年 9 月に最大の 29.1_M，2005 年 2 月には最小の 1.28_M となり，平均値は 7.87±4.89_M

であった．サンゴ近傍とサンゴから約 1m 離れたところの DON 濃度の差は，DON 濃度の絶対値が

高かった月で大きく，濃度が低かったときには両者の差が小さくなるという傾向がみられた．

Seasonal variation of DOP
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Fig. 2. 高知県大月町の定点付近における，2 種のサンゴ（A．hyacinthus，S．pistillata）

のごく近傍（数㎝以内）および約 1m離れたところ(Control)の海水中の溶存態有機リン(DOP)

濃度の季節変動．



DOP 濃度は， A．hyacinthus の近傍では 2004 年 11 月に最大の 1.01_M ，2005 年 2 月には最

小の 0.41_M，平均値は 0.68±0.14_M ，S．pistillata の近傍では 2004 年 9 月に最大の 1.20_M，

2004 年 8 月に最小の 0. 17_M となり，平均値は 0.61±0.19_M であった（Fig． 2）．これに対

し，サンゴから約 1m 離れたところでは 2005 年 4 月に最大値の 0.67_M，2004 年 8 月には最小値

の 0.11_M，平均値は 0.44±0.13_M となり，DON と同様，近傍の方が 1 年を通して高い値を示し

ていた（Fig． 2）．両者の差は，A．hyacinthus では 2004 年 6 月に最大の 0.80_M ，2004 年 9

月には最小の 0.05_M，平均値は 0.24±0.15_M となり，S．pistillata においては 2004 年 9 月

に最大の 0.83_M，2004 年 10月には最小の 0.04_M となり，平均値は 0.17±0.16_M であった．

このような有機物濃度の分布傾向に合わせて，細菌数は，A．hyacinthus 近傍で 2.4~7.1_105

cells/ml，平均は 4.61（±0.93）_105 cells/ml， S．pistillata 近傍では 2.8~7.0_105 cells/ml，

平均値は 4.53（±1.10）_105 cells/ml であったのに対し，サンゴから約 1m離れたところでは 1.9

~4.5_105 cells/ml，平均値は 3.26（±0.74）_105 cells/ml となり，やはりサンゴの近傍で高

い分布密度を示すことが明らかとなった(Fig. 3)．

Seasonal variation of bacterial abundance
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Fig. 3. 高知県大月町の定点付近における，2 種のサンゴ（A．hyacinthus，S．pistillata）

のごく近傍（数㎝以内）および約 1m 離れたところ(Control)の海水中の細菌密度の季節変

動．

このように DON・DOP・細菌数のいずれの項目においてもサンゴ近傍では周辺海域より常に高

い値を示し，しかも夏季にその濃度が増加するという傾向が見られた（Figs. 1-3）．これらの



観測結果は，サンゴが粘液などの有機物を周辺の海水中に生産・分泌しており，それを利用し

て細菌類が増殖していることを強く示唆するものである．さらに興味深いことに，特に塩分が

低下した 2004 年 9 月では，サンゴ近傍における DON 濃度や細菌数が比較的高い値を示し，約 1m

離れたところとの差が最大の 2.39 倍となっていた．このことは，塩分低下により，サンゴが粘

液等の有機物を多量に生産・分泌していること，またこれらを利用して細菌群が増殖したこと

を意味しており，サンゴは環境からのストレスに対して多量の有機物を生産・分泌しており，

それは貧栄養な同海域の様々な生物群集にとって不可欠なエネルギー源あるいは増殖基質とし

て大きな影響を与えていることが示唆された．

以上の結果より，サンゴが粘液等の形で有機物を多量に生産・分泌しており，その有機物が

貧栄養な周辺海域の海水中に存在する細菌群の増殖基質として影響を与えている可能性が強く

示唆された．

２．微生物群集の増殖に対するサンゴの粘液物質の寄与

前項より，サンゴの近傍では，有機物濃度も細菌密度も周辺の海水中と比較して高いことが

明らかとなった．このことは，サンゴの生産・分泌有機物が細菌群の増殖基質として働いてい

る可能性を示唆するものである．そこで本項では，サンゴの生産・分泌する有機物の大部分を

占めるといわれる粘液を現場海水に添加・培養することにより，細菌群がどのように増殖して

いくのかを調べた．

サンゴ群生海域の海水を，5_m のフィルターで濾過することで大型の捕食者を除去したのち，

この濾過海水に A. formosa の粘液を添加して培養する実験を実施した．長さ約 20cm の鹿角状

の A. formosa を数群体採取し，数日間水槽内で馴致させたのち，サンゴ群体を海水から空気中

に暴露した．直径約 30cm のガラス製漏斗にサンゴを乗せ，自然に分泌された粘液を採取した．

採取した粘液は，付着した微生物の混入や細菌等による分解を避けるため，出来るだけすばや

く 0.2_m のミリポアフィルターで濾過した．実験区には，現場濾過海水 1L に対し，上記のよう

にして採取した濾過粘液を 5mL 添加した．対照区として，現場海水のみを培養した．25_に設

定されたインキュベータにて暗条件および明条件（500_E/m2・sec，L：D＝12：12）で 1 週間培

養した．試料の一部を 12 時間ごとに採取し，細菌数・細菌捕食性鞭毛虫(HNF)・ピコサイズの

シアノバクテリア(PC)の計数用および栄養塩・有機物分析用に用いた．

同様の実験を 3 回行なったが，ここでは 2006 年 10 月 11 日から 1 週間行なった時の結果をそ

の代表として述べる．暗条件で実験を行なった場合の粘液無添加対照区の培養開始時の溶存有

機物（DON・DOP）濃度は，それぞれ12.2_M・0.79_Mであった．培養期間中，細菌数が6.1_105 cells/ml

から 9.9_105 cells/ml へ緩やかに増加した．対照区の溶存態有機物（DON・DOP）濃度は，培養

終了時にはそれぞれ 4.5_M・0.07_M まで減少していた．また， HNF が 6.6_103 cells/ml から



17.4_103 cells/ml に増殖したのに伴って，細菌数が 3.3_105 cells/ml まで減少した．一方，

PC は培養開始時に 1.7_103 cells/ml 観察されたが，増殖することなく，96 時間後からは全く

確認されなくなった．一方，粘液を添加した暗条件の実験区では，培養開始時の溶存有機物濃

度（DON・DOP）はそれぞれ 31.0_M・1.61_M であった．また，細菌数が 9.0_105 cells/ml から

34.0_105 cells/ml へ大きく増加した．実験区でも培養終了時の溶存態有機物（DON・DOP）濃

度がそれぞれ 3.9_M・0.09_M まで減少していた．また， HNF は培養開始時の 5.0_103 cells/ml

から 22.3_103 cells/ml に増加しており，それに伴って細菌数は 12.4_105 cells/ml まで減少

した．それに対して，PC は培養開始時に 2.1_103 cells/ml 観察されたが，対照区と同様に増

殖する様子は見られず，96 時間後から全く確認できなくなった．
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Fig. 4. A. formosa から得られた粘液を現場海水に添加して培養した際の，溶存態有機窒素

(DON)および同無機窒素(DIN)の各濃度，ならびに細菌(Bact.)・鞭毛虫(HNF)・ピコサ

イズのシアノ細菌(Cyano)の各細胞密度の経時変化．

それに対し，粘液を添加し明条件で培養した実験区では結果が大きく異なった(Fig. 4)．培

養開始時の溶存有機物濃度（DON・DOP）はそれぞれ 38.2_M・1.67_M であった．また，細菌数が

7.4_105 cells/ml から 36.2_105 cells/ml へ大きく増加した．明条件の実験区でも培養終了時

の溶存態有機物（DON・DOP）濃度がそれぞれ 9.0_M・0.49_M まで減少していた．また， HNF は

培養開始時の 5.8_103 cells/ml から 22.3_103 cells/ml に増加しており，それに伴って細菌



数は 10.9_105 cells/ml まで減少した．一方で，PC は暗条件の場合とは異なり，培養開始時に

は 2.1_103 cells/ml であったが，48 時間目から徐々に増加し始め，培養終了時には 21.9_103

cells/ml に増殖していた(Fig. 4)．

このように，暗条件での培養開始時の DON および DOP 濃度は，粘液を添加しなかった対照区

でそれぞれ 12.2_M・0.79_M であり，これらを培養したところ，細菌密度は 6.1_105 cells/ml

から 9.9_105 cells/ml へ約 1.5 倍にしか増殖しなかった．それに対し，粘液を添加した実験区

では，DON および DOP 濃度はそれぞれ 31.0_M・1.61_M となり，粘液には有機物が豊富に含まれ

ていることが明らかとなった．またその時の細菌密度の変動は，培養開始時の 9.0_105 cells/ml

から 34.0_105 cells/ml へ約 4 倍の増殖が観察され，サンゴ粘液添加により増殖が大きく促進

されることが明らかとなった．このことから，サンゴ粘液は細菌の増殖基質として機能してい

ることがあらためて明らかとなった．これは Meikle et al．(1988），Vacelet and Thomassin

（1991），Fukami（1994 b）など多くの研究者が示してきたサンゴ粘液がサンゴ礁生態系の生

物群集を支える重要な栄養源である可能性を示している結果と同じであった．

培養期間中の HNF および細菌の変動に注目すると，HNF の増加に伴って細菌が徐々に減少して

いく様子が観察された（Fig．4）．このことから，細菌捕食性の HNF は粘液を利用して増殖し

た細菌を捕食し，その密度が増加することが示唆された．さらに PC が増殖してくることが分か

った（Fig．4）．おそらく細菌を捕食した HNF によって再生された栄養塩を利用して増速して

いるものと思われる．このように，サンゴ群生海域においてサンゴ粘液に由来する豊富な溶存

有機物は，サンゴ群生海域の細菌の増殖基質として働いており，さらに増殖した細菌は HNF の

増殖に寄与していること，また，微生物食物連鎖を介して再生された栄養塩は PC の増殖に対し

ても寄与していることが示唆された．

３．サンゴ粘液が周辺海域の細菌群集組成に与える影響

これまでの研究結果により，サンゴの生産・分泌する粘液等の有機物は，サンゴ群生海域の

微生物群集にとって重要な増速基質となっていることが明らかとなった．しかし一方で，サン

ゴの粘液には，細菌の感染から自らを防御する抗菌物質としての役割があることも予想されて

おり，ある特定の細菌の増殖を促進するとともに他の細菌群を抑制することが考えられる．ま

た，ある細菌に対しては誘引物質となり，逆に，粘液を嫌う細菌に対しては忌避物質になって

いることが考えられる．このことから，粘液がサンゴ群生海域の細菌群集に量的な側面のみな

らず質的な面，すなわち群集組成に大きな影響を及ぼしていることが予想される．そこで，本

項では高知県須崎市の横浪林海実験所前の海域における現場周辺海水中とサンゴ近傍の細菌数

および細菌群集組成を調べ，サンゴの粘液が周辺海水中の細菌の群集組成に与える影響につい

て明らかにしようとした．



高知県須崎市の横浪林海実験所の周辺海域で，周囲約 5m 以内にサンゴが存在しない場所の表層

水と現場海域で優占種であるAcropora formosa およびA. hyacinthus近傍 (群体の枝元から5cm

以内) の海水を採取し，孔径 0.2_m Millipore Filter の上に細菌細胞を濾過・捕集し，DNA 抽

出したのち PCR により増幅したあと，電気泳動を行った．2006 年 12 月 10 日に採取された周辺

海水と A. formosa および A. hyacinthus 近傍の細菌群集組成を DGGE 法で解析した結果を一例

として Fig. 5 に示した．

Fig. 5. 周辺海水中（_），ならびに A. formosa（_）および A. hyacinthus（_）近傍の海

水中の細菌群集組成を DGGE 法で解析した際の電気泳動パターン．

周辺海水と 2 種のサンゴのごく近傍における海水中の細菌群集を比較したところ，バンド A

や D のようにサンゴ近傍で太くなったものや，逆に周辺海水で太くなったバンド C や E のよう

なものが存在した (Fig. 5) ．さらに，バンド B のように周辺海水および A. hyacinthus 近傍

には見られたもののA. formosa近傍にはほとんど存在しないものも観察されることが分かった．

これらの結果は，サンゴの粘液を増殖基質として利用しサンゴのごく近傍で増殖することで密

度を増加させている細菌群と，逆に粘液の抗菌作用により抑制されておりサンゴの近傍では分

E

A
B
C
D



布密度を減少させている細菌群の二群集が存在することを示唆するものである．しかも興味深

いことに，バンド B のように，サンゴの種によって分布密度が異なる細菌も存在していたこと

から，サンゴの種類によっても細菌群集組成に与える影響が異なる可能性があることが示唆さ

れた．サンゴは種によって粘液の成分組成が異なると考えられており (Ducklow. and Mitchell.,

1979b, Meikle et al., 1988) ，A. formosa の粘液はバンド B の細菌に対して抑制的に作用し

た可能性が考えられた．

本年度の以上のような研究結果から，サンゴの粘液は細菌群集組成においてある細菌の増殖

を促進するだけでなく，ある種の細菌群集にとっては抑制的に作用している可能性が考えられ，

サンゴの粘液が周辺海域の細菌群集に量的な側面のみならず質的な側面においても大きな影響

を及ぼしていることが明らかとなった．
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質としてのサンゴ粘液の役割．日本サンゴ礁学会第9回大会，斉藤報恩会自然史博物館（仙

台市）．2006 年11月25日．



3. 深見公雄・中尾絵津子・Keshavmurthy Shashank・的場洋右．サンゴ群生海域における渦

鞭毛藻殺滅細菌の分布とサンゴ白化に対するその影響．日本サンゴ礁学会第9回大会，斉

藤報恩会自然史博物館（仙台市）．2006 年11月25日．

4. KESHAVMURTHY Shashank and FUKAMI Kimio．Seasonal changes in coral condition as deduced

by zooxanthellae abundance and histology. International Society for Reef Studies

(ISRS) European meeting, Bremen, Germany. 19-22 September 2006.

5. KESHAVMURTHY Shashank, NAKAO Etsuko and FUKAMI Kimio．Effect of Algicidal Bacteria

Isolated From Coral Growing Areas on the Physiology of zooxanthellae. 7 th Asia

Pacific Marine Biotechnology Conference (APMBC), Kochi, India, 3 November 2006.

(4)報道

平成19年3月1日付け高知新聞，池ノ浦漁協での横浪林海実験所成果報告会に関する報道．

(5)外部資金獲得

平成１８年度笹川科学研究助成-財団法人日本科学協会-Grant No. 18-274. サンゴ及び褐虫

藻の生理に対するストレスの影響に関する研究，2006年2月10日~2007年2月15日．790,000

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）研究目的

　近年，世界中のサンゴ礁海域において，サンゴに様々な病気が発生していることが観察され

ている．その病原因子として，細菌やシアノ細菌の関与していることが報告されているものの，

その全容はほとんど明らかにはされていない．また，それら病因子の伝播には，サンゴ礁海域

に生息する特定の魚類が媒介している可能性が指摘されている．そこで，本課題では，サンゴ

の疾病や白化に対する微生物の影響と病原因子の特定を目指し，その伝播経路の解明をするこ

とで，将来的にはサンゴ礁生態系の保全に対して提言することを目的としている．

（２）研究成果の概要

２００５年度，我々はビルナウイルスの感度の高い検出・定量系の確立を行った．本年度は

この検出・定量系により，実際に海水中よりウイルスを分離し，この系を用いて疾病になって

いるサンゴ付近の海域と健康なサンゴの生息域付近の海域の海水を用いて解析を行った．また，

サンプリング海水中の細菌についても検出同定を実施した．その結果を以下に示す．

サンプル海水１：沖縄与論島，高知県大月町（サンゴ有，サンゴ無）



_詳細な採水地点，採水法，採水深度などは不明

検討項目：

・real time RT-PCR によるビルナウイルスの定量

・CFU による細菌の計数および 16SrRNA 遺伝子の DNA シークエンス

実験方法：

　各地点の海水 100 ml をポアサイズ 0.22_m のフィルターで吸引ろ過した後，フィルター上の

残留物を 1 ml の PBS で洗浄・懸濁した．残留物懸濁液の半分量を CFU の測定に用い，残り半分

を PCR および real time PCR に用いた．CFU の測定には鉄を添加した海水平板培地（FeTY，ろ

過海水 80%）を用い，懸濁液 100_l を平板上に塗布した後に 25_で一晩培養した．培養後にコ

ロニーカウントを行い，海水 1lあたりの CFU として培養可能な菌数を算出した．核酸の抽出は，

Protenase K およびフェノール・クロロホルム処理によって行い，分光光度計を用いて核酸量

を算出した．各サンプル 1_g の核酸（DNA および RNA を含む）を逆転写反応に用い，16S rRNA

に特異的なプライマーを用いて PCR を行った．また，同様のサンプルを用いて real time RT-PCR

を行い，ビルナウイルス RNA 量を定量した．

実験結果：

・CFU による細菌の計数および 16SrRNA 遺伝子の DNA シークエンス

　各サンプルの CFU は 103~104 となり，サンプル間で顕著な差異は認められなかった（コロニ

ーの形態は 2 種類以上存在したが，今回は全てカウントしている）．

サンプリング地点 CFU(FeTY)/L

与論島 8.0_104

大月-有 1.88_104

大月-無 7.4_103

PCR の結果，各サンプル共に 1500 bp 付近にバンドが検出され，大月町の「サンゴ無」サン

プルのみ 1200 bp 付近にもバンドが認められた．これらのバンドについて DNA シークエンスを

行ったところ，数種類の菌が BLAST 検索で検出された．以下にスコアの高かった主な菌を挙げ

る．



沖縄　与論島：

Propionibacter

ium acnes ，

Rothia

dentocariosa

サ ン ゴ 有 ：

Propionibacter

ium acnes ，

Polaribacter

glomeratus，uncultured marine bacterium，uncultured bacterium

サンゴ無：Propionibacterium acnes，Polaribacter glomeratus，Vibrio sp.

各地点で共通に検出された Propionibacterium acnes であるが，これはヒトの毛髪および上

皮に常在する菌であり，採水およびろ過作業中にコンタミした可能性が高い．また，与論島の

Rothia dentocariosa も虫歯の原因菌として知られている菌であるため，P. acnes 同様に作業

中のコンタミである可能性が高いと考えられた．

大月町で共通に検索された Polaribacter glomeratus は Flavobacreium に属する土壌細菌で

あり，河川水の流入を通して海水中に局在しているものと思われる．「サンゴ有」のサンプルで

検出した uncultured marine bacterium および uncultured bacterium は，グレートバリアリー

フなどのサンゴ礁海域で認

められる細菌群であり，類

似した細菌群が大月町のサ

ンゴ礁海域にも常在してい

る可能性がある．今後，こ

の菌の存在数や存在形態を

指標とすることで，サンゴ

の疾病発生予知の指標にな

りえるかもしれない．また，

PCR の「サンゴ無」サンプ

ルで認められた 1200 bp の

バンドは，Vibrio sp.に近

縁であると考えられた．
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・real time RT-PCR によるビルナウイルスの定量

　Real time RT-PCR を用いてビルナウイルス RNA を定量した結果，与論島，「サンゴ有」およ

び「サンゴ無」ともにビルナウイルス RNA が検出されたが，サンプル間の RNA 量に顕著な差異

は認められなかった．サンプル中のウイルス RNA は微量であり，かろうじて real time RT-PCR

の検出限界を超える程度であった．

サンプル海水２：高知県大月町（サンゴ無，サンゴ有，サンゴ病）

_素潜りでサンゴ周囲の海水を採水（1L）

検討項目：

・16SrRNA 遺伝子の DNA シークエンスによる海洋細菌の同定 　

・real time RT-PCR によるビルナウイルスの定量

実験方法：

　各地点の海水 500 ml をポアサイズ 0.22_m のフィルターで吸引ろ過した後，フィルター上の

残留物を 1 ml の PBS で洗浄・懸濁した．残留物懸濁液の半分量を CFU の測定に用い，残り半分

を PCR および real time PCR に用いた．核酸の抽出は，Protenase K およびフェノール・クロ

ロホルム処理によって行い，分光光度計を用いて核酸量を算出した．各サンプル 1_g の核酸（DNA

および RNA を含む）を逆転写反応に用い，16S rRNA に特異的なプライマーを用いて PCR を行っ

た．また，同様のサンプルを用いて real time RT-PCR を行い，ビルナウイルス RNA 量を定量し

た．

実験結果：

・16SrRNA 遺伝子の DNA シークエンスによる海洋細菌の同定

PCR の結果，「サンゴ無」，「サンゴ病」サンプルにおいて 1500 bp 付近にバンドが検出され，

「サンゴ有」サンプルのみ 1200 bp 付近にもバンドが認められた．これらのバンドについて DNA

シークエンスを行ったところ，数種類の菌が BLAST 検索で検出されました．

以下にスコアの高かった主な菌を挙げると以下のとおりとなる．

サンゴ無：Uncultured Rosebacter

サンゴ有：Vibrio splendidos, Formosa sp.



