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ウミガメの産卵から見た四国南岸の海岸環境 その2

〜浜の堆積物について〜
田中幸記

前回は浜の高さや奥行き、長さについて紹介

万十川や下の加江川の河口周辺には、細かい砂

しましたが、今回は、浜の堆積物とウミガメの産

を多く含んだ砂の浜がありました。河川が運んだ

卵状況との関係について紹介します。

細かい砂が、河口周辺に堆積しているのだと考

浜の環境調査は、25,000分の1の地形図上で浜

えられます。なお、シルト・粘土を多く含んだ干

の記号で表してある場所を対象に行いました。し

潟のような泥の浜は存在せず、いずれの浜でも

かし、ひとくちに浜と言っても、泥の浜、砂浜、

シルト・粘土の割合は1％以下でした。

砂利浜、石の浜など、堆積物の様子は様々です。

では、ウミガメはどのような堆積物の浜に産卵

そこで、103ヵ所それぞれの浜の上端から、およ

しているのでしょうか。2年前に私が調査を始め

そ2リットルづつ堆積物を採取し、ふるいを用いて、 てから、少なくとも1回は産卵が確認された浜を
0.062mm以下のシルト・粘土、0.062〜0.25mmの

ウミガメが産卵している浜とし、浜の近所に住ん

細かい砂、0.25〜2mmの粗い砂、2mm以上の礫

でいる方への聞き取り調査の結果から、ウミガメ

の4段階にふるい分け、粒子の大きさの組成を調

は以前から産卵していないと思われる浜を産卵し

べてみました。

ていない浜とします。ウミガメが産卵している浜

各浜の堆積物の組成を、地図に添って並べた

の堆積物を図2‑aに、産卵していない浜の堆積物

のが図1です。足摺岬よりも西側や、土佐湾内の

を図2‑bに示します。それぞれ、礫の占める割合

久礼から須崎にかけては、礫の割合が非常に高い、 が高い順番に浜を並べてあります。
こぶし大の石の浜や砂利浜が多く見られ、特に、

ウミガメが産卵している浜には、粗い砂や細

叶崎より西側の海岸には石の浜が多く見られまし

かい砂が多くを占める、砂の浜が多いことが分

た。この地域の海岸線には、急な崖の下に浜が

かります。ウミガメが産卵している浜は、最も粒

ある地形が多く、浜の奥行きが狭いので、大き

子が粗い浜でも、礫の割合は67％でした。礫が

な波が来ると砂は流されてしまい、石や砂利し

多くを占める石の浜や砂利浜では、卵を産むた

か残らないため、石の浜や砂利浜が多いものと

めの穴が掘れないので、ウミガメは砂の浜を選

考えられます。

んで産卵しているものと考えられます。

砂の浜は各地に散在していましたが、細かい

一方、図2‑bの右側に見られるように、砂の浜

砂の浜は河口の周辺に限られていました。特に、 であってもウミガメが産卵していない浜もあります。
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図1．浜の堆積物の組成
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浜は、高さも奥行きも大きいため、ウミガメの産
卵にとって適した条件がそろっているものと考え
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られます。全体的に石の浜や砂利浜が多い海岸
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また産卵が見られるかもしれません。空中写真