サンゴ病：Uncultured Flavobacterium，uncultured bacterium

　「サンゴ無」サンプルから検出された Uncultured Rosebacter，「サンゴ病」サンプル中から

検出された Uncultured Flavobacterium はいずれも海洋常在細菌であり，サンゴの有無あるい

は病気と細菌層の関連性は今のところ認められない．「サンゴ有」サンプルでは二枚貝等に感染

する Vibrio 属が検出されており，今後はサンゴ礁周辺の生物郡についても併せて検討すべきだ

と思われる．

・real time RT-PCR によるビルナウイルスの定量

　Real time RT-PCR を用いてビルナウイルス RNA を定量した結果，「サンゴ無」および「サン

ゴ病」サンプルでビルナウイルス RNA が検出されたが，「サンゴ有」では検出限界以下であった．

サンゴ礁海域のビルナウイルス量は微量であり，且つ病気サンゴとの関連性は今回の結果から

は確認できなかった．
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今回の実験結果から大月町のサンゴ礁海域の細菌群に差が認められたものの，これらの細菌

がサンゴの白化あるいは死亡にどのような影響を及ぼしているのかは不明である．サンゴの状

態と細菌群の関連性について検討するためには，今後，さらに「病気のサンゴ」，「健康なサン

ゴ」および「サンゴ無」の周辺海域から定期的にサンプリングを行い，長中期的に微生物群の

変遷を追う必要があると思われる．



（３）平成 18年度の研究業績

(1)学術論文

1: M. Aoki,M. Kondo, Y.Nakatsuka,K.Kawai, S.Oshima: Stationary phase culture

 supernatant containing membrane vesicles induced immunity to rainbow trout

 Oncorhynchus mykiss fry syndrome.Nov 9;67(1-2):73-9. (2006)Vaccine.

2: M.Imajoh, T.Goto and S.Oshima: Characterization of cleavege sites and protease

activity in the polyprotein precursor of Japanese marin aquabirnavirus and

expression analysis of generated protein by VP4 protease activity in four distinct

cell lines. (2006)Archives of Virology（in press).

3: M.Imajoh, T.Ikawa and S.Oshima: Characterization of a new fibrblast cell line  from

a tail fin of red sea bream and phylogenetic relationships of a recent RSIV  isolate

in Japan. (2006)Virus Research（in press).

4: B.Yoshitomi, M.Aoki, S.Oshima and K.Hata: Evaluation of krill (Euphausia  superba)

meal as a partial  replacement for fish meal in rainbow trout  (Oncorhynchus mykiss)

diet. (2006) Aquaculture（in press).

5: B.Yoshitomi, M.Aoki and S.Oshima: Effect of total replacement of dietary fish meal

by low fluoride krill (Euphausia  superba) meal on growth performance of rainbow trout

 (Oncorhynchus mykiss) in fresh water. (2006) Aquaculture （in press).

(2)著書

　該当なし

(3)学会発表

２００６年　日本水産学会 学術集会 （３月２９~４月 ２日）（会場 高知大学）

1. 新元一・川合研兒・大嶋俊一郎．近年国内で分離されたマダイイリドウイルスのゲノム DNA

の解析．平成 18年度日本水産学会大会．高知大学（高知市）．2006 年 3 月 30日．

2. 今城雅之・安東明美・井川拓也・川合研児・大嶋俊一郎．マリンビルナウイルスのポリプ

ロテイン preVP2-NS-VP3 の切断部位の決定．平成 18年度日本水産学会大会．高知大学（高

知市）．2006 年 3 月 30日．

3. 青木雅俊・中塚義春・晄和也・川合研兒・大嶋俊一郎．ニジマス冷水病の自然感染の症状

を再現できる感染実験系の確立．平成 18年度日本水産学会大会．高知大学（高知市）．2006

年 3 月 30日．

4. 青木雅俊・中塚義春・晄和也・川合研兒・大嶋俊一郎．ニジマス冷水病ワクチンの感染防

御効果．平成 18年度日本水産学会大会．高知大学（高知市）．2006 年 3 月 30日．



5. 大嶋俊一郎．魚類ウイルス感染の概要と予防の意義．第５４回日本ウイルス学会学術集会，

名古屋国際会議場（名古屋市）．2006 年 11月 19日．

6. 今城雅之・大嶋俊一郎．伝染性膵臓壊死症ウイルスならびに伝染性造血器壊死症ウイルス

の混合感染おけるウイルス複製の制限．第５４回日本ウイルス学会学術集会，名古屋国

際会議場（名古屋市）．2006 年 11月 19日．

7. 今城雅之・大嶋俊一郎．長野県のニジマスから分離された伝染性造血器壊死症ウイルスの

系統解析と組換えウイルスタンパク質に対するポリクローナル抗体の作製．第５４回日

本ウイルス学会学術集会，名古屋国際会議場（名古屋市）．2006 年 11月 19日．

8. 平山健史・大嶋俊一郎．アクアビルナウイルス感染細胞内における VP1 の動態および

VP1-VP3-RNA 複合体に関する研究．第５４回日本ウイルス学会学術集会，名古屋国際会議

場（名古屋市）．2006 年 11月 19日．

9. 新元一・大嶋俊一郎．マダイイリドウイルス流行感染の現状と新型ワクチン開発に関する

研究．第５４回日本ウイルス学会学術集会，名古屋国際会議場（名古屋市）．2006 年 11

月 19日．

10. 井川拓也・今城雅之・新元一・大嶋俊一郎．マダイ鰭由来の線維芽細胞の性状および高

知県で分離されたマダイイリドウイルスの系統解析．第５４回日本ウイルス学会学術集

会，名古屋国際会議場（名古屋市）．2006 年 11月 19日．

(4)報道

　該当なし

(5)競争的資金

科学研究費補助金（文部科学省・日本学術振興会 15,700 千円）(分担)3,000 千円

実証試験 （科学技術振興機構）（代表）5,000 千円

独創的シーズ展開事業（科学技術振興機構）（代表）H17 年度から２億円（H18 未確定）

Green Science（文部科学省 24,000 千円）(分担)1,300 千円

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」

（１）目的

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，課題 1-A における深見らの研究において明

らかとなりつつあるように，周辺の微生物の生育に影響を与えているなど，サンゴを取り巻く

生態系に多大な影響を与えていることが示唆されている．しかしこれらの生物活性についても，

何が活性を示しているのかはまったく不明である．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

検討してきた．

サンゴの分泌する粘液が示す粘性の主体は，ムチン質といわれる糖タンパク質であるといわれ

ている．しかしこれを直接証明した例は少なく，わずかに Peter Meikle らによりスギノキミド

リイシ (Acropora Formosa) の粘液のオリゴ糖鎖がムチン型糖鎖であることが報告されている

のみである．むろん，「サンゴの粘液」はサンゴが分泌する粘性の成分を総称したものであり，

ムチン型の糖タンパク質のみならず，低分子の脂質やほかの有機化合物を含んでいる．しかし

粘液の粘性を示す主体はムチン型糖タンパク質であると考えて間違いなさそうである．また，

ムチン型糖タンパク質は分泌液中に含まれる重量も圧倒的に多いと推定される．そこで本年度

は，高知県西南部のサンゴ群落の優占種のひとつであるクシハダミドリイシ（Acropora

hyacinthus）の産生する粘液にターゲットを絞り，その主成分と考えられる分泌糖タンパクの

化学構造を明らかにすることを目的として実験を行った．

（２）研究成果の概要

実験方法

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 No.5C 濾紙で吸引濾過，最終的

に 0.20_m のメンブレンフィルターでろ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_で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 (_6 mm_50 mm) にアミノ酸混合標準液 H 型

試験試料 (50 _L) または 5 mg/mL に調整した試験試料 (100 _L) 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 _L) 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 _L，試験試料には 200 _L 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，0.45_m のフィルター (Millpore Cosmonice Filter W，Milipore )

で濾過をした溶液を 10 _L （標品）および 5 _L （試験試料）注入し分析した．

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 _L) 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 _L

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 _L) ，ピリジン (100 _L) 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 _L) を加え，ヘキサン (200 _L) で抽出した．ヘキサン層は

水 (400 _L) 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 _L) 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．

ゲルろ過　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．また，Separose CL-4B を用いたゲルろ過によ



り，粘液高分子画分を分子量の違いにより分画し，４種の分子量分布を持つ画分（AHM-1~4）

に分画した．それぞれの画分は，高速ゲルろ過（HPGPC）により，単一のバンドを与え分子量分

布が均一であることを確認した．以下の実験は，最も分子量が大きな AHM-1 について行った．

粘液糖タンパクの還元的アルカリ分解　AHM-1 (25 mg) を 50 mmol/L の NaOH を含む 1.0 mol/L

の NaBH4 水溶液 (1 mL) にとかし，密栓をして 45_で 16 時間反応させた．反応後，酢酸を加え

過剰の試薬を分解した後 Amberlite IR-12 (H+) により Na+ を除いた．ついで，反応液を凍結乾

燥したのち残渣にメタノール (5m mL_5) を加え減圧下濃縮することでホウ酸を除去した．濃縮

残渣は再度水に溶解した後，Amberlite IR-120 (Na+) により，分解物中に存在する硫酸エステ

ル残基を Na+型とした．

オリゴ糖鎖の分離　上記の操作で得られた分解物は，Amicon PM-10 および AM-2 による限外ろ

過法で，分子量１万以上の AHM-1a，分子量２千~１万の AHM-1b，2000 以下の AHM-1c に分画し

た．回収率はそれぞれ，3%, 42%, 47%であった．オリゴ糖を含む画分である AHM-1c は，順相お

よび逆相系の HPLC を用いて以下のように精製し，構造解析に用いた．

AHM-1c を逆相系 HPLC (ODS,溶媒:水)を用いて_~Ⅵに分画した．分画Ⅰは，無機イオン性物質

でありこれ以上の分離は行わなかった．分画Ⅱ~Ⅵは，それぞれ Polyamine-Ⅱカラムを用いた

HPLC（溶媒：70%アセトニトリル）による精製を行い，各オリゴ糖（Oligo-1~18）を単離した．

オリゴ糖の糖組成分析　オリゴ糖（50－1000μg）を用いて前述と同様の方法で行った．

オリゴ糖のメチル化分析　オリゴ糖（50－1000μg）に 2 mol/L tBuOK/DMSO（1 mL）を加え，

超音波処理した後室温で 30 分放置した．これに氷冷下ヨードメチルを加え 24 時間撹拌した．

水を加え反応を停止し塩化メチレンで抽出し，完全メチル化体を得た．これを 2 mol/L 硫酸で

加水分解を行い中和した後，を水 (500 _L) 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 _L 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 _L) ，ピリジン (100 _L) 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 _L) を加え，ヘキサ

ン (200 _L) で抽出した．ヘキサン層は水 (400 _L) 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 _L) 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．

結果･考察



高知県大月町西泊で採集したクシハダ

ミドリイシの粘液は，ゲルろ過により

図 1 のような分子量分布を示した．こ

のうち，最も分子量の大きな画分につ

いて，詳細な構造解析を行うこととし

た．一般にムチン型糖タンパク質は１

００万を超える非常に大きな分子であ

ることが知られており，今回構造解析

を行った分画は分子量２００万以上と

推定される．

この分子は，長い繰り返し構造を持つ

コアタンパクと Thr または Ser の側鎖

水酸基に結合した多数のオリゴ糖鎖か

らなると考えられたので，まず全体の

アミノ酸分析ならびに糖組成分析を行

い，次にオリゴ糖鎖の構造解析を行うことと

した．

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表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．

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．

表１．AHM-1 のアミノ酸組成

アミノ酸 アミノ酸の組成割合（%）

Asx 9.0
Glx 24.3
Ser 5.8
Gly 5.6
His 1.5
Thr 4.2
Ala 2.7
Arg 2.1
Pro 4.9
Tyr 3.4
Val 4.3
Met 2.1
Ile 0.4
Cys 4.9
Leu 7.0
Phe 3.5
Lys 14.1

Total 100.0

図１．クシハダミドリイシ粘液高分子画分の

ゲルろ過クロマト

RI

UV



得られた結果を表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．

オリゴ糖鎖は，糖タンパクをアルカリ条件下水素化ホウ素ナトリウムで処理することで，還元

末端をアルジトールアセテートに還元しつつ Thr または Ser との間のグリコシド結合のみを選

択的に切り出せることが知られている．そこでこの反応を粘液糖タンパクに適用し，オリゴ糖

糖鎖の切り出しを試みた．その結果糖鎖のほぼ８０％以上を切り出すことに成功した．切り出

したオリゴ糖鎖については，逆相系 HPLC により分画を行った後，イソプロピルアミノ系のカラ

ムにより精製し１８種のオリゴ糖鎖を単離することに成功した．これらを，完全メチル化体に

誘導し，加水分解後アルジトールアセテートに変換し，GC-MS による分析を行った．あわせて，

切り出したオリゴ糖を直接 LC-MS で解析した結果を合わせ，18 種のオリゴ糖のうち 9 種の糖鎖

の構造解析に成功した．その結果を図２に示す．

Man-olGalNAcβ−(1-2) Man-olGalNAcβ−(1-2)
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GalNAcβ−(1-2)

Galβ−(1-4)
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Man-ol

GalNAcβ−(1-2)
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GalNAcβ−(1-6)
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Man-olGalNAcβ−(1-2)D-Arafα−(1-3) Man-olGalNAcβ−(1-2)D-Arafα−(1-3)

D-Arafα−(1-3)
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Man-ol

GalNAcβ−(1-2)

Galβ−(1-4)

D-Arafα−(1-3)
Man-ol

GalNAcβ−(1-2)
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図２．AHM-1 に含まれるムチン型糖鎖（構造解析の終了した９種のみを示す）

表１．AHM-1 の糖組成

Glｙcose
溶出時間
（min）

糖の組成割合
（％）

Ｌ–Fucose 7.98 28.0
Ｌ–Arabinose 9.28 8.8
Ｄ–Xylose 9.48 1.8
Ｄ

–N–Acetylgalactosamine
( Ｄ –Galactosamine を 含
む)

9.64 35.1

Ｄ–Mannose 13.28 13.6
Ｄ–Glucose 16.27 6.2
Ｄ–Galactose 16.66 6.5



構造が明らかになった糖鎖は，一般的にムチン型糖タンパク質に認められるものであるが，D

型のアラビノースを含む糖鎖は陸上動物には認められない特異な糖鎖である．D 型のアラビノ

ースは動物や植物中に存在することは極めてまれで，細菌のペプチドグルカンに一般的に見ら

れる糖である．D 型のアラビノースを含む糖鎖はスギノキミドリイシにも認められることから，

これらの糖鎖はサンゴあるいは刺胞動物を特徴づけるものである可能性が高い．

サンゴ粘液の主成分であるムチン型糖タンパク質の構造を詳細に検討し，陸上動物には見られ

ない特異な糖鎖構造を有していることが明らかとなった．ムチンは粘膜の保護のみならず，生

物間や細胞間の認識に深く関与することが明らかとなりつつある．サンゴの産生するムチンを

含む粘液については，サンゴ表面の保護が主たる目的といわれているが，昨年度われわれは，

自然免疫における異物認識分子である Toll 様レセプターによりサンゴのムチンが認識されるこ

とを見出している．したがって，サンゴ粘液は単に物理的にサンゴの表面を保護しているだけ

ではなく，他の生物種に物質認識を介した作用を与えていると考えられる．事実，本年度深見

らは，サンゴ近傍の粘液を含む海水中と，サンゴから離れた海水中では同じ海域にありながら

微生物群集の組成が異なっていることを見出している．また，サンゴ食貝類では，サンゴの種

によりそれを捕食する貝種に偏りがあることが観察されており，これらの貝におけるサンゴ種

の認識にも関与している可能性がある．サンゴ食魚類においても同様の偏好が認められること

も，同じ理由かもしれない．今後は，サンゴ種による粘液糖タンパクの構造の差異を明らかに

し，微生物，貝類，魚類などに対する影響を確認していきたい．

（３）平成 18年度の研究業績

(1)原著論文

(2)著書

1. 大谷和弘「植物と共に生きるヒト」高橋正征・久保田賢・飯國芳明編『黒潮圏科学の魅力

－人と自然の「新しい」共生をめざして－』（ビオシティ）, 2007.

(3)学会発表

1. 富永明・山本悠・阿部玲佳・大谷和弘．自然免疫担当受容体(Toll-like receptor)結合性

免疫制御物質の探索．第 9 回マリンバイオテクノロジー学会大会，東京海洋大学（東京）．

2006 年 5 月 27日．

2. 阿部玲佳・木宮隆・田口尚弘・大谷和弘・富永明．好酸球遊走制御物質の探索および遊走

におけるカルシュウムの役割．第 9 回マリンバイオテクノロジー学会大会，東京海洋大学



（東京）．2006 年 5 月 27日．

3. 大谷和弘・木宮隆・佐藤節子・阿部祐子・荻田淑彦・浜田英之・富永明．海藻のマスト細

胞および好酸球脱顆粒抑制物質．第 9 回マリンバイオテクノロジー学会大会，東京海洋大

学（東京）．2006 年 5 月 27日．

4. 大谷和弘・木宮隆，佐藤節子・阿部祐子・荻田淑彦・浜田英之・富永明．Ⅰ型アレルギー

予防を目指した天然未利用資源の探索．第５回四国免疫フォーラム，徳島大学（徳島市）．

2006 年 6 月 24日．

5. 都留英美・都留忍・大谷和弘・富永明・古谷正人．藻類由来抽出物のリーシュマニア原虫

感染防御能に関する研究．第 76 回日本寄生虫学会大会，大阪大学（吹田市）．2007 年 3

月 29日．

(4)報道

　該当なし

(5)外部資金獲得

1. 受託研究：ＪＳＴサテライト高知平成 18 年度研究成果実用化検討（FS）「アレルギー予防を

目指した養殖海藻由来成分の応用」．代表．200 万円．

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．

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）本年度の研究成果の概要

　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．それらの概要は，以下の通りである．

1) サンゴの海の保全と海域の利用秩序の問題：高知県柏島を中心として

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，そのようなコモンズ論の研究成果を踏まえ，サンゴの海の保全と持