図3．産卵している浜と産卵していない砂の浜の
高さ・奥行き

を見ると、大浦の浜の沖には砂地が広がってい

と思われる砂の浜で、なぜ産卵が見られないの

ます。この砂が波の強さによって、浜に堆積した

でしょうか。

り無くなったりしているようです。浜の堆積物は
波や風で動くため、もともと流動的なものですが、

前号の話を思い出して下さい。ウミガメが産卵
しているのは、卵が水に浸かったり、波に洗わ

これほどダイナミックに変わってしまうことには驚

れたりしにくいような、高さや奥行きが大きな浜

かされました。大浦の浜以外にも石の浜や砂利

であることが多い傾向にありました。そこで、砂

浜の沖に砂地が広がっているところがあるので、

の浜であっても産卵していない浜と産卵している

堆積物が大きく変化する浜が他にもあるかもしれ

浜とで、高さと奥行きを比較してみました。図3は、 ません。
横軸に浜の奥行き、縦軸に浜の高さをとり、産卵

ウミガメは2、3年に1度、産卵のために浜にや

している浜を●で、産卵していない砂の浜を○で

って来ますが、いつも同じ浜に産卵する習性が

表したものです。砂の浜であっても産卵していな

あると言われています。では、堆積物が大きく変

い浜の高さと奥行きは、産卵している浜と比べて

化する浜が石の浜の年に産卵に来たウミガメは、

小さい傾向が見られます。ウミガメが産卵するた

どうするのでしょうか。他の砂の浜を探して産卵

めには、堆積物の粒子が細かいことと、浜の高

するのでしょうか。我慢できず海中で卵をもらし

さや奥行きが大きいことの両方がそろっている必

てしまうかもしれません。さもなければ、もとも

要があるようです。

とある程度の範囲の海岸線の中で、その年環境

四国南岸には石の浜や砂利浜が多く見られま

が良い浜に産卵するつもりなのかもしれません。

すが、ウミガメが上陸しているのは礫の少ない

産卵に適した浜を探し回るウミガメのことは、ま

砂の浜でした。砂の浜の中でも、細かい砂の堆

だ分からないことばかりです。

CU R R E N T

Apr. 2003 Vol.4 No.1

3

砕け散った瓶のふた
中地シュウ
サンゴ片が無惨にも瓶の底で干からびていました。

数年前からクシハダミドリイシというサンゴの採
卵を行うようになって「一度、このサンゴの生殖

このとき、組織学の教科書に書かれていた「脱

腺の発達過程をきちんと調べてみたい」と考える

灰中は決して容器を密閉してはならない」という

ようなりました。サンゴの生殖腺を詳しく観察す

言葉を思い出しました。瓶にふたをしていたため

るには切片標本を作る必要があります。切片標

酸と反応して発生した二酸化炭素が逃げていけず、

本というのは組織を厚さ数μmに薄くスライスして、 圧力がかかってふたが爆発したのです。瓶自体
光学顕微鏡を使った観察ができるようにしたもの

が割れなかったのは幸いでしたが、爆発の衝撃

です。以前に魚類の生殖腺を観察していたこと

で床に飛び散ったブアン液の黄色いシミは、洗

があったので、切片標本を作るための一通りの

剤を使っても落とすことは出来ませんでした。

処理は心得ていましたが、魚の組織とサンゴで

このような初歩的な失敗を乗り越え、この方法

はいささか勝手が違います。サンゴは石灰質の

で何度か脱灰を試みたのですが、脱灰に時間が

骨格を持っているので、まず、これを取り除く「脱

かかり、固定液に長時間浸けることで組織が硬く

灰（だっかい）」という処理を行わなければな

なることが心配されるので、あまり好ましくないこ

らないのです。脱灰が必要な硬い材料を今まで

とが分かりました。結局、一般的に使われるトリ

扱ったことがなかったので、本をみて調べてみる

クロロ酢酸という薬品を使った脱灰処理を行うこ

と「酸を用いて骨の石灰分を溶かすのがもっとも

とに落ち着きました。トリクロロ酢酸の10％程度の

一般的」と書いてありました。要するにこれは、

溶液を用いれば、1cmほどのサンゴ片を約一日

揚げたアジをお酢に浸けて骨まで軟らかくする「ア

で脱灰することができます。脱灰を行うときは、

ジの南蛮づけ」と同じ原理です。普段、組織を

なるべく断面を大きくして、骨をむき出しにすると

固定するのに使っているブアン液には酢酸が含ま

脱灰時間がかなり短くなります。脱灰前のサンゴ

れています。すこし、乱暴かとは思いましたが、

片を小さく切ろうとすると、どうしても割れたり砕

この固定液の酢酸の割合を多少多めにしたら、

けたりするので、観察したい場所をきれいに残す

脱灰と固定が同時に出来て、得なのではないか

のが難しくなります。ですから、多少脱灰に時間

と思い、試して見ることにしました。

が余分にかかることを覚悟して大きめのサンゴ片

早速、海からサンゴ群体の一部を割り取ってき

を使い、十分に脱灰した後によく切れるメスなど

て、通常の3倍ほど酢酸を入れたブアン液で満た

を使って必要な部分だけを切り出すのが良いよう

したサンプル瓶に入れてみました。するとサンゴ

です。その際には欲張らずに思い切ってサンゴ

片から盛んに泡が出て来るではありませんか。し

片を小さくしたほうが、のちのち組織を薄切する

めしめと思い、いつものようにサンプル瓶のふた

ときに楽になります。脱灰したサンゴ片はスポン

をしっかり締め、その日は家に帰りました。翌日、 ジのような状態になり、ピンセットで簡単に押し
サンゴ片の様子を見るため研究室に入ると、テ

つぶせます。こうしておけば、後はいつでも切片

ーブルの上に置いておいたはずのサンプル瓶が

標本の作製に取りかかることができます。

どこにも見当たりません。いやな予感がしてテー

今、脱灰したサンゴ片を用いて、切片標本の

ブルの下に目を向けると、案の定、床一面にブ

作製を進めています。この成果はいずれこの紙

アン液が飛び散り、真っ黄色のシミをつくってい

面でもみなさんにご紹介していきたいと思います。

ました。その傍らに空になったサンプル瓶が転が

しばらくの間は研究室の床にできたシミを見るた

っていました。瓶のふたは粉々に砕け散っており、 びに恥ずかしい失敗のことを思い出しそうです。
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サンゴ学入門（8）サンゴの生産力