続的利用には，その利用主体と彼らの属する地域住民のコミュニティの適正な関与が不可欠で

あるという視点から，サンゴの海の利用，および保全・管理の実態を調査中である．



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的に行っている．また比較対照事例として，本年

度は座間味島・阿嘉島（同島尻郡座間味村），宮古島（同宮古島市）等においても現地調査を行

った．

沿岸域の利用調整・利用管理に関わる地域住民，特に漁業者のコミュニティの関与という観

点から見ると，上記の柏島の事例（新保他〔1〕）と，昨年度調査を行った沖縄県国頭郡恩納村

の事例（原田他〔2〕）は好対照をなしている．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1．

我が国でレジャー・ダイビングが普及し始めた当初からダイビングのメッカとして多くのダ

イビング客を集めてきた沖縄県の慶良間諸島は，赤土流出や白化現象によりサンゴ礁に壊滅的

な打撃を受けた沖縄本島への稚サンゴ供給源となっていることが最近の研究によって明らかに

なり，その重要性が注目されている．平成 17 年にはウガンダのカンパラで行われたラムサール

条約締約国会議で正式にラムサール条約に登録され，それを契機に，座間味，渡嘉敷両村が官

民一体となって海域保全を推進する慶良間海域保全会議が結成されるなど，保全の気運が高ま

っている．しかし，400 種を越える多種多様な造礁サンゴの群集が発達したこの海域も，場所

によっては過剰なダイビングによるサンゴ群集の劣化や異常発生したオニヒトデによる食害が

大きな問題になっている．

しかし，この地域はこのような問題に対して，ダイビング業者と漁業者が協力して比較的ス

ムーズに対処し得ていることも今回の調査で明らかになった．慶良間諸島は，行政区的には沖

縄県島尻郡の座間味村（座間味島，阿嘉島，慶留間島等）・渡嘉敷村（渡嘉敷島等）の両村にま

たがっている．座間味村のダイビング事業者の団体（座間味ダイビング協会及びあか・げるま

ダイビング協会）は，主に使用するポイントの中で最重要区域及び重要区域を設定し，ポイン

トの休息期間の設定やオニヒトデの重点的な駆除等を行っている．

前者は，過剰なダイビングにより海域のサンゴ群集のダメージが大きい海域に関して，漁協

                                                  
1原田他〔2〕，新保〔3〕参照．



（座間味村漁業協同組合）と連携して，ダイビングおよび漁業での利用を自粛する休息期間を

1 年~3 年設け，サンゴ群集の回復を待つというものである．平成 10 年からそのような取り組

みが始まり，平成 19 年 3 月現在，ニシバマをはじめとする 3 箇所のポイントを休ませている．

このようなポイント管理や環境保全をはじめとするダイビングのルールは，「座間味村安全潜水

ガイドライン」として明文化されている．

後者に関して言えば，すべての海域で漫然とオニヒトデを駆除するよりも，重点海域を決め，

その地点にできるだけ多くの労力・資源を投入し，徹底的な駆除を行う方が効果的であること

が近年の研究で分かってきており，理にかなったものである2．

このような対応は，座間味村のみでなく，渡嘉敷村にもおいてもなされている．渡嘉敷村の

場合，渡嘉敷ダイビング協会が中心にダイビングに関するルールを作るとともに，島の西側の

ポイントを最重要区域として，オニヒトデの重点駆除を行っている．またこの区域は，漁協と

の相談により漁業者も「網を入れない」で漁を控えることになっており，ここでも漁協との良

好な関係が海域の保全に役立っている．

しかし，柏島ではこのような海域の利用秩序の形成，あるいは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3．その原因の大きな部

分は，ダイビング事業者が様々な原因で互いに反目し，漁協と交渉するために町当局の指導で

立ち上げた業者団体も分裂や解体を繰り返し，漁協側とダイビング事業者間で信頼関係の構築

や海域利用の調整等が行い得なかったことにある4．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，継続的な話し合いの

結果，2007 年 2 月には分裂したダイビング事業者団体の再結成もなされた．一部業者の不参加

等が瑕瑾になっているが，今後，海域の利用秩序の形成に向けて話し合いの進展が期待できる

状況になっている．

　以上の調査に関しては，業績[4][5]において，現在までの結果を中間報告的に論じている．

2) 鹿児島県与論島におけるサンゴ群集生態系の劣化と再生：地域社会との関係から

2-1) 概要

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

                                                  
2 例えば，沖縄県文化環境部〔3〕を参照のこと．
3 詳細は，新保他〔1〕を参照のこと．
4 新保他〔1〕を参照．



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 年度に引き続き平成 18 年度も，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調査として，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を行った．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なっていることが分かった．また，セラミッ

クにも 7 個に 1 個から 10 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あきらかになった．

　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．現段階では，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について，実態調

査とその分析を行っている（業績[4][5]，および次項 2-2)）．

これらの結果は，現地で中間報告会を行い，地域住民に対し説明するとともに，調査・研究

への協力を呼びかけた．すなわち，2007 年 3 月 7 日に現地で，『与論島ミニ・シンポジウム　与

論島のサンゴ再生と地下水保全－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）．サンゴ礁に対する陸域の影響の制御については，法

的な規制を含むさまざまな政策的対応が考えられる．しかし，調査・分析の結果，富栄養化物質



の排出源の可能性のあるのは，通常の規制では「裾切り」されるごく小規模な主体が大部分であ

ることが分かっており，政府・自治体による指令・統制型アプローチは困難であると考えられる．

地域コミュニティ内で何らかの自発的協定を結び，地域住民の自主的取組を促すことが肝要であ

るが，そのために必要な地域社会の合意形成をサポートするためにも，このような研究成果の逐

次的なアナウンスは重要であると位置づけている．

次年度は報告会のみならず，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

進することにも取り組んでいく予定である．

2-2) 与論島のサンゴ礁白化と陸域の地下水富栄養化問題の検討 5

　与論島は，琉球列島のほぼ中央，奄美諸島の南端に位置し，行政区的には鹿児島県大島郡与

論町として一町をなす．総人口は 5731 人，世帯数 2087 戸である（平成 17 年国勢調査）．面積

20.82 平方キロメートルの隆起珊瑚礁の平坦な島で，主立った河川はなく，いわゆる「低島」

の特徴を備えている．隆起珊瑚礁は基盤岩をサンゴ礁起源の多孔性の石灰岩を取り巻く形にな

っており，きわめて透水性が高い．この地質的な特徴は二つの重要な帰結をもたらす．一つは，

周辺の海水が地下水盆に入り込み，淡水はこの海水の上に比重の差でレンズ状に「浮く」よう

な形で存在する（いわゆる淡水レンズ）6．境界領域は汽水状態になっており，過剰な地下水の

汲み上げがあると，容易に塩水が混入するという非常に不安定な形で地下水が存在しているの

である．もう一つは，透水性の高い土壌のため，降雨は渋滞なく地下に浸透し地下水となるが，

有人島嶼においては，これはすなわち集水域と人間の生活域が一致していることになり，生活

域における農畜産業・生活起源の物質が容易に地下水に混入する傾向があることを意味してい

る．南西諸島では，化学肥料多投入型のサトウキビ農業や畜産が盛んな地域が多く，その影響

が懸念されている7．

　与論島の周囲は，ほぼ環状にサンゴ礁のリーフで取り囲まれ，「東洋の海に浮かび輝く一個の

真珠」と賞される美しいサンゴの海を誇っていた．その周辺海域は，奄美群島国定公園にも指

定され，沖縄復帰以降減少したとはいえ，大白化直前の平成 9 年度で年間 7 万人のオーダーの

観光客を集めていた（観光客入込数レベル）．しかし，先述の 1998 年の世界的な大白化の折，

与論島のサンゴ礁も大きな打撃を受け，2007 年現在，未だ遅々として回復しない状況である8．

　この 1998 年の与論島のサンゴ白化現象の直接の引き金が高海水温であることはほぼ間違いな

                                                  
5 この項は，新保〔3〕の内容の一部を改稿したものである．
6 淡水レンズの説明に関しては，中西〔7〕を参照．
7 このような南西諸島における「低島」の地下水が陥りやすい問題については，日本農業

大学宮古亜熱帯農場の中西康宏氏にご教示いただいた．
8 野島〔3〕参照．



いようである．しかし，白化後，長期間回復のきざしがみえないこともあり，その他の環境ス

トレスが副要因として関与しているのではないか，あるいはサンゴの回復が遅れている原因と

なっているのではないかとの疑いが今もたれている．

　与論島においても，地域住民が日常的にリーフ内の礁池に入り会って水産物をとるという「お

かずとり」的な慣習が現在に至るまで続いており，地域住民もサンゴ礁の海を非常に重要視し

ていて，サンゴ礁の衰退に関しては一般の地域住民も非常に危機感を持っている．島の生活の

中でサンゴ礁の変化を通時的に見続けてきた島民の中には，劣化の原因に関しても，この間の

島内の変化と結びつけて様々な意見を持っている9．たとえば，昔はほぼ島の大きな部分を覆っ

ていた森林が土地改良事業等により切り開かれて農地になっているが，そのような森林の減少

との関係を指摘する島民もいる．土地改良事業に関しては，事業を行われるのに並行して農地

での地下水利用が高まり，地下水脈が変化して海中での地下水の湧水が減少したことの影響を

指摘する声もある．また与論島の海岸部の，シュバナ，浜ヒルガオ，草トベラ，モンパの木，

リューゼツラン，アダンといった特有の海岸植生が近年護岸工事等により減少しているが，こ

れとサンゴ礁の劣化を結びつけ，海岸植生の回復を訴える運動もある10．その他にもお決まり

の工事現場からの赤土流出や生活排水の問題も懸念されている．だが，これらは島民の生活実

感のレベルにとどまり，科学的調査によってサンゴ礁劣化との関係がきちんと示されているわ

けではない．

　そのような中，深見は陸水（表層水および地下水）5 地点，海水 13 地点の採水調査を継続す

る中で，陸水の採水ポイントでは窒素・リンといった富栄養化物質の濃度が（有機態・無機態

ともに）かなり高くなっており，海水に関してもポイントによっては通常のサンゴ礁海域の数

十倍のオーダーで富栄養化物質の濃度が高くなっているという結果を見出し，サンゴ礁劣化と

関連している可能性があることを指摘している11．ただし，このオーダーの富栄養化がサンゴ

礁にどのような影響を与えるかは未だよくわかっておらず，サンゴ礁劣化との関係は不分明で

ある．

　種々の要因との関係が指摘されるが，それぞれの要因とサンゴ礁劣化との関係ははっきりし

ないという与論島のケースは，新保〔3〕のサンゴ礁劣化要因の分類でいえば，5)要因不確実性

型の範疇に属する．

　先述の通り，与論島は集水域と生活域が一致しており，地下水が富栄養化しやすい条件を持

っている．与論島においても，サトウキビ農業と畜産が共にさかんであり，昭和 50 年代以降，

                                                  
9 町役場，島民に対するヒアリングの他，2005 年 2 月 28 日に行われたウルプロジェクト

（後述）に関する意見交換会で示された意見等に拠る．
10 「愛・平和・ちゅら島 ヨロン島の蘇生」のパンフレットより．
11 深見〔6〕参照．



地下水の富栄養化が問題化している．上記の深見の観測結果もこのような問題と無関係ではな

いはずである．また透水性の高い地質条件は，逆に富栄養化した地下水が周辺海域に影響を及

ぼしやすいということでもある．むろん人間活動によって自然界に排出された富栄養化物質は，

与論島のような絶海の孤島では速やかに海水に希釈されるため，量のオーダーとしてどの程度

サンゴ礁劣化と結びついているかという点は今後さらなる検討が必要であろう．しかし，地下

水の富栄養化は，行き過ぎるとそれ自体人間の健康に悪影響を及ぼす可能性があり，重大な問

題である．

　まず現在，与論島の地下水は，どの程度富栄養化しているのだろうか．最新の主要水道水源

の検査結果は表 1 の通りである12．水道法による水質基準が 10mg/L 以下であるから，これらの

数値は相当に高いと考えてよい．

　表 1　水道水源の硝酸性窒素濃度（検査期日：H18.9/27-10/17）

水源 硝酸性窒素濃度 水源 硝酸性窒素濃度

古里第 1 7.0 古里第 5 6.7

古里第 2 10.4 古里第 6 5.8

古里第 3 6.9 麦屋第 1 6.2

古里第 4 6.5 麦屋第 2 6.5

（単位：mg/L）

次に，その年次変化は図 1 の通りである．昭和 59 年の段階ですでに相当硝酸性窒素濃度がか

なり高くなっており，年度によっては一部水源で水道水の水質基準を超過していることが分か

る．また，平成 12 年までは水道の蛇口水の硝酸性窒素濃度も相当の水準であるが，平成 13 年

度以降は低下している．これは与論町において平成 13 年度から稼働している海水の淡水化プラ

ントによるものである．すわなち，淡水化プラントで処理して窒素分を除去することにより，

水道水として供給されるレベルでは，2~2.5mg/L 前後（平成 18年の最新の検査結果では 2.5mg/L

（浄水（役場水道課蛇口））にまで抑えられているのである．

　このような地下水の富栄養化は，どの程度まで年代を遡るのだろうか．与論町水道課に残る

古い資料を参照すると，ごくごく断片的な検査結果であるが，昭和 50年 5 月の古里第 1~第 4，

立長，麦屋，那間水源の硝酸性窒素濃度は 0.09~0.18mg/L という通常の汚染されていない地下

水のレベルにとどまっており，また昭和 53年 4 月の水道給水栓の検査結果も 0.005mg/L とごく

低い値である13．昭和 54年 8 月の検査結果は，古里第 1~第 3，麦屋，那間水源で 7.5mg/L と

                                                  
12 ただし，硝酸性窒素濃度が高い一部水源は，使用が中止されている．
13 ただし，一部の水源で突発的に高い数値が観測されることもあったようである．たとえ

ば，麦屋第 1 水源で昭和 49 年 12 月 2.30 mg/L，50 年 1 月 4.20 mg/L，那間水源で昭和 42

年 11 月 2.50 mg/L，46 年 12 月 5.00 mg/L，古里第 1 水源で昭和 47 年 6 月に 8.00 mg/L とい



いう高い数値を示し，それ以降，数値は変動しつつも高い水準に張り付いている．
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図 1　与論町の主要水道水源の硝酸性窒素濃度の年次変化

出典：与論町水道課資料（値は毎年 9 月の水道法に基づく定期検査結果のもの）．

このような地下水の富栄養化はどのような要因によって引き起こされたのであろうか．与論

島の地下水質について調べた川迫他〔8〕は，昭和 58年度~平成 2 年度の水道法に基づく上水

道精密試験結果の経年変化を分析し，窒素濃度が 1.0mg/L を超え始めた時期を昭和 43年と推定

し，「与論島の化成肥料の施肥量が急増した時期とほぼ一致」するとして，「化成肥料の使用料

の増加」が地下水の硝酸性窒素濃度増加の要因の一つであることを指摘している．しかし，こ

の富栄養化時期の推定は，たかだか数年分，しかも一つの水源のデータのみから計算した窒素

濃度上昇率を過去にのばす形で推定しているため，その妥当性に関しては注意が必要である．

また畜産や生活排水の状況との関係も分析されておらず，それらの要因との関係も依然疑われ

る．

                                                                                                                                                    
った値が記録に残っている．



ここまでを整理すると，(1)サンゴ礁劣化の原因として，一時的な高水温以外に，富栄養化物

質の海域への排出や島の森林・海岸植生の減少等さまざまな要因が指摘されているが，具体的

な因果関係は必ずしも照明されておらず，不確実性が大きい，(2)その中で富栄養化物質の起源

は，地下水水質の調査結果や同様の問題を抱える他島での研究（後述）からの類推により，サ

トウキビ農業起源の化学肥料や家畜排せつ物，生活排水などが予想されるが，これもまた十分

な科学的証拠があるわけでない，という状況である．

このような要因不確実性型のケースでは，4 節で述べた環境政策の範疇の内，指令・統制ア

プローチや経済インセンティブ・アプローチは採用しづらい．直接規制や環境税等の方式はあ

る種の強制性があるため，要因が不確実な場合は採用が困難であるし，環境補助金も因果関係

や効果が解明されない限り，財源を見つけることは困難であろう．加えて，富栄養化物質の排

出は 4 節で述べた非点源汚染の形を取ることも見逃すべきではない14．結局のところ，農業者

を含む地域住民の間で一定の環境目標に合意し，それぞれの主体がその実現に向けて自発的に

対策を取るという自発的アプローチを中心とする以外に，対策は困難である．

同様の地下水の富栄養化問題を抱える沖縄県の宮古島では，昭和 63年に「宮古島地下水水質

保全対策協議会」が立ち上げられ，そこをベースに地元研究者をはじめとする関係主体が長期

に渡って共同して調査・研究が進められた15．その中で宮古島の地形・地質条件が天然のライ

シメータをなすということを利用して，地上の活動と地下水の関係が究明され，肥料，家畜ふ

ん尿，生活排水等が主要な窒素源となって地下水に影響を及ぼしていることが明らかにされた

16．その結果を元に，サトウキビ農業の施肥方法の改善（施肥時期の調整や緩効行性肥料への

切替），家畜排せつ物対策（野積み，素掘り等不適切な管理の解消と堆肥化処理推進），生活排

水処理対策（地下浸透処理から下水道処理への切替推進）などの面で提言がなされた．対策は

基本的に市民や農業者に対する啓蒙が主たる手段となっており，その推進には多くの困難があ

るようだが，結果として近年は硝酸性窒素濃度に関して若干の改善がみられるようになってい

る．それは，長期間継続する詳細な地下水水質関係の調査と，その各年度の公表，そしてそれ

らのデータをもとにした啓蒙活動という，地道な科学的調査と啓発のプロセスが一定の効果を

上げているのだろう．

                                                  
14 ただし，実際問題として，家畜排せつ物の問題に関しては，すでに家畜等排せつ物処理

法があり，10 頭以上を飼養する農家に関しては適切な処理や管理が義務づけられており，

「裾切り」されている 9 頭以下飼養農家に関しても与論島では町営の堆肥センターが整備

され有効に運用されており，一定の道筋がついている．詳細は，緒方〔9〕を参照．
15 この段落の記述は，中西〔7〕を参照．
16中西〔7〕によれば，1998 年度で肥料 35.6%，家畜ふん尿 31.4%，生活排水 16.4%という

寄与率になっている．



宮古島の経験は，十分な科学的調査による因果関係の解明がまず重要であることを示してい

る．しかし，与論島はまだ地下水の富栄養化の要因や，あるいは富栄養化物質の海域への排出

のサンゴへの影響等に関して十分な科学的調査がなされているとは言えない．また先述したさ

まざまな要因とサンゴ礁劣化の要因も不明である．与論島の場合も，まず長期的に調査・研究

を継続し，これら問題についてそれぞれ明らかにしていくことが重要である．この点に関して

は，我々研究セクターの自発的な研究努力と共に，行政による調査研究体制の整備が必要であ

ろう17．

しかし，結果が出揃うまで対策を棚上げするのもまたあまり得策ではない．地下水の富栄養

化はたとえサンゴ群集に影響を与えていなくとも，人間の健康や生命に影響を及ぼす重要な問

題であるし，森林や海岸植生の回復といった課題も一般の環境対策の範疇に含まれる．住民や

地域のステークホルダーの間で適切な合意があれば，要因に不確実性が残る状態でも何らかの

対策を有効に進めていくことは不可能ではないと考えられる．特に与論島のように，人口規模

が小さく，住民の多くがサンゴの海の恩恵を受けている（いた）ような小さなコミュニティで

は大いに望みがあるだろう18．

与論島においては，サンゴ礁劣化に対する危機意識を高めた地域住民と行政が一丸となって，

2005 年頃からサンゴ礁の再生プロジェクトを立ち上げている．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．活動内容としては，リーフチェックやサンゴ食巻貝・オニヒトデの

駆除，地元の子供達への環境教育，前出野島のサンゴ礁再生調査への協力といったことが主要

なものである19．実際の活動に携わるのは，現在のところダイビング関係者等を中心にごく少

人数である．だが，脚注18でも述べたとおり，一般住民によるリーフ内での日常的・生活的漁

業が根付いており，サンゴの海に対し一般住民も強固な愛着・誇り，利害を有している．ウル

プロジェクトの活動や参加主体をより広い範囲に広げていくことは可能であろう．ただしそれ

には，研究セクターによる継続的な調査・研究とその成果の適切な提示，及びその内容に関す

る研究セクターと住民の間の適切なコミュニケーション，住民間の合意形成のサポートといっ

                                                  
17宮古島における地下水水質の調査研究体制は，宮古島本島の 4 市町村（ただし 2005 年 10

月に合併して現在は宮古島市になっている）と宮古島上水道企業団が中核となっている．
18 漁業法上はかなりの問題があるが，与論島では漁協組合員以外によるリーフ内での生活

的漁業が日常的に根付いている．漁協組合員の漁業は沖合でのものが主でありあまりバッ

ティングしないこと，古来の慣習に裏打ちされており住民側として問題のある行為である

という自覚がすくないこと，そのため漁協側としてもなかなか非組合員の住民を説得しづ

らいことなどから，このような習慣が継続しているものと考えられる．
19 実は逆に野島の調査自体がウルプロジェクトの支援という形で始まっている．



た努力が前提になる20．このようなあり方を，リスクに関して同様の手法・考え方を取るリス

ク・コミュニケーションの概念から類推して，暫定的に科学コミュニケーションと呼ぶことに

しよう．

このような考え方にはリスク・コミュニケーション以外にもいくつかの類似事例がある．

たとえば，その一つとして，野生シカ頭数増加による希少植物の絶滅リスク増大問題をめぐ

る事例を見てみよう21．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〔10〕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，サンゴの海のワイ

ズユースに関しても同様なアプローチ方法を研究し，実践していく必要があるだろう．

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

                                                  
20 住民側の伝統的な生態学的知識 (Traditional Ecological Knowledge: TEK)を活かした研究

方向の修正といった局面も予想される．
21 この段落の記述は，矢原〔10〕を参照した．



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．

以上の問題意識に基づく研究の，本年度における成果は下記の通りである．

第一に，CVM において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（業績[1]）．

第二に，高知県柏島周辺海域のサンゴの海を事例に，CVM を実際に適用し，その経済価値を

開閉尺度で評価すると共に，支払行動方程式を推定して，その WTP (Willingness To Pay; WTP)

の規定要因の特徴を分析した（業績[2]）．

第三に，サンゴの海のレクリエーション便益を評価する新しい手法を提案すると共に，その

手法を実際に適用してみて，その方法論上の意義や問題点を検討した（業績[3]）．すなわち，

仮想状況行動法(Contingent Behavior; CB)の一つのバリエーションとして，回答者の居住地

からの旅費を示し，その条件の下でレクリエーション地を訪れる頻度を尋ねることにより，

訪問による消費者余剰を評価するという方法を提案し，高知県柏島周辺海域のサンゴの海のレ

クリエーション便益評価に実際に適用した．調査により収集したデータから旅行頻度方程式を

推定し消費者余剰額を計算すると共に，その方程式を用いた計量経済学的検討を通してこの手

法の方法論上の問題点を析出し，改善方向を提案した．

【引用文献】

〔1〕 新保輝幸・諸岡慶昇・飯国芳明 (2005) 「海のコモンズ・山のコモンズ(2)」『海洋と

生物』27(6), 579-587.

〔2〕 原田幸子・婁小波・新保輝幸・工藤貴史 (2005)「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_」『日本沿岸域学会研究討論会 2005



講演会論集』18, 82-87.

〔3〕 新保輝幸 (2007)「サンゴの海のワイズユースの経済学的検討」『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』

（平成 16~18年度科学研究補助金（基盤研究(B)）研究成果報告書，研究代表者：新保輝幸）,

13-39.

〔4〕 沖縄県文化環境部 (2004)『平成 15 年度サンゴ礁保全対策支援事業報告書』沖縄県文

化環境部.

〔5〕 野島哲 (2007)「与論島のサンゴ礁の現状と再生に向けた取り組み」『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』（平成 16~18 年度科学研究補助金（基盤研究(B)）研究成果報告書，研究代表者：新

保輝幸）, 40-50.

〔6〕 深見公雄 (2007)「与論島周辺海域の水質環境と流入陸水がそれに与える影響」『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』（平成 16~18 年度科学研究補助金（基盤研究(B)）研究成果報告書，研究

代表者：新保輝幸）, 40-50.

〔7〕 中西康博編著 (2002) 『サンゴの島の地下水保全－「水危機の世紀」を迎えて－』宮

古島地下水保全対策協議会, 182 頁.

〔8〕 川迫倫子・川島月夫・米澤守光・北園正人 (1991)「鹿児島県の地下水質について（第

4 報）－離島地域与論島－」『鹿児島県衛生研究所報』27, 57-81.

〔9〕 緒方賢一 (2006)「循環型社会の形成と農業_家畜排せつ物処理を中心に_」『高知論叢』

86, 75-103.

〔10〕 矢原徹一 (2006)「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, 212 頁）, 168-187.

（３）業績

(1)学術論文

1. 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－ 」『農林業問題研究』42(1), 33-38, 2006.

(2)著書

1. 新保輝幸「サンゴの海のワイズユースを考える」高橋正征・久保田賢・飯國芳明編『黒潮

圏科学の魅力－人と自然の「新しい」共生をめざして－』（ビオシティ）, 102-113, 2007.

(3)学会報告

1. 新保輝幸「サンゴの海の生物多様性の経済評価－高知県柏島の海を事例として－」第 56



回 地域農林経済学会大会, 2006.

2. 新保輝幸「高知県柏島の「サンゴの海」のレクリエーション便益の評価」2007 年度日本

農業経済学会大会（ポスター報告）, 2007.

3. Shinbo, T., "Socioeconomic Analysis of "Coral Sea": Who Governs Coral Sea?" Seminar

in Bicol University　(Tabaco, Philippines), 2006/8/15.

○研究成果報告書
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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 18年度 450 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 18年度 370 万円）.

新保輝幸（研究分担者）「エコロジカルリスク管理と自然再生」（研究代表者：浅野耕太）文

科省科研費 特定領域研究「持続可能な発展の重層的ガバナンス」, 2006-11 年, 6 年間

で 6540 万円(平成 18年度 1170 万円）.

○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）

　本年度は，四万十川からの沿岸域への栄養塩の供給による河口域から沿岸域にかけての生物

生産への影響を明らかにすることを目的とした．さらに，仁淀川および物部川も調査すること

によって，四万十川の特異性および土佐湾全体の生物生産力の要因を見出すことも試みた．以

下，主な調査･研究内容とそれぞれの成果を示した．

　上流部において伊野町のヒノキ林において，経時的に降水および土壌溶液を採取・分析し，



養分動態を解明した．四万十川，仁淀川，物部川から供給される栄養塩が浅海域の夏季基礎生

産の向上に貢献していることが示唆された．河口域をニッチェとする一次生産者の海産水草「コ

アマモ」の現存量の把握を昨年に引き続いて四万十川と，比較のために鏡川で実施した．四万

十川産スジアオノリには，異なる２つの生殖型（有性型と無性型）があり，河口域での生育分

布に違いがあることが明らかになった．河口域の底生生物相を調査し，仁淀川，物部川等の干

潟との比較を行い，その特殊性を明らかにした．泥底の地点の群集を比較すると四万十川と浦

戸湾，仁淀川と物部川がそれぞれクラスターを形成し仁淀川，物部川とはかなり異なり，さら

に，ヨシ原とコアマモ場が発達するため，それぞれの群集が形成され総じて仁淀川･物部川と比

較して多様であることが窺えた．四万十川河口域で毎月動物プランクトンの採集を行い，優占

汽水種の季節変化と水平・鉛直分布を把握し，沿岸域とは全く異なる生物群集が形成されてい

ることが明らかになった．

　一方，足摺岬周辺海域の魚類プランクトンの水平分布が，当海域の物理条件に対応する特性

を有することを解明した．土佐湾西部におけるマイワシ卵・仔魚の出現およびシラス漁場への

仔稚魚の加入について明らかにした．

　物部川・仁淀川・四万十川の河口域と周辺海域での調査から，アユ仔稚魚は主に河川水の影

響範囲に分布し，生まれた川に回帰する可能性が高いと考えられた．

　以下に，１８年度当初における各小課題の研究目的概要を挙げる．

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」

研究代表者名：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，スジア

オノリ藻体から実験室内で胞子を放出させ，性別判別を行うとともに，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」

研究代表者名：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る物質動態とそこからの水･砂･栄養塩の供給の実態」

研究代表者名：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地において，村おこしのためのイベントとして焼畑が行われる．

そこで焼畑による土壌生態系への影響を，土壌理化学性や微生物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，さらに人をひと

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・生態からみた黒潮と四万十川の生物相の歴史的因果関係の解

明」

研究代表者名：原田哲夫（教育学部）

概要：本研究課題は昨年度より新たに加わったものである．淡水域から海洋まで広く分布する

アメンボ科昆虫に着目して、四万十川の上流から下流そして，沿岸域，黒潮流域に到るアメン

ボ科昆虫の生息の実態の特徴を浮き彫りにする．また，四万十川の最も上流の渓流に棲むシマ

アメンボは形態がｳﾐｱﾒﾝﾎﾞ類に似ており，分類学上はｳﾐｱﾒﾝﾎﾞ亜科に属する．このように，四万

十川の始点と終点にｳﾐｱﾒﾝﾎﾞ類が生息しているのは興味深い事実である．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つの側面により，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，それをモデルに，生き物の多様性獲得を明らかにすること

を目的とする．

各小課題の平成１８年度研究概要

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

　１．魚類再生産

　　１）ヒラメ類

　ヒラメ成魚の分布が少ない太平洋沿岸にて, 近年, 土佐湾中央沿岸域では浮遊期仔魚が比較

的多く出現することが明らかとなった（鐘, 2006）. そこで, 土佐湾でのヒラメ仔魚の正体を

明らかにするため, 仔魚の詳細なる分布と体長の季節変化および消化管内容物を明らかにする

ことを目的とした.

　高知県仁淀川河口沖において, 2005 年 12 月から 2006 年 5 月に月 1-2 回の頻度で, 早期仔魚

の採集のために稚魚ネット（口径 1.3 m, 網目 0.5 mm）を用いて, 距岸約 9 km以内, 水深約 70

m までの定点で傾斜曳と層別水平曳を行った. 他方, より発育の進んだ仔魚の採集のためにシ

ラスパッチ網を用いて, 同期間に月 1 回, 各 15 分間の曳網を行った. 動物プランクトンを採集

するためにノルパックネット（口径 45 cm, 網目 0.1 mm）を用いて, 鉛直曳と層別曳を行った.

　稚魚ネットでは, 卵黄嚢期から変態中期の仔魚（2.1-10.9 mm BL）が 1 月から 4 月にかけて

出現し, 盛期は 1 月と 2 月 20 日の 2 回みられた. 水平的には, 卵黄嚢期と変態前期の仔魚は岸



寄りに多い傾向を示したが, 前変態期の仔魚は岸から沖にかけて広く分布した. 一方, 鉛直的

には, 前変態期の仔魚では表層から底層に分布していたのに対し, 変態前から中期の仔魚は水

深 10-20 m 層に分布した. シラスパッチ網では, 前変態期から変態中期の仔魚（5.8-12.5 mm BL）

が, 2 月から 4 月にかけて出現し, 水深 10 m 地点から沖にかけて分布していた.

　消化管の内容物は, 前変態期以降では, 主に尾虫類ハウスと糞粒であり, 発育が進むにつれ

てこれらを摂食する頻度が高くなった. 一方, 他海域で多く摂食されている尾虫類虫体は, ほ

とんどみられなかった. これらの結果から, 土佐湾のヒラメ仔魚は他海域に比べて特異な摂食

生態を持っている可能性が示唆された.

　　２）ウナギ類

　本研究は, 土佐湾のシラス漁場にて調査を行い, 浅海域におけるレプトの出現動態を把握す

るため, 種組成とその季節変化を明らかにすることを目的とした.

2. 調査は, 高知県の主要なシラス漁場である 3 海域において, 2001 年 10 月~2006 年 12 月に

かけてシラスパッチ網を用いて行った.

　3目8科30種以上のレプトが採集された. 海域間でみると, 種数は, ほぼ変わらなかったが,

CPUE（尾/統）は, 中央部で最も多く, 西部で少なかった. また, 種数と CPUE は, 夏季に増加

し, 冬季に減少する季節変化がみられた.

　出現上位 5 種は, マアナゴ, カライワシ, イセゴイ, ハモおよびシマイトアナゴであった.

調査海域の水温が上昇し, 塩分が低下し始める 5 月を境として, 組成は大きく変化した. ほぼ

周年出現した種はカライワシのみで, その他の種は, 季節に限って出現した.

　優占種である, カライワシ, イセゴイ, マアナゴは, 変態直前の個体が出現し, 体長組成に

は, 経月変化がないことから, 滞在は短期間であること, 他方, ハモは, 伸長期から変態直前

の個体が出現し, 月を追って体長が大きくなることから, 比較的長く滞在することがそれぞれ

示唆された.

6. 以上より, カライワシ, イセゴイ, マアナゴのような種にとって浅海域は, 変態を行なう場

所, ハモのような種にとっては, 浮遊期の大部分を過ごす場所とそれぞれ位置づけられ, レプ

トにとっての浅海域の役割は, 種によって異なることが考えられた.

　　３）イワシ類

目的　土佐湾西部のシラス漁場におけるマイワシ仔稚魚の動態把握

期間　平成 18年 11月から平成 19年 3 月

海域　土佐湾西部入野沖の浅海域（水深 5，10，15，20m の 4 ライン、20m のみ層別）



方法　シラスパッチ網漁船による試験操業および水温・塩分観測

① 調査年月日

調査期間中に、月 1 回の頻度で計 5 回のサンプリングを実施（調査日は下記のとおり）

・ 平成 18年 11月 22日

・ 同年 12月 22日

・ 平成 19年 1 月 19日

・ 同年 2 月 15日

・ 同年 3 月 23日

② 成果

水温・塩分　調査海域の表層水温は 11月（22.2℃）から 2-3 月（17.4-17.6℃）にかけて低下

し、表層塩分は 11月から 1 月にかけて上昇し、3 月にかけて低下した。水温、塩分は、水平的

には岸から沖にかけて、鉛直的には表層から底層にかけてわずかに上昇した。

採集結果　試験操業により合計約 34万尾の仔稚魚を採集した。主な出現種は、①ウルメイワシ

（36.9％）、②マイワシ（34.2％）、③キビナゴ（20.2％）、④カタクチイワシ（8.4％）で、

これら 4 種で全体の 99.7％を占めた。魚種組成は時期によって変化し、11月はキビナゴが、12

月と 2 月はマイワシが、1 月はウルメイワシが、3 月はカタクチイワシがそれぞれ優占した。マ

イワシは主に 12-3 月に採集され、2 月の採集量が最も多かった。水深別にみると、11-2 月では

20m 深で多く採集されたが、3 月では 15m 以浅にほぼ均一に分布していた。水深 20m における層

別採集では、マイワシは下層（21.6％）に比べ上層（78.4％）で多く採集された。

　　３）アユ

　高知県の主要河川沖におけるアユ仔魚の沿岸に沿った水平分布を調べ, それを 3 河川間で比

較することによってアユの母川回遊の可能性を検討した. さらに, 3 河川において, 仔魚の消

化管内容物および餌環境を比較することで, 海域間での生残の相違を検討した.

　仔魚の採集は, 四万十川, 仁淀川および物部川の各河口沖を中心に設けた水深 10-50 m （主

に 10 , 20 m）底深の定点において, 2005 年 10月から 2006 年 2 月まで月 1 回, 稚魚ネット（口

径 1.3 m, 網目 0.5 m）で表層曳を行った. 動物プランクトンは, ノルパックネット（口径 45 cm,

網目 0.041 mm）を用いて, 水深 2 m から表層までの鉛直曳を行った. 水温・塩分および流向・

流速はそれぞれ STD と ADCP で測定した.

　四万十川河口周辺では, 河川水はあまり海域へ広がっていない傾向がみられた. それに伴い,

仔魚は, 河口外と比較して河口内に圧倒的に多く分布していた. 他方, 仁淀川および物部川河

口周辺では, 仔魚は, 河口前面付近に多く分布し, 両河川からの仔魚の分布はほぼ隔離される

傾向にあった. 以上から, 四万十川では, 多くの仔魚が河口内に残留すること, また, 仁淀・



物部川では海域に出たとしても沿岸域ではあまり広がらないことから, 3 河川ともアユ仔魚は

母川に帰る可能性が高いと考えられた.

　仔魚の消化管内容物は, どの水域でも Paracalanus type と Oithona のノープリウス期と

Paracalanidae spp. と Oithona のコペポダイト期以降が多くみられ, 共通していた. 消化管内

と環境中のカイアシ類組成を各水域でみると, 仔魚は, 環境中に多い種を摂食している傾向が

みられた.

平均摂食率と平均食物数/1 尾をみると, 四万十川河口周辺で 34.5%・0.7, 仁淀川河口周辺で

56.0%・1.7, 物部川河口周辺で 43.6%・1.1 であり, 環境中におけるカイアシ類の密度（個体/L）

が, 四万十川河口周辺で 14.0, 仁淀川河口周辺で 39.9, 物部川河口周辺で 20.1 であったこと

から, カイアシ類の摂食量は環境中の密度に大きく左右されることが示唆された.

　高知県の主要河川である, 四万十, 仁淀, 物部の各河川河口内およびその周辺に位置する砂

浜海岸砕波帯におけるアユ仔稚魚の分布および成長を比較し, 河川間の生残・減耗を検討した.

仔稚魚の採集は, 砂浜海岸砕波帯および河口内では, 10~5 月までに月 1 回, 小型曳網によっ

て行った. シラス漁場では, 四万十川圏と仁淀川圏において, 10~4 月にかけて月 1 回, シラ

スパッチ網（最終袋網の目合約 2 mm）を用いてそれぞれ行った. 遡上してきた稚魚を対象とし

た調査は, 3~6 月に毎月 1 回（4, 5 月は 2 回）, 物部川河口より上流 1.5 km で投網（目合 10 mm）

を用いて採集した.

　仔稚魚は, 砕波帯において, 四万十川圏では 11 月から 4 月に, 仁淀川圏では 10 月から 4 月

に, 物部川圏では 11 月から 3 月に出現し, 河川間で出現期間に長短がみられた. 河口内では,

四万十川圏で 12 月から 4 月の間, 継続的に多く出現したが, 仁淀川圏と物部川圏では, ほとん

ど出現しなかった. このことから, 四万十川圏では成育場となっているが, その他 2 河川では,

成育場として利用されていないと考えられた.

　仔稚魚の滞在期間と成長をみると, 各圏の砕波帯では, 早生まれほど滞在期間が短く, かつ

成長率が高かったのに対して, 遅生まれは, 滞在期間が長く, かつ成長率が低かった. 一方,

河口内では, いずれの月にフ化した個体でも滞在期間は長く, 成長率はコホート間で, ほとん

ど違いはみられなかった.

5. 流下量, 沿岸域での出現量, 砕波帯および遡上稚魚のフ化日組成をそれぞれ比較してみると,

流下から沿岸域, 砕波帯および遡上にいたる, どの段階で減耗が高いかは各河川圏で異なるこ

とが暗示された.

　２．河川流域から土佐湾沿岸域にかけての栄養塩およびクロロフィルの動態に河川間の比較

　土佐湾西部沿岸域の栄養塩と Chi.a の分布：4 月~9 月の間では，四万十河口に最も近い定点

が高く，河口から離れるに従い減少する傾向を示し，足摺半島突端ではごく微量しか存在して



いなかった．また，Chl.a も四万十河口に最も近い定点が高く，足摺半島突端の Chl.a は低い

傾向を示し，河川からの栄養塩供給が沿岸域の基礎生産の向上に寄与していることが示唆され

た．

　仁淀河口地先~物部河口地先の栄養塩と Chl.a：仁淀河口地先および物部河口地先とも，栄

養塩は河口に近い地点が多く，離れた地点では少なかった。ただし，Chl.a は一貫した特徴は

見られず，栄養塩濃度との関連は不明瞭であった．

　河川水が沿岸の栄養塩分布に及ぼす影響：沿岸の各地点における塩分と栄養塩との相関係数

は，Si，N，P の順で高く（負の相関），沿岸の栄養塩のうち Si は陸水依存度が強いことが示唆

された．また，四万十，仁淀，物部の各地先沿岸の N/P 比，Si/P 比の変動は 2005 年 12月-2006

年 3 月の間は，それぞれ河川の N/P 比，Si/P 比と乖離していたたものの，5-9 月の間は河川の

それに接近し，河川の影響力は梅雨期から夏季にかけて強くなると考えられた．

　河川の栄養塩：N は仁淀>物部>四万十，P は一貫した特徴無し，Si は四万十>仁淀>物部の順

となった．

　四万十川の栄養塩と河川付着藻の Chl.a：2005 年 10 月から 2006 年 7 月までの結果を整理す

ると，不明瞭ながらも N，P，Si と Chl.a とは負の相関を示し，付着藻の生育状態が河川の栄養

塩濃度を左右している可能性が示唆された．

　10月以降では解析はまだ不十分であるが，途中結果を以下に述べる．

土佐湾西部沿岸域の栄養塩と Chi.a の分布：Si は四万十河口に最も近い定点がこれまでの結果

と同様に一貫して高く，N と P については明瞭な特徴は見られなかった．また Chl.a は四万十

河口から最も遠い足摺半島突端が他の地点よりも僅かに低い状態で推移した．

　仁淀河口地先~物部河口地先の栄養塩と Chl.a：N と P は仁淀河口地先や物部河口地先に比べ

て，浦戸湾口に近い地点が高い傾向を示し，Si と Chl.a については一貫した特徴は見られなか

った．

　河川の栄養塩：概ね N と P は仁淀>物部>四万十，Siは四万十>仁淀>物部の順となった．

　四万十川の栄養塩と河川付着藻の Chl.a：2006 年 10 月から 2007 年 2 月までの結果を整理す

ると，栄養塩と Chl.a との間の関係に明瞭な特徴は見られなかった．四万十川の上流部，中流

部，下流部における栄養塩と付着藻の Chl.a を比べると，N は下流部，Si と P は上流部，Chl.a

は中流部がそれぞれ高い状態で推移した．
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研究助成金，(財)クリタ水･環境科学振興財団，2006 年度，40万円．

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

　１．スジアオノリ

　四万十川、仁淀川、物部川におけるスジアオノリの繁茂状況と生殖型頻度の調査、および塩

分と水温の記録を 2006 年 4 月から 2007 年 3 月にかけて原則として月 1 回の頻度で行った．生

殖型はサンプルを研究室に持ち帰って培養し、生殖細胞を放出させて調べた。尚，毎月の大潮

時の 3 日間を 3 河川の生態調査に費やした。

　その結果，四万十川では河口から上流 6-7km の広い範囲でスジアオノリが分布し、有性生殖

型が上流、無性生殖型が河口に生育することがわかった。仁淀川では上流 3-4km に分布し、無

性生殖型のみが生育した。物部川ではごくまれにスジアオノリの生育が認められたが、河口か

ら数 100m の狭い範囲であった。

　２．底生生物群集

　　高知県内 5 カ所 26 地点の干潟で、環

境省第６回自然環境保全基礎調査に準じた

半定量調査を行った（図１）。採集日と地

点は以下の通りである。A 四万十川支流竹

島川、2006 年 9 月 7 日~8 日(干潟５地点，

アマモ場１地点、ヨシ原 2 地点)、B 下ノ
図１　調査地点



加江川、2006 年 9 月 8 日 (干潟 3 地点、アマモ場１地点、ヨシ原１地点)、C 仁淀川、2006 年 8

月 23 日と 9 月 20 日(干潟 5 地点、ヨシ原１地点)、D 浦戸湾、2006 年 8 月 24 日(干潟４地点)、

E 物部川、2006 年 9 月 21 日(干潟 3 地点)。地点間の類似度行列を求め生物群集の多変量解析を

行った。

　５地域 26 地点の底生生物群集を、四万十川と浦戸湾の干潟（Group 1）、アマモ場（Group 2）、

仁淀川と物部川の干潟（Group 3）、ヨシ原（Group 4）の、４つのグループに分けることができ

図２　Bray-Curtis 類似度指数行列に基づく非計量的多次元尺度構成法（ＭＤＳ）の結果．

た（図２）。つまり、泥底の地点の群集を比較すると四万十川と浦戸湾，仁淀川と物部川がそれ

ぞれクラスターを形成し仁淀川，物部川とはかなり異なった。四万十川には、さらに，ヨシ原

とコアマモ場が発達するため，それぞれの群集が形成され総じて仁淀川･物部川と比較して多様

であることが窺えた。
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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

　コアマモの分布域の情報は国内でもいくつかとられているが、生物量や生産力に関する情報

の集積は国内外で見あたらない。そこで、昨年度は四万十川において、現地調査を実施して四

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

推定値を得た。今年度は、引き続き四万十川を調査し、さらに高知市内の鏡川でも同様の調査

を実施して現状把握を試みた。

コアマモが広く分布している水深の深い地域と浅い地域を選び、それぞれの場所で 40cm2 の

坪刈りを実施して、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。

水深の深い場所は葉長が長く、浅い場所は短い。四万十川では、株数は葉長の長い群集は

5,048/m2、短い群集は 7,038/m2 で、葉長の短い群集が高密度であった。前者の群集の平均葉長

は 33.1cm、後者は 21.6cm で、平均葉長には 1.5 倍の違いが確認された。鏡川のコアマモ群落

は平均草丈、シュート密度共に四万十川の２つの群落の範囲内に入った。四万十川と鏡川のシ

ュートを比較すると、鏡川のシュートの地下部の大きさが際だっていることが確認された。

　さらに、興味深いことに、四万十川と鏡川のコアマモの現存量（総量）は大差ないことも判

定した。四万十川と鏡川の河野規模から考えると、前者は後者に比べて桁違いの大きさをもっ

ているのもかかわらず、コアマモの生育環境としては互角になっている。
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２—Ｄ．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

【背景と目的】近年，河川や海洋の生物生産において，栄養塩の供給や移動に関する，森・川・

海の連関の重要性が指摘されている．従来，森林生態系における物質動態は，木材生産や酸性

雨問題に関連して研究されてきた．一方，高知県の森林は，酸性雨の原因とされる都市部から

の酸性降下物の影響はあまり受けず，むしろ夏季の台風や春季の黄砂を通して，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予想される．そこで，本研究では，河川への栄

養塩の給源としての森林の役割を調べるため，仁淀川流域に位置する高知県のヒノキ林におい

て，林外雨，林内雨，土壌溶液，渓流水を経時的に採取・分析することにより，ヒノキ林生態

系における養分動態のメカニズムを解明することを目的とした．

【方法】いの町成山地区の 35 年生のヒノキ林内に調査プロットを設けた（図 1）．2006 年 3 月



29 日に，プロット内に，林内雨採水装置を 5 反復で，土壌溶液採水装置を 3 反復で設置した．

土壌溶液は，土壌表面から深さ 10 cm および 30 cm でテンシオフリーパンライシメーター法に

より採取した．隣接する土佐七色の里に，林外雨採水装置（2 反復）と降水量モニタリング用

に転倒ます式雨量計(Daiki，DIK-0201)を設置した．2 週間に 1 度，水量を測定し，水試料を採

取した．水試料は，メンブランフィルター(_ 0.2 _m)でろ過後，分析に供試した．林外雨，林

内雨，土壌溶液の分析結果は，採水量で重み付けし，加重平均値とした．また，渓流水の試料

を，調査プロット下の斜面の渓流から採水した．一方，プロット内に土壌断面を作成し，土壌

試料を，表層から深さ 10 cm ごとに 50 cm まで採取した．試料は風乾後，2 mm のふるいに通し

て分析に供試した．

【結果と考察】図 2 に調

査期間中(2006 年 3 月 29

日~12 月 18 日)の降水量

を示した．平年と比較し

て，2006 年は，春季に多

雨であり，夏季には台風

が高知県上空を通過せず，

降水量が少なかった．調査期間中の総降水量は，3,110 mm であった．調査期間中の重要な降雨

イベントとして，4 月 10，11 日には台風並みの暴風雨（4 月 12 日試料；採水期間 2 週間中の総

降水量 462 mm の内，降水量 377 mm)，8 月 18，19日の台風 10号の接近(8月 29日試料；145 mm/117

mm）があった．林内雨量は，林外雨量の平均 74％であり，残りは樹幹流となるか，樹木に直

接吸収されると考えられた．一方，深さ 10 cm で採取した土壌溶液量は，林内雨量の平均 81％

であり，深さ 30 cm での土壌溶液量との比較から，土壌に浸透した降水のほぼ 100％が，速や

いの町

調査地

500m

仁淀川
国道194号線

国道33号線

約300 m

80 m
仏ヶ峠
420 m a.s.l.
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ヒノキ林
400 m a.s.l.

図 1．調査地の概要
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かに土壌下方に浸透するものと推察された．

林外雨，林内雨の pH と EC は，それぞれ pH 4.19~5.22，3.98~6.29，EC 0.56~3.39，0.74~10.11

mS m－1 の範囲であった．林内雨の方が，林外雨に比べ，溶存イオン濃度が高く，樹冠に保持さ

れた乾性降下物の寄与が考えられた．林外雨，林内雨とも，陽イオンでは Na+，陰イオンでは

Cl－，SO4
2－が溶存イオンに占める割合が高かった（図 3）．また，10 月以降の落葉期には，林

内雨では K+の割合が増加した．

次に，前述の台風の接近後に採取した 8 月 29 日の林外雨と，これと同程度の総降水量（146.5

mm）があった 5 月 9 日の林外雨の Ca2+，Mg2+，K+，SO4
2- 濃度について，海塩(ss)，非海塩(nss)

由来を計算により求め，結果を図 4 に示した．同様に，台風並みの暴風後に採取した 4 月 12 日

と，総降水量が 428.5 mm であった 5 月 22 日の林外雨についても，図 4 に示した．8 月 29 日と

5 月 9 日の結果を比べると，nss-SO4
2－と nss-Mg2+ 濃度にはそれほど差がなく，8 月 29日の方が ss-

SO4
2－と ss-Mg2+ 濃度が高かった．同様に，4 月 12 日と 5 月 22 日でも，ss-SO4

2－と ss-Mg2+濃度

が高かった．一方，Ca2+ 濃度をみると，全 Ca2+ 中に含まれる nss-Ca2+ の割合は 8 月 29 日の試

料で 45.4%，5 月 9 日 83.6％，4 月 12 日 92.6％，5 月 22 日 83.6％と春季の試料の方が，nss-Ca2+ の

割合が高かった．これらのことから，台風や台風並みの暴風雨時には，降水は海塩の影響を強

く受けること，また春季には黄砂の影響を受けることが明らかとなった．

図 3．林外雨，林内雨中の溶存イオン濃度組成
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表 1 に．調

査期間中の水

試料の溶存成

分量を示す．

無機態窒素に

つ い て は ，

NH4
+-N は土壌

中を浸透する

につれて減少

したのに対し．

NO3
－ -N は降

水，土壌溶液

で差はほとん

どなかった．

したがって，降水や土壌中の窒素は硝化を受けた後，速やかに土壌下方へ失われるものと推察

された．しかし，これらの合計量は，林外雨 5.71 kg ha－1，林内雨 5.06 kg ha－1 に対し，土壌

溶液では 10 cm で 4.18 kg ha－1，30 cm で 4.22 kg ha－1 であったので，森林への流入量のうち

30%程度は，生態系内に蓄積されると考えられた．リンについても，窒素と同様であり，流入量

のうち 50％程度が土壌に吸着・保持されたと考えられる．Cl－や SO4
2－は，負荷量より流出量が

多かったことから，溶脱により土壌から容易に失われると考えられた．K+ 量は，林外雨より林

内雨の方が多く，前述したように葉からの溶出のような内部循環が関係していると推察される．

一方，同じく 1 価の陽イオンである Na+ は，流出量の方が負荷量より多く，陰イオンと同じく

土壌から容易に失われる．Ca2+ や Mg2+ 量は，林外雨より林内雨の方が多く，深さ 10 cm の土壌

溶液中で最大となった．林外雨と林内雨の差は，黄砂や海塩が乾性降下物として樹冠に保持さ

れていたことによると考えられる．黄砂には，Ca2+ や Mg2+ の炭酸塩が多く含まれており，酸性

の降水と接触することにより溶解し，土壌中に浸透したと推測される．

表 1．調査期間中の水試料の溶存成分量(kg ha－1)

Cations Anions

　 Ca2+ Mg2+ K+ Na+ NH4
+-N 　 Cl- NO3

--N SO4
2- H2PO4

- 　SiO2

林外雨 5.17 2.57 1.81 18.1 2.41 27.5 3.30 33.5 0.11 0.58

林内雨 8.69 3.63 14.2 17.9 1.87 32.6 3.19 31.8 0.12 1.20

土壌溶液 10cm 12.4 7.38 13.9 27.9 1.15 46.1 3.03 47.8 0.07 23.7

土壌溶液 30cm 4.91 6.54 7.86 28.6 0.59 　39.5 3.63 40.8 0.05 　44.4
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図 4．林外雨の海塩由来，非海塩由来溶存イオン濃度



一方，ケイ酸については降水中にはほとんど含まれず，土壌溶液で大幅に増加した．一般に

ケイ酸は土壌鉱物などの風化により生成すると言われているが，本調査期間のような短期間で

は風化が主要な要因とは考えにくい．仮説に過ぎないが，土壌表面に堆積した黄砂が，酸性雨

により溶解されケイ酸が溶出したのかもしれない．

以上のことから，本調査地のヒノキ林は，養分の過度の流出を抑制し，一方で，河川や海の

生物生産に不可欠なケイ酸の給源となっていると考えられた．今後は，ヒノキ林でのモニタリ

ングを継続するとともに，プロットと反対側の斜面にスギ林があるので，そちらでも調査を行

う予定である．

研究業績等

(1)原著論文

　該当なし．

(2)著書

　該当なし

(3)学会報告

　該当なし

(4)報道・特許

　該当なし

(5)獲得外資

　該当なし

２—Ｅ．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

　１．四万十川流域でのアメンボ科昆虫サンプリング調査

2006 年 10 月 22 日、四万十川支流、後川のアメンボ個体群ポイントでアメンボの越冬前個体

群に対し、Timed-catch sampling（直径 30cm の柄付きネットで 40 分、100 回の網振り）を行

った(Tables 1,2)。Table1,2 では昨年のほぼ同時期に同じポイントで行った調査結果も比較の

為に紹介している。

Table 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

(Atogawa-Iwatagawa branch of Shimanto river)



Higashiyama elementary school

2nd Oct 2005 12.2 24.8 28.5 Aquarius paludum

22nd Oct 2006 14.4 22.1 25.3 Aquarius paludum

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 2005 年に続いて 2006 年にも確認できた。

2005, 2006 年を通じ、10 月には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 70%以上は短翅型であり、10 月初旬に羽化した個体の約 95%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のかもしれない。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夏季に高い可能性がある。2007 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。

Table. 2 Individuals of Aquarius paludum collected at Higashiyama Elementary School Station of

Atogawa　river (a branch of Shimanto-river on 2nd October, 2005 (A) and 22nd October, 2006 (B) (%) 　　　

(A) 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

(B) 1st or 2nd generation adults Recently emerged adults Larvae

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

Males 0 3 186 11 - -

Females 2 1 161 5 - -

Larvae - - - - 0 0

Total 2 (33.3) 4 (66.7) 347(95.6) 16(4.4) 0 0



　

　２．アメンボ越冬個体(Aquarius paludum)の休眠深度における四万十個体群と高知市個体群

　の比較研究

　暖温帯域と亜熱帯域の境界線が走る足摺岬付近は植物相や動物相が境界線の南北で大きく変

動している。地球温暖化によってこの境界線は北に移動することが推察できる。冷温帯から亜

熱帯域まで広く分布するアメンボはその生活史を温帯型から亜熱帯型へ温暖化に伴って変化さ

せる可能性がある。本研究では境界線上にある四万十川個体群と境界線よりやや北に位置する

高知市個体群で、重要な生活史形質である、冬休眠の深度が大きくことなる可能性̶即ち、亜

熱帯型に移行している可能性がある四万十川個体群の休眠深度がかなり浅くなっている可能性

を検証する。

　2006 年 10 月下旬に四万十川支流、後川で採取した四万十川個体群と高知市愛宕町の水路で

採取した高知市個体群を自然条件下で 12 月 12 日まで飼育し、その後 15.5 時間明期 8.5 時間

暗期、20℃の春の条件に近い、休眠を打破する条件に置き、40日間、雌の産卵の有無

（休眠打破）と産卵数を記録した。

　休眠を打破する条件に移した後、平均約 30日の時間をかけて産卵が開始された。しかし、

産卵を開始した個体の割合は高知市株で 21.4% 、四万十株で 58.8%であった。休眠深度は少な

くとも、春の条件に 30 日曝されると解除されるレベルとそれより、断続的に深いレベルがある

と考えられ、四万十株は 12月上旬の段階で浅い方のレベルに約 60％の個体が移行していたが、

高知市株は約 80％が深い方のレベルに留まっていたと推察できる。

Table 1. Comparison of the number (%) of the females which terminated their diapause and lay eggs for 40 days

after the transferring to a spring condition (15.5L-8.5D, 20℃) between Shimanto-river population (32.7N°) and

Kochi population (33.3 N°).

Population Maintained (eggs not laid) Terminated (eggs laid) Total

　“Shimamto” 7 (41.2%) 10 (58.8%) 17

“Kochi” 11(78.6%) 3(21.4%) 14

Kai-square test: Kai-value = 4.41, df=1, P=0.036

Table 2 Reproductive performance by females which terminated the diapause in Shimanto

population and Kochi population of a water strider, Aquarius paludum

Kochi population Preoviposition days The number of eggs laid

Indi.No 1 32 23

No 2 32 21



No 3 27 105

Mean SD 30.3 ± 2.89 49.7 ± 47.9

Shimanto population

No. 1 30 41

No. 2 29 74

No. 3 31 41

No. 4 32 9

No. 5 28 35

No. 6 33 5

No. 7 34 8

No. 8 27 59

No. 9 33 5

No. 10 29 3

Mean SD 30.6 ±2.37 28.0±25.6

Mann-Whitney

U-test: z 　 -0.256 -0.847

P 0.798 0.397

　３．Geographical distribution and heat-tolerance in three oceanic Halobates species

(Heteroptera: Gerridae)

　Samples (20 mins at 2.0-3.0 knots) were collected from 18-31 August, 2006 using a NEUSTON

NET (rectangular parallel pipes, width of the opening: 57 cm) trailed along on sea water

surface 10-15 m from the side of the Hakuhomaru (3991t), which is owned by JAMSTEC (Japan

Agency for Marine-earth Science and TECHnology), and the cruise was organized by the Ocean

Research Institute, University of Tokyo. Samples were taken at 26 locations in the western

area of the pacific ocean ranged 12°00’N-17°00’N and 137°00’E-142°00’E (Table 1). Surface

which was swept by NEUSTON NET was expressed as value of flow-meter x width of NEUSTON

NET x compensation value=0.71 which is based on the slanting angle of the body of NEUSTON

NET from the shipping direction.

　Adult and 5th instar larvae collected in the samplings were moved and reared under natural

conditions on the 3rd deck. Within 48 hours from the collection, the laboratory

experiments on the responses to temperature change (increasing) were performed in the room

where air temp. was kept at 26℃.



First, 2 or 4 adults or fifth instars of Halobates micans, H. sericeus or H. germanus

in the aquarium (round and transparent type: 30cm diameter and 15cm height) were adapted

for 1 hour or 28 or 29℃ which was near to the average water temp. in shade on the 3rd

deck. For the second half hour or the last 15min., behavior of the specimens were recorded

by handy-video-camera (Sony). Water temperature was regulated by heater linked to

digital-electric-thermo-regulator (Gex Co Ltds). After the adaptation to 28℃ or 29℃,

water temp. was stepwise increased every 1 hour by 1℃ and kept 1hour in which the last

half or 15min their behavior was again recorded by the video camera. If the specimen was

paralyzed by heat (static standing or captured by water surface: standing unable),

temperature was stepwise decreased and the behavior of the specimens were recorded as well

to check whether they recover from the paralysis. If the specimen was not paralyzed even

under 35℃, the temp. was decreased stepwise and the behavior was recorded as well to check

whether the skating activity (frequency and distance of skating) changes, because the

thermo-regulator can control only up to 35℃. Through the laboratory experiments, the

behavior of the specimens were observed. Halobates collected were fed on shrimps collected

with NEUSTON net and commercial foods as half –fresh mosquito larvae while kept in natural

conditions before the experiments.

In the area south of 14°30’, Halobates micans were caught at 6 of 7 locations, while

H. germanus and H. sericeus were caught at only 3and 1 locations, respectively. However,

H. micans and H. sericeus were caught at only 8 and 6 locations, respectively. In the area

south of 15°30’N, the number of specimen of Halobates spp. collected was very small and

3.10 on average , while in the area north of 16° 00’N, the number is relatively high and

10.20.

When the water temperature increased stepwise 1℃ every 1 hour, heat-paralysis occurred

at 29 to >35℃(increase by 1 to >7). Three of four specimens in Halobates sericeus were

not paralyzed even at 35 ℃ and resistant to temperature change, while one of nine in H.

micans, and four of twelve in H. germanus were not paralyzed at 35℃. On average, H. sericeus,

H germanus and H. micans were paralyzed at >35.6℃, >32.9℃ and >31.6℃, respectively.

In the tropical ocean area, water temperature is more stable around 30℃ rather than

that in temperate ocean. Therefore, the tropical species of H. micans seems to have lower

tolerances to temp.-change than the temperate species, H. cericeus.

　４．外洋棲ウミアメンボ（Halobates 属）の地理的分布や高温耐性と海洋環境変動



　　：2006 年 12 月 24 日から 2007 年 1 月 8 日にかけて、ORI ネット（直径 1.5m, 長さ 6m）に

よるサンプリングが北緯 0~8 度、東経 130̃138 度の海域中、7 カ所で行なわれた。ORI ネット

の曳網はそれぞれの調査点で、一回 15 分、2̃3 セット、「みらい」（8687t、海洋研究開発機構

所有）により、右舷側で船から 2-3m 以内の至近距離で、対水 2,5 ノットの船速で主に夜間に行

なわれた。海表面曳網面積指数はフローメータが計測した曳き網距離の補正値にネットの直径

を掛け、算出した。補正値を用いたのは、海況によっては網が波によって海水面下に水没する

こともあったからで、曳網中、網が海水面にほぼ半分出ている時間を記録し、フローメータ計

測値を下方補正した。

ORI ネットによる曳網が終わると、直後にその後尾に付けてある捕獲袋（通称“パンツ”）を

ORI ネットから外し、捕獲袋の中身を海水で洗い流しながら、全て透明の丸形水槽（直径 30cm、

高さ 15cm）に移した。捕獲されたウミアメンボは曳網中の物理的刺激などによって麻痺状態に

あったので、水槽に移したウミアメンボは即座にピンセットで摘み、渇いたペーパータオルの

上に移し救出した。ペーパータオルに移して 20 分以内にいくつかの個体は完全に麻痺から回復

した。多くのウミアメンボ個体はクラゲ類のゼリー状の分泌物に絡め取られていたので、１個

体ずつ丁寧に分泌物をウミアメンボから直接手で外していった。いくつかの個体は分泌物を外

すと完全に麻痺から回復した。

曳網による麻痺から完全に回復した成虫や 5 齢幼虫は全て水槽に張った海水面に移された。

それらの成虫や 5 齢幼虫を飼育する為に、多くの水槽（直径 30cm、高さ 15cm の透明丸型水槽、

または 30cmX30cmX40cm の白色角形水槽）が船内研究室に準備された。それぞれの水槽で、10̃20

個体の成虫または 5 齢幼虫を飼育した。室温と水温の両方を室内の空調設備によって 29±1℃に

調節した。採取から高温麻痺実験を行うまで 8 時間以上、ウミアメンボ個体を室内環境に順応

させた。飼育用海水は放置すると、海水表面での細菌の活動により、数時間で表面の粘性が高

まってしまい（所謂、bacteria sheet =バクテリアシートが出来てしまう）、ウミアメンボが水

面に肢を取られ滑走出来なくなる。これを防ぐ為にはエアーシステムにより、空気を飼育水槽

内の海水に供給し粘性増加の元になっている有機物の分解を促した。全てのウミアメンボ個体

には、ORI ネット曳網の際、同時に採れた軟甲類（Malacostraca）に属するエビ類や小型魚類

を餌として与えた。

高温麻痺実験の前、8 時間以上茶色の段ボール箱製の簡易飼育箱の中の水槽で維持された。

この簡易飼育箱は天井部に 15Ｗの蛍光灯を取り付けたもので、断熱効果があり温度維持に有効

であった。温度麻痺実験用スチロール製透明水槽（直径 30cm、高さ 15cm）は飼育箱の隣に設置

してあり、飼育箱内の水温・気温と同じく、水温を 28̃29℃の基礎温度に設定した。この飼育

箱内の水槽内で順応させたウミアメンボ 5 齢幼虫または成虫を 4̃8 頭、実験用水槽へ移し温度

麻痺実験を開始した。基礎温度から 1 時間ごとに 1℃ずつ階段状にヒーターを用いて水温を上



げて行き、亜高温麻痺（滑走を止めて、化粧行動なしに数秒間以上静止状態を取る）や高温麻

痺（体幹の腹部が着水してしまい滑走不能に陥った状態）に陥る温度を確認した。また、高温

麻痺実験の各温度に設定された 1 時間の内、最後の 15̃30 分間を上部からビデオ撮影（ソニー

製ハンデイビデオカメラ）し、滑走距離などを計算可能にした。

実験用水槽にはサンプリング海域（北緯 0̃8 度、東経 130̃138 度）航行中、船底付近から採

取し濾過した後、実験室に供給された研究用海水を 3cm の高さに張った。海水温はヒーターを

直接コンセントに継ぎ、精密棒温度計で海水面付近の水温をモニターしながら、手動によるこ

まめなオン̶オフスイッチと、冷蔵室で 10℃前後に冷やされた海水の注射器からの供給、及び

頻回に行なう木製棒による海水の撹拌により、設定水温±0.3℃の精度で水温を調節した。　サ

ンプリングを 7 点で行なったが、そのうち 3 点で 1000 個体以上のウミアメンボ個体が採取され

た。一方 St.22 と St.46 の 2 点では、10 個体以下しか採取出来なかった。東経 130 度線では、

大型種の Halobates micans（ツヤウミアメンボ）と中型種の H. germanus（センタウミアメン

ボ）の両種の幼虫が北緯 6 度の採集点で多数採取されたが、北緯 2 度採集点では採取された個

体のうちその殆どがセンタウミアメンボ幼虫・成虫であった。東経 138 度線では、北緯 5 度と

8 度でのツヤウミアメンボ幼虫と成虫が優占しており、一方北緯 0 度と 2 度では、センタウミ

アメンボの幼虫が多数採取された。St. 37 (6º N, 130º E) 、St. 52 (5º N, 138º E)の 2 採集

点では、比較的多数のコガタウミアメンボが採取された。これまで本種は北半球太平洋では北

緯 12 度以北の海域にのみ分布が報告されていたが(Cheng, 1985)、本研究で更に南の熱帯海域

でも棲息することが分かった。St. 46 (2º N, 138º E)の採集点では、激しい雨が船の周辺に降

る中、曳網を行なったが、8 個体のみの採取数であった。, St. 22 (8N, 130E)、St. 37 (6N, 130E)

の 2 点以外の 5 点で Halobates sp. が採取された。 St. 41(2ºN, 130 ºE)では, 166 頭（殆ど

が幼虫）の Halobates sp.が採取された。

St 41(2ºN, 130 ºE)では、何千もの Halobates の卵が発泡スチロール片とそこに固着してい

るカメノテの外骨格の表面一面に産み付けられているのが採取された。更に、St. 52

(5º N, 138º E)では、2 枚の海鳥の羽根が採取され、それらの表面には数千を超える夥しい数の

Halobates 卵が産み付けられていた。これらの 2 点で採取された卵塊のそれぞれを研究室内で、

10̃17 日に渡って 24̃28℃の海水中で培養し、多くの孵化１齢幼虫を得た。ランダムに数個体そ

れぞれの採集点の卵塊由来の 1.齢幼虫をサンプリングし同定した所、St 41 の卵塊からセンタ

ウミアメンボ (H. germanus)の 1 齢幼虫の出現が、St. 52 の卵塊からツヤウミアメンボ(H.

micans)の 1 齢幼虫の出現がそれぞれ確認された。

海水温が1時間毎に1℃ずつ上がっていった時、亜高温麻痺は成虫で平均31.0 ºC で、5齢幼虫

では31.8ºC でそれぞれ起こった。亜高温麻痺を起こし始める温度の範囲は29ºから36℃であっ

た。 更に温度を上げていくと、高温麻痺は成虫で平均33.7 ºC で起こり、5齢では平均34.2ºC で



起こった。高温麻痺を起こし始める温度の範囲は29ºから40ºCに達した。 高温麻痺を起こすの

に要した基本温度（順応温度）からの温度変化値の平均値は5.3℃であった。

St.37 (06ºN, 130ºN)では、センタウミアメンボとツヤウミアメンボの両種が多く採取され

たので、亜高温麻痺温度、高温麻痺温度、高温麻痺誘発温度変化値の３つの値を両種で比較す

ると、いずれも中間種のセンタウミアメンボの方が大型種のツヤウミアメンボより有意に高い

値を示したツヤウミアメンボの場合、St. 55 (08ºN, 138ºN)で採取された個体が非常に高い高

温耐性能を示し、St 52 (05ºN, 137ºN)で採取した個体は中位の高温耐性能を示した。　一方セ

ンタウミアメンボの場合、St. 42 (00ºN, 138ºN) と St. 46 (02ºN, 138ºN)で採取した5齢幼虫

と成虫は他の採集点と比較して極めて高い高温耐性能を示した。 とりわけ、赤道上で採取した

センタウミアメンボは最高の高温麻痺能を示した。

分散分析法による総合分析を行なったところ、採集点の緯度、経度、性別、種別の4条件は

全て、高温麻痺温度値に影響を及ぼすことが分かった(表 4)。センタウミアメンボの成虫や5齢

幼虫は明瞭にツヤウミアメンボの個体より高い高温麻痺温度や高温麻痺誘発温度変化値を示し

た。東経138度線で採取されたウミアメンボ個体は東経130度線から採取の個体より、明らかに

高い高温麻痺温度と高温麻痺誘発温度変化値を示した。雌個体は雄個体より、有意に高い亜高

温麻痺温度や高温麻痺温度を表した。北緯0̃8度の緯度の違いが高温麻痺誘発温度変化に有意な

影響を及ぼした。

北緯 5̃8 度で採取されたツヤウミアメンボは高い高温耐性を示した。本航海(MR-06-05-Leg 3)

中の観測により、東経 128 度線では、北緯 12 度に端を発する MC 海流が北から南へ流れ、赤道

付近に端を発する NGCC 海流が逆に南から北へ流れ、北緯 5 度の点で合流して NECC 海流となっ

て東方へ流れていた(Syamsudin and Lukijanto, 2007: みらい航海＝MR-06-05-Leg 3　クルー

ズレポート)。 北緯 12 度と 0 度からの海水が北緯 5 度で混合されるため、北緯 5 度の海水の温

度変動は激しいと考えられる。このように予想される激しい水温変動が、北緯 5 度、東経 138

度で採取されたツヤアメンボの高い高温耐性能と関係しているかもしれない。
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Aquarius elongatus Uhler (Heteroptera: Gerridae). Formosan Entomologist, 26: 235-247.

(2006)
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・石橋貴雅，原田哲夫：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　　　　(講演番号：B205)　日本昆虫

学会第 66回大会　2006 年 9 月 16̃18 日，鹿児島市，講演要旨集　p.49.

・井上貴雄，原田哲夫：飼育温度がアメンボ(Aquarius paludum)の生活史形質に及ぼす影響　(講

演番号：B206)　日本昆虫学会第66回大会　2006年9月16̃18日，鹿児島市，講演要旨集　p.49.

・伊谷行・木下今日子・内野敬(2006)アナジャコ科４種の巣穴形態の多変量解析 2006 年日本プ
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○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）

　黒潮海流に関わる高知大学の研究蓄積を踏まえ，その影響を強く受ける黒潮圏諸国（ここで

は，日本・台湾・フィリピンの３ケ国）の海洋資源の利用と沿岸環境の変化を調査し，国境を



越えて進む海洋生態系の変化や環境劣化の態様について，人為的インパクトを含めた等質の科

学情報を収集する．その解析結果に基づいて，秩序ある持続的資源管理へ向けた新たな海洋政

策に学術的知見を提示する．以下に，Ｈ18 年度における各小課題の研究目的概要を挙げる．

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」

研究代表者名：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及

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．本年度は，昨年国際交流協定を

締結したフィリピンの大学と連携を取り，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．また，これまでの成果を研究会で検討し，次年度（平成 19 年度）に関

係諸国を含めたミニ・シンポジウムを催す準備に着手する．

３—Ｂ「黒潮圏における海洋生物資源利用形態の比較分析」

研究代表者名：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料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．その差異をフィリピン等の調査地で調査・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．また，利用される魚類の現地における生育環境を

潜水調査し，生態の態様についても観察を継続する．

３—Ｃ「前近代・黒潮島嶼諸国における秩序形成の萌芽」

研究代表者名：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づくって

いた，いわば未整合な実態的諸秩序（各流域圏島嶼諸国・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・地域的慣例）が，その萌芽として位置づけられる．

本年度は，前年度に台湾を踏査し収集した史料を踏まえ，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」

研究代表者名：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継続調査（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」

研究代表者名：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継続し考察する．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）の役割が焦点のひ

とつとなる．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．

１．研究の目的と背景

１）研究の目的

多くの人の目につかないまま劣化する一方の藻場を中心とした海洋生態系を，黒潮を共有す

る日本・台湾・フィリピンと協働しどう保護し保全するかという観点から，沿岸環境問題を考

察する．このために，１）熱帯産に蚕食される高知沿岸の藻場と弧状に結ぶ黒潮沿岸の現況を

比較精査し，種の同定等を通し環境の変化と再生機能を考察し，２）異なる社会経済や歴史背

景下で，沿岸住民の海中林へ向ける関心，環境変化への認識，保全への取り組み方を比較考察

し，それを軸に地域住民の参加行動と一体化した保護のメカニズムを再検討し高知より発信す

る．

２）研究の背景に関わる新たな知見

　高知大学では，土佐湾一帯での過去３０年余りに渡る沿岸調査で，特に人の目に直接触れな

いことや日常の生活に縁遠い存在から軽視もしくは黙殺されがちの藻場を中心に，水棲生物や

生態系がどのような変化の過程にあるかを経年追試してきた．藻場は，沿岸域一帯，とりわけ

岩礁域を中心に広がる藻類群落の総称であるが，ここ一帯の生態系に近年大きな変化が認めら

れ，「磯焼け」を含め環境の劣化が今急速に進んでいる．

図に示されるように，この２０数年間に冬期の海水水面温度が平均で約２度上昇し，その影

響下で従来は温帯性の種が優先していた藻場が熱帯産の種に急速に代替されてきた．ホンダワ

ラ類を中心とした経年観察では，その植生遷移速度を速めていることが確認されており，さら



にまた，地元の漁民が語るように，かつては見られなかった熱帯産の魚種も確実に棲息圏を広

げている．これは在来種が後退し殲滅されていることを示唆しており，この地域の海洋環境資

源を保全することが，我が国の海洋自然環境の悪化を食い止めるためにも死活的に重要である

ことを教示している．越境し引き起こされるこうした環境劣化の問題には，川下に位置する日

本のサイドから上中流域に位置するフィリピンや台湾に調査を呼びかけ，ユニーバーサルに利

用可能な基礎データを集積し，黒潮を共有する沿岸諸国と協働し必要な手だてを打つ要が迫っ

ている．

図１．四国南岸域における 1970 年代から現在までのホンダワラ類温帯性種（青）の分布域減少

（黒破線）と熱帯性種（桃）の新規参入（赤実線・破線）

３）研究期間内の達成目標

沿岸環境の劣化は，２つの要因でもたらされる．１つは地球の温暖化や気候変動に起因する

自然的要因で，他の１つは人口の増加，産業の勃興，生活様式の変化などによる社会経済的要

因である．劣化の発現は，国々でまた国内にいても地域で多様であり，環境劣化の認識や対応

策にも大きな違いがある．本研究では，沿岸環境の劣化の問題に２つの学術的見地から対処す

る．

１つは，藻場や海洋生態系の変化や劣化を明示的に示す．例えば，海草や海藻の種の同定，

水棲生物相互間の関係，生育領域，時系列からみた変化の程度などを示す比較データを統一的

かつ体系的に捉え，提言の基盤設計に寄与することである．期間中に，関係協定締結大学との

連携を通して，高知沿岸一帯での観察を継続させながら，同様の方法で他国とのデータを用い

た環境インディケーターを作成する．

２つは，直近の米科学誌『サイエンス』が伝えるよう，40 年後に予測される海洋汚染や富栄

養化による生物の多様性の喪失や連動して引き起こされる水産資源の崩壊に対し，対策として



取り組まれている海洋保護区(MPA: Marine Protect Area)や禁漁区の重要性に着目する．日本をは

じめ黒潮沿岸国でも，リゾート振興等の地域開発とセットにして MPA を設定し，地域社会を

海洋保全の担い手として引き込もうという保全策も取り組まれている．しかし，それが有効に

働くためには保全のための協働体制が地域社会の社会関係の中で適切に機能することが必要で

ある．

本研究では，この MPA を中心に保護対策をより有効に機能させるため，「藻場」と現地住民

の関わり方や意識を比較考量し，在地の智恵を活かしながら保護をより有効化させる方途を検

討中である．

２．これまでの経緯と平成１８年度の成果概要

１）これまでの経緯と調査研究の位置づけ

本研究では，高知と黒潮で結ぶ諸国と協働し，フィリピンにおける MPA 内の藻場に限定的

ではあるが，１）自然科学の見地からその現況と差異を上述の問題意識で比較調分析する生態

環境の観察調査と，２）現地の住民の保護区への働きかけについて社会科学の方法による調査

を継続している．その理系・社系両者の結果を融合的に検討し，環黒潮環境の適切な保護対策

への基礎情報と再生･回復への道筋を，具体的に調査地を定め，当該国の関係大学と協定を締結

し進めてきた．締結に至るその経緯と，選定した調査地の概況，及び調査結果については既に

前年度の報告書で紹介した．

本課題は，現在進行中の「中期計画」（平成 16~21 年度）に沿い推進中である．全６年を前

期（平成 16~18 年度）と後期（平成 19~21 年度）に２区分し，前期では研究推進の基盤を固

め，後期では黒潮圏３国の沿岸調査に基づく学術情報の比較考察に当てる．平成 18 年度は前期

の最終年であるので，これまでの探索調査で得られた成果の社会化を意図し進行させた．現地

での成果の還元及び成果の公報である．

２）平成１８年度の成果概要

(1)フィリピン及び台湾で５回の現地調査を実施した．

　高知での年間を通した調査に加え，平成１８年度は下記の５調査を実施した．調査結果は各

課題ごとに後述する．

　　　①第３次フィリピン調査

　　　　平成 18 年 8 月 6~25 日にかけチーム編成（8 名：諸岡・山岡・新保・奥田・関田・原

口・ソリマン・ブラデシナ）で南北ルソンの調査地で夏期調査を行った．

　　　②第４次フィリピン調査

　　　　平成 18 年 12 月 4~10 日にかけ社系チーム編成（５名：諸岡・新保・婁・タナンゴナ



ン・安延）で南部ルソンの台風被害調査を行った。

　　　③第５次フィリピン調査

平成 19 年 3 月 5~20 日にかけチーム編成（7 名：諸岡・山岡・奥田・関田・久保田・

大谷・篠崎・新元）で北部ルソンの調査地で春期調査を行った．

　　　④第２次台湾調査

　　　　平成 18 年 12 月 23~29 日にかけチーム編成（3 名：諸岡・奥田・吉尾）で台湾調査を

行った．

　　　⑤学長裁量調査

　　　　平成 18 年 11 月 26 日~12 月 3 日にかけチーム編成(4 名：諸岡・吉倉・村井・リスタ

ンコ)で，「フィリピン・レイテ島における山つなみ（地滑り）現地の災害及び植生調

査」を行った．

(2)成果を取りまとめ一部を公表した．

　　　　これまでの調査研究の成果の中から一部を整理し，黒潮圏海洋科学研究科から公刊さ

れる『黒潮圏科学』[第１号]に投稿した．主タイトルは，「黒潮圏沿岸域における藻場

を中心とした海洋資源管理と環境保全」で、「第１報：フィリピンの海洋保護政策と沿

岸環境」とした．今後、続報を計画している．

(3)国際交流協定の協議及び締結を３件行った．

　　　　以下の３ケースを対象に協議及び締結を行った．

　　　①国立中山大学と現地（台湾・高雄市）で大学間協定の協議を行い（平成 18 年 12 月 25

日），次年度早々の締結へ向け準備にかかることになった．

　　　②ビコール大学と協定書に基づき「学生交流覚え書き」を結んだ（平成 19 年 2 月 1 日）．

　　　③フィリピン大学と協定書に基づき「学生交流覚え書き」を結んだ（平成 19 年 3 月 13

日）．

(4)人材育成に関連し招聘・派遣を８件行った．

　Ａ：黒潮圏研究の連携強化のために下記の１名を招聘し、２名の招聘準備を整えた．

　①C.カシワン（フィリピン稲研究所上席研究官）　国費留学受け入れ．

②V.ソリマン（ビコール大学助教授）

文科省海外ロンパク制度合格．次年度より受け入れ．

　　　③A. P. カマヤ（ビコール大学水産学部修士課程２年）

　　　　　　　　　　日本学生支援機構：特別聴講学生制度合格．次年度より受け入れ．

　　Ｂ：国際感覚醸成のため下記の４名の学生を海外調査（フィリピン）に参加させ、１名の

留学準備を整えた．

①原口展子（当科大学院生博士２年：現東京久栄勤務）



②篠崎　梓（当科大学院生博士３年）

③新元　一（当科大学院生博士２年）

④村井政徳（当科大学院生博士３年）

⑤人文学部国際コミュニケーション学科３年の学生１名の、フィリピン大学経済学部留

学[私費]が内定（次年度より１年）

(5)連携研究強化のための研究管理者を２名招聘した．

①P.　ニエベス（ビコール大学水産学部長）

 　　　　　　　平成 19 年 26~3 月 6 日，外部評価委員として招聘．

②J.　アイソン（フィリピン農業省漁業・水産資源局第２地域支所長）

　　　　　　　　平成 19 年 3 月 19~26 日，部局間協定協議で訪日．

(6)現地セミナを２回開催した．

　　　①ビコール大学（「黒潮にいま何が起きているか？」（8 月 15 日）

　　　②BFAR 支所（同上：8 月 22 日）

(7)研究ネットワークの強化を図った（４件）．

　　　①JICA フィリピン事務所（8 月 24 日：研究計画の説明）

　　　②FAO マニラ事務所（平成 19 年 3 月 6 日：同上）

　　　③農業省土壌・水管理局（平成 19 年 3 月 6 日）

　　　④国際農林水産業研究ｾﾝﾀｰ　（平成 19 年 3 月 5~15 日，フィリピン土壌浸食調査）

(8)その他

　　　フィリピンの南部ルソンを襲った台風で調査地が被災し（平成 18 年 11 月 30 日），その

復旧支援を行った．

３．各小課題の平成１８年度研究概要

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」

　現地調査およびこれまでに収集した文献資料から、以下の知見を得た．

１）フィリピンの漁業および海洋政策

(1) 法制度の小史

　同国における近年の漁業および沿岸の資源利用を中心とした政策は，1975 年の漁業法（大統

領令 704 号）に求められる．この漁業法は，マルコス政権当時の水産資源の利用や管理を含む

いわゆる開発に関わる包括的な法で，続くアキノ政権前葉まで引き継がれた．しかしアキノ政

権では，国民の活力を醸成しそれまでのトップダウンに代わるボトム・アップを基調とした政

策への移行を図るため，先の BFAR や大統領府を含む機構改革を進め，他方で地方自治法（公

法 7160 号）を 1991 年に制定した．この法律には，中央政府から自治体の単位（市町村)ごとに



漁業や海洋資源の管理ができるよう権限を委譲する治め方がもられており，政府の企画立案に

よる開発プログラムをそれぞれの地域の諸事情に合った進め方で実施できることが謳われてい

る．この法律を受け，各州の市町村ではそれぞれの単位をベースに，現場に沿う条例を敷くこ

とができるようになった．フィリピンでは慣例として海岸線から１㎞までを沿岸(costal area)と

呼ぶが，自治体は海岸から 15 ㎞を管轄の海域（自治体管轄の海:municipal water）とし，それを

越える沖合となる海域（３ﾄﾝ以上の漁船で操業する商業可能な海:commercial water）と区分して，

海域を管理するケースが一般的となった．また海域の管理にあたっては，漁業組合や非政府系

組織(NGO)の組織化を強く勧める条項が組まれている．

　こうした動きを背景に，1998 年 2 月 25 日に制定された漁業法（公法 8550 号）は，先の大統

領令 704 号に代わる法律として注目される．旧法が漁業や水産資源の利用について統合的な開

発を主題としていたのに対して，新法は水産物を食料と位置づけその安全保障や資源の持続的

利用の重要性を基調とし，利用・管理・保全・保護を明言している点に大きな違いがある．新

法は，その趣旨に則って漁民や資源の利用者を中心に，例えば海域の利用に関わる村民，町民，

市民それぞれのレベルで資源管理委員会を自主的に編成する内容となっている．

新法の制定を受け配布された BFAR 等関係機関の資料には，「フィリピンの魚は 50 年前の１割

に激減した．そう遠くない内に魚は再生産量よりさらに早い速度で漁獲されるようになるだろ

う．直近のデータは，フィリピンの主立った漁場で魚が乱獲されていることを示している．海

から継続的に食料を確保するためには，商業と自治双方の海域で注意深く管理される必要があ

る」ことを呼びかけている（図４）．フィリピンではこうした危機意識に立ち，地引き網からト

ロール法に及ぶそれぞれの漁法に注意を喚起している．BFAR は具体的な課題として，①商業・

自治海域での法規制，②商業・自治海域双方での漁獲量の漸減を支える経済的インセンティブ

の検討，③自治海域での漁法の規制，④自治海域での商業的漁業の不法侵入の規制，⑤稚魚・

幼魚の捕獲禁止，⑥漁業に関わる登録や資格等の制度化，⑦海洋保護区(MPA)の設置を提案し

ている．

　この新法は，同じ年に制定された農漁業近代化法（公法 8435）で補強されている．近代化法

は，適切かつポイントを定めた支援を通して，収益性を高め，経済のグローバリゼーションに

対抗する漁業の育成を図ることを意図し，研究や普及組織の強化や雇用機会の創出等にも言及

している．こうした一連の法制度の整備下で，1994 年と 1998 年に，２つの調査プロジェクト

が実施された．これは地方分権に伴って沿岸域の管理がどう効果的に進展しているかを評価す

る調査を主体としたプロジェクトである．ここでは特に，自治海域を対象に，資源管理の進行

や貧困緩和の程度を調査に基づいて分析・評価する内容が組まれている．次節でその一部を紹

介するが，ビコール大学はこのプロジェクトに参画し，ラゴノイ湾の保全観察を 1994 年に行い，

10 年後の 2004 年にこの間の変化調査を試み，一帯の湾内の生態系および沿岸住民の社会経済



的態様を『ラゴノイ湾期間評価報告書』に取りまとめている．

(2) 統合的沿岸管理と海洋保護区

　フィリピンの沿岸環境保護に詳しいホワイト(A. T. White)の一連の論稿から，この国の海洋保

護区の取り組みの経緯を追うと概ね３期に大別される．第１期(1932-1975)は，オープン・アク

セスの沿岸を中央政府が中心的に管理し水産業の進展を支援する時期であるが，沿岸環境保護

の具体的な手だては講じられていない．第２期(1976-1990)は，依然として中央政府の管理下で

はあるが，沿岸環境に関連する法律が制定され始め，その後段で村や町の地域住民を基盤とし

た海洋保護区(Community-based Marine Protected Area)が，中部ルソン西海岸のリンガエン湾を中

心に生まれ徐々に広がるきざしを見せる時期である．第３期(1991-現在)は，沿岸保護へ向けた

基準システム(Benchmark system)の強化が政策課題とされ，湾岸の海洋保護区を中心に統合的沿

岸管理(Integrated Coastal Management:　ICM)が政策の俎上にあがる時期を指す．1993 年に作成・

配布された資料には，沿岸環境の劣化を招くさまざまな要因が図示され，地域をあげた保護へ

の取り組みを呼びかけている．

　環境・天然資源省(DENR)の報告では，現在，全国の沿岸域に所在する 800 強の市町村のうち，

諸条件をクリアした 100 強の市町村が統合的沿岸管理の対象とされている．その認定を受ける

ために，管轄主体である市町村は５つの条件をクリアしなければならない．その条件は，①沿

岸の資源評価がなされていること，②複数年に亘る沿岸環境管理計画が立案されていること，

③沿岸資源管理が組織化されていること，④その管理に関わる市町村レベルでの予算的措置が

なされていること，⑤いくつかの細部条件の中で適切な２点が実施されていることを指す．な

お，ここでいう細部条件には，例えば自治海域の線引きや沿岸域のゾーニングが確定もしくは

それに近い状態であること，特定の水産資源を管理する手だてが取られていること，汽水域の

マングローブが管理されていること，信頼に足る廃棄物の管理がなされていること等が含まれ

ている．

　しかし，フィリピンの沿岸域を訪ね調査を重ねても，この海洋保護区(MPA)へ向ける統合的

沿岸管理(ICM)は相互が混用されており，現地ではむしろ海洋保護区の方により関心が高い．

これは海洋保護区の認定プロセスが両者で酷似していることと，市町村をまたぐ場合は管轄の

調整が難しく統合管理が機能しない実情によるようである．またこれとは別に，望んでも統合

的沿岸管理に連動する海洋保護区にさえ認定されないという現実も作用している．

本調査の調査地がある２つの地方のうち，南部ルソンのビコール地方（前述のＡ地方）の沿岸

域には６ケ所が海洋保護区として公式に認定されているが，北部ルソンのカガヤン峡谷地方（同

Ｂ地方）の沿岸一帯の３町の海域は公的にまだ認定されていない．これは，開発の遅れもあっ

て沿岸域が自然に近い状態にあり早急には保護を要しないと判断されることや，沿岸環境の劣



化度合いを評価する基準調査がなされていないことによるようである．こうした現況から，カ

ガヤンの調査地一帯の海洋保護区は，ビコール地方の「海洋保護区」と識別し，以下では「准

海洋保護区」と呼称することにする．

　海洋保護区は管轄する市町村によって，保護海域の面積や禁漁区の置き方，住民の認識や保

護の仕方に違いがあるが，フィリピンにおける地域住民を基盤とした海洋保護区の取り組み方

は東南アジアでも先導的な側面を備えている．その細部，特に「海洋保護区」および「准海洋

保護区」の現況を次の章で２つの地方を例に紹介する．

２）地域住民と海洋保護区

(1)南部ルソン調査地の沿岸環境保護

①サンミゲル島における「海洋保護区」の現況

先に紹介したように，ビコール大学を中心に，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，経年の比較データが『ラゴノイ湾期間評価報告書』として残され

ている．その結果，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．

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の縮退傾向が懸念され，

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，ラゴノイ湾一帯に置かれた海洋保護区を中心に継続観察が続けられている．

　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 の海洋保護

区が設けられている．その海洋保護区と対面する位置にある調査村のサグロン村では，1997 年

に村会が開かれ約２カ月をかけこの海洋保護区設置の賛否が検討された．村民の多くは近在の

漁場で日々の生計を立てているため，意見の調整は難航した様子であるが，「子孫のために良好

な環境を残す」ことで合意された．その結果を受け市議会では２回の公聴会が開かれ，条例が

交付された．保護区のうち中央の 100ha は聖域(Sanctuary)とされ漁業が一切禁止される禁漁区

であるが，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管理委員会と連携し，一帯を保護する

態勢が敷かれた．

保護区設置後，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，ビコール大学の継続調査では，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唆されている．

　

②「海洋保護区」をめぐる住民間のコンフリクト

海洋保護区の設定は，確かに沿岸環境を保護し生態系の保全を図る取り組みとして評価でき

る．しかし，この保護区内の漁業で生計を立ててきた村の人々の経済事情はどうなのか．調査

で村を訪ねるたびに，制度と実態のズレの大きさに直面する．サグロン村には，現在約 600 世

帯があり，そのうち 200 隻余りの漁船（ボート）の保有世帯は 100 戸程度で，過半は船主に雇

用され生業をまかなう．１日当たりの平均収入は約 200 ペソ（調査当時の為替レートで約 600

円）が相場であり，雇用は天候次第と極めて不安定である．村内に住む船主の一人は，16 馬力

の漁船を２隻所有しているが，通常１隻につき４人を雇用する．雇用契約は保険を含め期限も

無く契約そのものも口頭が多い．その両者の経済格差は一見して際立って映る．

この船主は，村内に置かれた保護区の沿岸管理委員会の代表（任期は１期３年）を既に３期

勤め現在４期目にある．海洋保護区が置かれた 1990 年代の中葉から比べると，委員会の構成委

員８名の過半は活動的ではない．経済的インセンティブに乏しいこと，村内に駐在する警官と

連携した奉仕に近い警戒任務，恒常的に起きる村民との保護区を巡る調整案件，町や市に問題

を持ち込んでも対応に手間取るといった課題に直面している．

近くの漁場から閉め出されることになった漁民に対し，沖合に簡易魚礁(Fish Aggregated

Device)を設置する支援がなされている．これは保護区の外域に竹製のウキに碇状の重りをつけ

たロープにヤシの枝葉をつけた魚礁である．ここに集まった魚を捕獲するこの装置は，簡易な

それで一式 5,000~7,000 ペソを要す．支援は員数が限られており，簡易魚礁を設置しても沖合

であるため監視がかなわず，台風シーズンは流失することも多い．このため一帯での魚礁設置

を避け，遠くビサヤ地方の内海に大がかりな装置を設置する漁民もこの村には存在する．監視

コストや台風の被害を避ける方途ではあるが，そうした内海での水産資源の保護が場所を変え

大きな政策課題になりつつある．

海洋資源の持続的利用をめぐり生じる利害関係の対立は，わが国の国内でも広く見ることが

できる．問題の素地は異なるが，相対立する調整がどのようになされ，長期的に見て保護区の

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，現在調査地を置い

ている高知県柏島の調査事例と比較しながら，考察を深める課題としたい．

(2)北部ルソン調査地の沿岸環境保護

①農漁村民の沿岸環境観

　次ぎに北部ルソンへ目を転じよう．調査村のアンティポルダ村は，同国のルソン(１都 37 州)



でも開発の手が最も遅れたカガヤン州に立地する．調査村は，その州のさらに北端に位置する

ブゲイ町の行政村(Barangay）の１つで，半農半漁を主が生業の形態である．この調査村で，1982

年に続き 2005 年に行った全戸悉皆調査結果では，この 23 年間に 108 戸から 163 戸へ約 50%増

加した世帯数に対し，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．極めて異常に映る趨勢であるが，これは世帯数の増が核家族化の進展によること，

また村人の村外への他出が人口の自然増に相当する比率で続いたことによる．フィリピンの人

口は年率約 2%強の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きたように見える．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 で変わっ

ていない．総じて人口圧による環境負荷は大きくないが，肥料や農薬等の多投型農業の進展や

生活様式の変化による人為的インパクトの方がより高まっている傾向が認められる．

　調査の細部は割愛するが，住民の沿岸域環境へ向ける関心の度合いを知るため聴取した結果

を要約しておく．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排水路の逆流による農作物への塩害に敏感である．もともと沿岸域から

内陸部へ移住した人家が多く，一世代前まで漁業を生業とした農家も多いことから，海岸から

7 ㎞離れたこの村でも海の様子には依然関心が高い．

　調査村は，海岸沿いに町の中心街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ケ月に一度出向く程度であった．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，海岸へ出かけ海の様子を見るという点でも大きくは変わらな

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．彼らの多くは，従前と比べた沿岸環境の変化を感じ取っているよう

に映る．

　カガヤン州の沿岸調査を行って，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民家

に海岸線が接近してきたと感じるような環境変化が沿岸沿いに引き起こされていることが示さ

れた．いずれにしても，土地に対する高い人口圧で誘発される環境への人為的インパクトは，

問題視するほど大きくはないと判断される．熱帯特有の強雨で浸食された土壌がカガヤン川へ

流出し堆積しており，そ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調査することが今後の課題となろう．



②北部ルソンの「准海洋保護区」

北部ルソンからは，准海洋保護区がサンタ・アナ，クラベリア，ゴンサガ(Gonzaga)の３町に

設定され，うち前２者に本調査の調査地に置くことにした．一般にオープン・アクセスの海域

は人為的なインパクトを強く受け荒廃・劣化しやすいが，逆に野放しの状態で放置されると土

壌浸食や災害を受け疲弊していく．カガヤン州の海洋保護区設定への働きかけは，後者への対

応に向ける動因が大きいように映る．その経緯を，クラベリア町タガット・ノルテ村の事例で

見ておこう．

　この村は，現在，280 世帯 1,300 人が住み，うち 80％が漁業を営む．ここでは 1994 年に海洋

保護区の取り組みが始まり，BFAR の指導下で認定への準備が手がけられた．遠隔地に位置す

るここ一帯の村興しには，天然の眺望と環境を活かしたリゾートの誘致が有望視され，観光開

発と環境保護の両立を図ることを意図し保護区への要望が高まったとされる．公的な認定を得

るために，州政府と市町村の自治体が一体的に準備を進め先の３町が候補地に選定された．候

補地の１つであるクラベリア町ではタガット・ノルテ村と協働で資源評価調査を行い，町役場

を介し農業省の判断を求めたが，①ＧＩＳ等による保護海域が特定されていないこと，②保護

区を設けるほどには海洋生態系への負荷が大きくないこと，③保護を必要とする根拠が弱いこ

と等から対象外とされた．

　しかし，村会では保護区の必要性について村民の合意が得られ，BFAR 支所の指導下で独自

の保護策に着手した．監視団や自警団も編成されたが，正式な保護区ではないため，違法な漁

猟を除いては，不法行為に対しては保護海域外へ立ち退くよう警告する任務に留められている．

また，漁業法とは別に組まれた「生息動物保護計画 (Habitat Enhancement & Rehabilitation

Program)」の対象地として，区域一帯の生息調査も進められている．漁家の組織化をはじめ沿

岸環境の保護へ向け実質的な取り組みがなされていることから，25 戸と限定的ではあるが簡易

魚礁の配置等にも予算的措置がなされ，現在さらに 65 戸がリストアップされた状態にある．こ

うしたタガット・ノルテ村の動きは，隣接する２つの村にも波及し，漁家の組織化やノルテ村

との連携を深めようとする動きに連動している．

３）研究業績等

(1)原著論文

　該当なし．

(2)著書

　該当なし

(3)学会報告

・Casiwan, C. B. and Y. Morooka, Can the use of hybrid rice improve farmers' yield and income in the

Philippines?,　日本農業経営学会、鹿児島(2006)．



・Saharia K., Y. Iiguni and Y. Morooka, (2006) Microfinance - a process of　endogenous development in

developing countries, International Consortium for Social Development，Pataya, Thailand.

・諸岡慶昇「栽培システム学」書評，『農業経営研究』（第 44 巻第３号），日本農業経営学会，

pp.19-20．

(4)報道・特許

・諸岡慶昇：「隣の国からみた黒潮環境」，高知大学ラジオ公開講座、高知放送、平成 18 年 6 月

18 日．

(5)獲得外資

・諸岡慶昇（基盤研究(B)：研究代表）「黒潮圏島嶼沿岸域の藻場の消長と人為的インパクトの

社会制御」（1,560 万円：平成 17~19 年度、うち平成 18 年度は 360 万円）

・諸岡慶昇（国際農林水産業研究センター委託事業）「熱帯・亜熱帯島嶼における持続的作物

生産のための環境管理技術の開発」、平成 18 年度 43 万円（海外調査旅費約 40 万円を除く）．

３—Ｂ「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

　藻場の調査と同様これまで都合４回の潜水調査をおこなった．この内，魚種の同定がすんだ

第１回（平成 17 年 8 月 16 日~27 日）および第２回（平成 16 年 2 月 16~3 月２日）の北部ル

ソンの調査結果を中心に述べる．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，クラベリア町のタガットノルテ村において，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，海岸にあるポイント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．センサスライン上で観察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の基点としたい．

　　　　　　

２）結果の考察

一連のフィリピンにおける魚類相調査は，現在，魚種の同定中であり，また調査期間も短い

ことから他地点とのデータ比較がまだできない．ただ，タガット・ノルテ村のラインセンサス

結果には示唆される点がある．

　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，クラベリア

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．１つは，クラベリア一帯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である．仮にイシサンゴ類やガラモ類

が繁茂した環境下であれば，より多くの種がそこで観察されたであろう．２つは，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

った魚が 31 種以上見られたため，今後の調査では 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と考える．

　３つは，住民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

少ない原因として見逃しえない．今後は，湾内でのこのような小規模漁業の漁獲量を把握する

必要があろう．

　クラベリア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．クラベライから

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．



　クラベリアで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

る計画である．

３）研究業績等（海外出張中のため確認不可）

(1)原著論文

　該当無し

(2)著書

　該当なし

(3)学会報告

　Yamaoka, K., "Coral community near Kochi, Japan", Seminar in Bicol University　 (Tabaco,

Philippines), 2006/8/15.

(4)報道・特許

該当なし

(5)獲得外資

・山岡耕作「桂浜沖魚礁調査」、高知県受託研究、30万円。

３—Ｃ「前近代・黒潮島嶼諸国における秩序形成の萌芽」

平成 18 年度も，文部科学省の特定領域科研費（津野倫明 班代表「東アジアの海域交流と日

本伝統文化の形成」：平成 21 年度まで」）による分担作業と連繋させ研究を進めた．その結果，

平成 17 年度（台湾東北沿岸部を対象）と本年度の史料調査を合わせて，台湾沿岸部の景観的特

徴を，概括的ながらほぼ全域について掌握するにいたった．この調査過程で下記の２つの成果

を得た．

１）漢籍内容の調査

最初の本格的専論と言える「台湾海流考̶漢籍が表す台湾をめぐる海流と〈黒潮〉遭遇̶」

を『海南史学』第 44 号（2006.8）に発表した（依頼原稿）．先駆者・川合英夫の研究をふまえ

て，台湾周辺の海流について記述するものを中心に，15 世紀から 19 世紀におよぶ約６０点の

漢籍の内容を調査した．その結果，この時期台湾に接して流れる黒潮は，台湾住民，大陸・琉

球を往来する冊封使等によって，分断的に認知されていたことが解明できた．主に 16 世紀以降



の台湾北方沖についての「黒溝」，17 世紀後半から 19 世紀以降澎湖諸島を中継して中国大陸（福

建省福州等）と台湾（台湾府等）との往来が増加する中，現台湾海峡あるいは現澎湖水道にお

いて指摘された「黒水溝」，「万水朝東」，および 19 世紀台湾東部の地方志の「海防」「海道」の

項に記載される「万水朝東」，「弱水」である．そして，これらが黒潮として一体的に認識され

るのは，日本が台湾を領有して以降であったと見通しを述べた．

２）「原住民」による黒潮認知史

以上は，台湾をめぐる，いわば漢族側からみた台湾をめぐる黒潮の認知の歴史過程といえる

が，本年度本研究課題ではさらに，高雄~屏東~猫鼻頭・鵞鑾鼻~台東，蘭嶼，東北の宜蘭等

に分布する排湾族，雅美族，阿美族，平埔族（一部）等の「原住民」に焦点をあて，とくに彼

らの漁民文化（歌謡・伝承・説話等）に映る黒潮の伝統的イメージについて考察するための史

料収集を精力的に行った．当地点沖合を黒潮が通過することに注目し，「原住民」における黒潮

認知の歴史過程に迫ろうとするものである．本年度は，このための歴史学・文化人類学の研究

資料・専門書，６０数点を台湾史の専門書店（台北）において購入した（昨年 12 月末）．「原住

民」̶漁業̶黒潮を相互に検討した人文研究は，日本国内は勿論台湾でも極めて少なく，これ

らの書籍は，次年度本格的実証作業に入るための貴重かつ十分な材料となる．

なお，平成 19 年度から３年間（予定）吉尾は，特定領域科研に参加するメンバーの内の約２０

名からなる「東アジア海域世界」史研究プロジェクト（リーダー：羽田正 東京大学東洋文化研

究所教授）に参加することが決まっている．そこでは，従前の本研究課題の成果をふまえて，「東

アジア海域世界」における黒潮流域圏の環境とそれに関する歴史情報を研究課題とする．

３）研究業績等

(1)原著論文

吉尾　寛「台湾海流考：漢籍が表す台湾をめぐる海流と黒潮遭遇」、『海南史学』　第 44 号、

2006．

(2)著書

　該当なし

(3)学会報告　　　　該当無し

(4)報道・特許　　　該当無し

(5)獲得外資

・吉尾　寛（特定領域：研究分担）「東アジアの海域交流と日本伝統文化の形成」（平成 18 年

度 580 万円、うち吉尾に関わる実質予算は 130 万円）

・学部長裁量経費による研究費：２５万円



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」

１）土佐湾沿岸における藻場の劣化と熱帯産ホンダワラ種の移入

　藻場は仔稚魚や小型節足動物等の住処と食料源の役割を果たし，沿岸の生態系と生物多様性

を維持するために重要である．最近，地球温暖化による水温の上昇とウニや魚類の過剰摂食が

原因で藻場が劣化してきたという指摘がなされている．それを受け，環境省は藻場の現状を把

握するために全国藻場調査を開始した．

　本研究では，前述のように（１．２）、土佐湾の藻場（ガラモ場）を構成するホンダワラ類の

分布および種組成を調査し，過去３０年間における藻場の変遷を明らかにした．1970 年代，土

佐湾の藻場を構成する主なホンダワラの種は５種であり，それらはすべて温帯性の種であった．

しかし，1980 年代後半になると，いままでに土佐湾に分布しなかった熱帯産のホンダワラ種が

初めて出現した．また，70

年代に繁茂していた温帯性

のホンダワラ種からなる藻

場が徐々に消失する傾向を

示した．

　1990 年代後半では，熱帯

産ホンダワラ種がさらに増

加し，その分布範囲も高知

県西南部から土佐湾中央部

にまで及ぶようになった．

それに伴い，温帯性の在来

種の分布範囲が狭まった．

このように，土佐湾の藻場

を構成するホンダワラの種

組成がこの３０年間の間に温帯性種から熱帯性種へ顕著に置き換わってきていることが明らか

になった．

　この原因の１つとして，冬季の海水温の上昇が考えられる．1970 年代から 2000 年代までの

土佐湾の平均月別海水温を比較すると，４月から８月の海水温は年代間でほぼ同一であるが，

９月から翌年の３月の海水温では，1990-2005 年の温度が 1970 年代と 1980 年代よりも約２℃

高い．とくに，２月３月の冬季の海水温が最近 15 年の間 17℃を下回らない．熱帯性のホンダ

ワラは低水温では成長できない．このことから，土佐湾の藻場を構成するホンダワラ類の種が

温帯性から熱帯性へ置き換わってきたのは，冬季の海水温の上昇が原因である可能性がある． 　　　　　　　　　　
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２）フィリピンにおける海藻の植生調査

　黒潮はフィリピン東岸から発して北上し，台湾，本邦琉球諸島を経，九州と四国の南岸，そ

して本州南東岸に至る．そのため，これら黒潮流域圏諸国の沿岸環境と生物相は黒潮という媒

体・経路を通して不可分であり，相互に影響を及ぼし合っている．

　本研究では，黒潮に沿ってどのような海藻がどのように分布しているかを明らかにするため，

黒潮の起点に近接するフィリピンのルソン島北部のカガヤン州に２つの定点調査地を設定し，

海藻の植生調査を行った．

　調査地点はサンタ・アナ(Sta Anna)町ラプリ( Rapuli)村およびクラベリア(Claveria)町タガット・

ノルテ( Taggat Norte)村であった．現地では，潜水によって海藻を採集し，標本を作製した．帰

国後に標本から種の同定を行った．ここでは，平成 17 年度（第１回：平成 17 年 8 月 23 日~9

月 3 日；第２回：平成 18 年 2 月 19~3 月 2 日）および平成 18 年度（第１回：平成 18 年 8 月 14

日~25 日；第２回：平成 19 年 3 月 11 日~20 日）で得た調査結果の概要を報告する．

　両地点でこれまでに生育が確認された種組成と種数を表１に示す．

サンタ・アナでは，緑藻６綱２４種，褐藻３綱 14 種，紅藻６綱１６種の合計５４種を確認した．

また，クラベリアでは，緑藻７綱３１種，褐藻３綱７種，紅藻５綱２２種の合計６０種の海藻

の生育を確認した．

　クラベリアでは，藻類のラインセンサスを行った．調査地の底質は岸から沖に向かって転石，

砂地，岩礁，造礁サンゴ（パッチリーフ），砂地の順に変化し，底質の変化に応じて藻類の出現

種が変化した．すなわち，岸から 40 m までの浅い（水深 1 m 以下）砂礫底質では，アナアオ

サとウミウチワ，アマモ場が発達し，底質が岩礁となる 40-100 m（水深 1-1.5 m）では，アマモ

場がなくなり，緑藻類のキッコウグサ，マユハキモ等，紅藻類のイワノハナ，ガラガラ，種々

の石灰藻等が点在した．岸から 100-150 m になると，水深が深く（1.5-3 m）なってサンゴが発

達し，底質は砂となるので，カイメンソウや石灰藻以外の海藻はほとんど見られなくなった．

　　　　　表１．北部ルソンの２調査地で確認された種組成と種数

サンタ・アナ クラベリア

Chlorophyta Chlorophyta
   Ulvales    Ulvales
     Enteromorpha compressa      Ulva pertusa
     Enteromorpha intestinalis    Cladophorales
   Cladophorales      Anadyomene sp.
     Anadyomene sp.      Microdictyon japonicum
     Microdictyon japonicum      Microdictyon okamurae
     Chaetomorpha crassa      Chaetomorpha crassa



     Chaetomorpha sp.      Chaetomorpha sp.
     Cladophora sp.      Cladophora sp.
   Siphonocladales      Rhizoclonium grande
     Boodlea coacta    Siphonocladales
     Boergesenia forbesii      Boodlea coacta
     Cladophoropsis sp.      Boergesenia forbesii
     Dictyosphaeria cavernosa      Cladophoropsisvaucheriaeformis
     Valonia sp. 1      Cladophoropsis sp.
     Valonia sp. 2      Dictyosphaeria cavernosa
     Valonia sp. 3      Dictyosphaeria versluysii
   Caulerpales      Valonia sp. 1
     Caulerpa sertularioides      Valonia sp. 2
     Caulerpa sp.      Valonia sp. 3
     Halimeda sp. 1      Valonia sp. 4
     Halimeda sp. 2      Valonia sp. 5
     Chlorodesmis sp.      Valonia sp. 6
   Codiales    Caulerpales
     Codium sp.      Caulerpa sertularioides
  Dasycladales      Caulerpa sp.
     Acetabularia dentata      Halimeda macroloba
     Acetabularia sp.      Halimeda sp.
     Bornetella sphaerica      Avrainvillea obscura
     Neomeris annulata    Codiales

     Codium sp. 1
     Codium sp. 2
   Bryopsidales
     Bryopsis sp.
   Dasycladales
      Acetabularia dentata
      Bornetella sphaerica
      Neomeris annulata

Phaeophyta Phaeophyta
   Dictyotales    Dictyotales
     Dictyota sp. 1      Dictyota sp. 1
     Dictyota sp. 2      Dictyota sp. 2
     Dictyota sp. 3      Padina sp. 1
     Padina sp. 1      Padina sp. 2
     Padina sp. 2    Scytosiphonales
   Scytosiphonales      Colpomenia sinuosa
     Colpomenia sinuosa      Hydroclathrus clathratus
     Hydroclathrus clathratus    Fucales
   Fucales      Turbinaria ornata
     Turbinaria ornate
     Sargassum paniculatum
     Sargassum ligocystum



     Sargassum denticarpum
     Sargassum polycystum
     Sargassum sp.1
     Sargassum sp.2

Rhodophyta Rhodophyta
   Nemaliales    Nemaliales
     Tricleocarpa cylindrica      Tricleocarpa cylindrica
     Liagora sp.      Tricleocarpa sp.
   Corallinales      Scinaia sp.
     Amphiroa anceps    Corallinales
     Amphiroa sp.      Amphiroa anceps
     Mastophora sp.      Mastophora sp.
     Corallinaceae 3 species      Corallinaceae 3 species
   Gelidiales    Gigartinales
     Gelidium elegans      Plocamium telfairiae
   Gigartinales      Hypnea sp.
     Plocamium telfairiae      Chondrus sp.
     Hypnea sp.      Chondracanthus sp.
   Gracilariales      Peyssonnelia sp.
     Gracilaria verniculophylla      Eucheuma denticulatum
     Gracilaria chorda      Titanophora sp.
   Ceramiales    Gracilariales
     Campylaephora hypnaeoides      Gracilaria textorii
     Ceramium sp.    Ceramiales
     Laurencia sp.      Campylaephora hypnaeoides

     Ceramium sp.
     Laurencia sp.
     Wrangelia sp.
     Digenea simplex
     Psilothallia dentata

両地点の沿岸環境は以下の点で大きく異なっていた．サンタ・アナでは，東西数㎞に渡って

砂浜海岸が続き，外洋に面して波浪の影響を直接受けるが，クラベリアは東西約 300 m，奥行

き約 200 m のラグーンであり，波浪の影響は比較的少ない．また，サンタ・アナは岸から沖へ

約 200 m まで水深 1 m 以下の浅い岩礁またはリーフが連続して広がっているのに対し，クラベ

リアでは，浅い岩礁の面積が比較的小さく，その先はすぐにパッチリーフとなる．これらの地

形の違いが両地点の大型褐藻類の出現の有無に大きく影響していると考えられる．すなわち，

サンタ・アナでは，ホンダワラ類からなるガラモ場が顕著に発達するが，クラベリアでは，大

規模なガラモ場群落はまったく形成されず，ラッパモクが散在する程度であった．しかし，大

型褐藻類を除いて両地点で出現する海藻の構成種は類似していた．また，浅い砂礫底質上にア

マモ場が発達するのも共通していた．



　採集された海藻の標本を分析した結果，同定が困難な種が多数存在することが明らかとなっ

た．熱帯および亜熱帯のホンダワラ類は，現在，分類学上大きな問題となっており，フィリピ

ンのホンダワラ類を含めて今後の詳細な研究が必要である．その他の褐藻類（アミジグサ属や

ウミウチワ属等）においても，最近熱帯・亜熱帯域から新種の報告が数々なされており，当面

正確な同定が容易でない．フィリピンでは，養殖されている紅藻種はよく研究されている．し

かし，その他多数の紅藻類に関して詳細な分布調査等の研究報告はほとんどない．今回採集さ

れた緑藻類において，形態的に区別できないいくつかの個体間で，それぞれの細胞分裂の様式

が異なる事実を見いだした．このことは，これらの同一形態形質を呈する緑藻が別種であり，

分類学的研究が未だなされていないことを意味する（次項３で詳細に触れる）．

これまでの調査では，ルソン島北部に位置するサンタ・アナとクラベリアの方が，南部ルソ

ンの調査地より海藻の種数が多い．両地点に生育する海藻相は，本邦の南西諸島に分布する海

藻の分類群と類似する．しかし，種レベルにおける植生はフィリピンと南西諸島の間でかなり

異なっており，今後の研究が必須である．また，熱帯のフィリピンにおいても，本邦と同様に

時期（季節）に応じて海藻の消長が見られた．たとえば，8 月にはガラモ場を構成するホンダ

ワラ類等の大型海藻類は夏枯れしていた．それに対し，日本におけるホンダワラ類の生育時期

は 12 月から翌年 10 月くらいまでである．フィリピンでは，紅藻類の多くは３月末までに消失

すると思われる．フィリピンはモンスーンの関係もあり，海藻調査の時期は 3 月から 7 月くら

いまでが適していると思われる．

３）多核緑藻バロニア科における多数の潜在種の存在とそれらの細胞学的特徴

　熱帯・亜熱帯海域では，イワヅタ目とカサノリ目緑藻とともに，ミドリゲ目に属する多核緑

藻が多数種分布することが特徴である．フィリピン・ルソン島北部のサンタ・アナとクラベリ

アで採集されたミドリゲ目緑藻の中で，とくにバロニア科に属する多核緑藻数種は未記載種と

考えられ，また，それらそれぞれが独特の細胞学的特徴を有することが明らかになった．

　バロニア科では，体細胞を分裂させる際に母細胞がレンズ状細胞を形成することが科の分類

基準となっている．バロニア科には，バロニア属とキッコウグサ属が含まれ，バロニア属は分

割細胞分裂をしないグループとして分類される．現在バロニア属には，細胞の形態的特徴から

５種が記載されている．

　フィリピンで採集された多核緑藻において，レンズ状細胞を形成し，かつ，細胞の形態で区

別できたバロニア属の種は少なくとも 10 株あった（図３の 1-10）．

　既記載種はすべて球状ないしは卵形の細胞であり，棍棒状または糸状の細胞をもつ種は記載

されてきていない．また，バロニア科の特徴とされるレンズ状細胞形成において，これら 10 株

はその形成様式が異なるいくつかのタイプに区分できた．さらに，多核緑藻細胞の多くの種は，



細胞が傷害を受けたときに治癒能力を示すことが知られているが，10 株のうち 2 株はこのよう

な傷害治癒能力を持たないことが明らかになった．しかし，これらの 2 株と形態的に区別がつ

かない他の 2 株は傷害治癒能力を示した．

　以上のように，フィリピンに生育しているバロニア属植物は多数の未記載種を含み，また，

予備的培養実験から，これらの種はこれまでに明らかにされていないバロニア属植物が持つ細

胞学的特性を示すことが分かった．今後，免疫的手法および分子生物学的手法を加え，バロニ

ア属植物とその周辺系統種の類縁性と細胞学的特性を研究する必要がある．

図３．フィリピンで採集されたバロニア科多核緑藻．1-10 はそれぞれ異なる株であり，形態的

および細胞学的特徴に基づき，未記載種を含む別種と考えられる．
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３—Ｅ「黒潮圏におけるコモンズ管理の変遷」

１）コモンズ論の再構成

　現代日本の黒潮圏では，沿岸域の排他的利用権（かつての地先入会権）と新しい海産業であ

るダイビングとの両立が難しく，利用に係る権利の分配が問題となるケースが頻発している．

いわば古いコモンズから新しいコモンズへの転換が問題となっているのである．陸域でも，類

似した課題を見出せる．例えば，阿蘇地域や三瓶地域にみられる牧野利用においては，入会権

が新しい利用者の参入を阻む事態が観察される．しかし，陸域では権利の分配にも増して，牧

野の管理をいかに維持するかが焦眉の課題となっている．管理が放棄されることで，生物の多

様性や地域の文化が失われることへの危惧がある．海の問題を利用競合とすれば，牧野の問題

は過少利用であり，管理の担い手の欠如である．

従来のコモンズ論は，牧野から海洋資源の共同利用の場を一括して捉える傾向が強く，上述

したコモンズの相違や資源管理の仕組みの違いを見落としがちであった．そこで，本研究では

海と陸のコモンズの実態と異質性を踏まえつつコモンズ論の系譜をレビューし，新たなコモン

ズ論の枠組みを検討することを課題とした．

そもそもコモンズ論の吹き矢となったハーディンのコモンズ論ではコモンズは採集すべき資源

であり，資源の維持管理は射程の外に置かれてきた．この枠組みは，新古典派的コモンズ論に

引き継がれ，囚人のジレンマの典型事例としていまでもテキストには紹介されている．そこで

はコモンズにおける人為的ストックの存在や管理の必要性が考慮されない点に特徴があり，

図４　 新古典派の共同利用資源モデル注）筆者作成．



牧野や河川などのコモンズ管理の実態を捉えきれないままであった（図４）．これに対し，オス

トロームに始まる新制度学派的コモンズ論は河川あるいは地下水管理に議論の出発点を求めて

おり，水管理に関わる資源のための人為的ストックをコモンズが成立するための不可欠な要素

とする．

図５　 E.　Ostrom のコモンズ論

注）筆者作成．

　人的資本に着目するとき，コモンズは図５にみられるスペクトルの中に位置づけられる．人

為的ストックの比率が増えれば増えるほど，コモンズの性格は資源の利用制限だけに留まらず，

人為的ストックを維持管理するためのルールが必要となり，組織は排他と管理の二重構造とな

る．

　海洋資源の場合，イノーなどに人為的ストックの利用がみられるほかは人為的ストックに依

存する割合は少ない．これに対し，牧野の利用においては，牧柵や用水路などの人為的ストッ

クが利用のあり方を決めるほど重要な要素となっている．

２．海域と陸域のコモンズの差異

　こうした海と陸域のコモンズの根本的な差異は，利用しようとする資源の制御可能性

(controllability) の差異に起因にする．例えば，海の場合，漁業資源は絶えず魚場を移動するた

め，利用者は魚を直接に囲ったり，その数を制御することはできない．結果として，地先の入

会権などを用いてそれを採取するための排他的な区域を設定することでコモンズを維持してき

た．これに対し，牧野では草資源そのものが制御可能である．草地を囲い，資源の多寡を監察

しながら利用を進め，牧柵により排他性を確保するとともに，柵内では火入れ，イバラ刈など



の管理によってコモンズは維持されてきた（図６）．

　仮に海の利用が低下しても，海のコモンズは維持され，むしろ資源量は拡大するであろう．

しかし，牧野の場合，利用が低下すると管理が放棄され，コモンズは利用できない資源と化す．

以上の考察の結果，制御可能性は人為的ストックを媒介にしながら，管理の形態を規定し，ひ

いてはコモンズの問題の発現形態に少なからぬ差異を生み出すことが明らかになった．今後は

制御可能性や人為的ストックの概念を従来のコモンズ論に埋め込み，一般化することが課題と

なる．

　

図６　 コモンズにおける自然と人為の関係
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