岩瀬文人

今回はサンゴの生産力について説明しましょう。 食べますが、共生藻からもらう有機物を90とすると、
といっても、サンゴは動物ですから、本当の意味

餌から手に入れる有機物は9ほどになります。サ

で生産を行っているのは、サンゴと共生している

ンゴは手に入れた99の有機物のうち、自らが生

褐虫藻です。

きていくために46を使い、成長するために1を使い、

前にも書きましたが、褐虫藻は直径100分の1ミ

残りの52は主に粘液として体の外に出してしまい

リほどの球形の植物です。ひとつひとつの褐虫

ます。動くことができないサンゴにとって、粘液

藻は肉眼では見ることができないほど小さなもの

は自分の体を常に清潔に保つために必要不可欠

ですが、サンゴの体の中にぎっしりと詰まっていて、 なものであるとはいえ、手に入れた栄養の半分
サンゴが茶色く見えるのは褐虫藻の色が見えて

以上を粘液として外に出してしまうとは、何ともっ

いるのです。この褐虫藻が、太陽の光を浴びて

たいない。
別の研究では、250gのサンゴが1年間に放出

光合成をします。光合成とは、植物が光を浴び
て二酸化炭素と水から糖や澱粉などの有機物を

する粘液中の炭素の量は3gほどであるといいます。

造る働きで、褐虫藻はグリセロールを作ります。

直径20cmのテーブルサンゴの重量はおよそ1kgで

近年、サンゴの中で行われている物質循環の

すから、粘液として1年間に12gもの炭素を放出し

研究が盛んに行われていますが、それらの研究

ていることになります。この粘液こそが、サンゴ

成果によると、サンゴの体の中で行われている

礁の生き物たちを支える重要な栄養源になってい

有機物の動きは以下のようになっているそうです。 るのです。
サンゴの体の中にいる褐虫藻が造る有機物の

サンゴの枝の間には実に様々な生き物が棲ん

量を100とすると、褐虫藻は自らが生きていくため

でいます。彼らの多くはサンゴの粘液を食べて生

に9.9ほど、自らの成長のために0.1ほど、あわせ

活しており、彼らにとってサンゴの枝の間は食事

て10ほどしか自分自身のために使わず、残りの

付きの隠れ家といえます。これらの小さな生き物

90は体の外に、つまりサンゴの体の中に出してし

をベラやカワハギなどの魚が食べ、さらにウツボ

まいます。サンゴは動物プランクトンなどの餌も

やカサゴなどの大型の魚が食べる、というように、
サンゴ礁の多様な生態系は、サ
ンゴが放出する多量の粘液を栄
養源として成り立っていると言っ
ても過言ではないのです。

サンゴの褐虫藻
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アサヒガニRania rania (Linnaeus) は、
インド洋、西太平洋に広く分布する
食用種です。その姿は独特で甲羅は
横幅よりも縦が長く、ハサミもスパ
ナのような変わった形をしています。
日本では相模湾以南の20〜40mの砂底
に生息しており、宮崎や高知、和歌
山などの黒潮の洗う暖かい地方でお
もに漁獲され、高値で取り引きされ
ています。研究所の近所に住んでい
る漁師さんたちがアサヒガニ漁に出
かけるのは、お腹にオレンジ色の卵
を抱えたカニが、産卵のため浅場に
寄ってくるちょうど今頃の季節です。
アサヒガニ Ranina ranina の水槽写真
アサヒガニの仕掛けは、針金や竹な
どでつくった直径40㎝ほどの輪に、適当な目合いの網をただ張っただけという非常に簡単なものです。
この仕掛けを一本の縄にたくさん取り付け、砂の堆積した海底に這わせ、頃合いを見て引き上げると、
仕掛けの中央に取り付けた餌（魚の切り身）の匂いにつられて集まってきたカニが、足を取られて網
に引っかかっているというわけです。近頃はめっきり数が少なくなったそうですが、昔は場所さえ間
違えなければ、30分ほど仕掛けを入れただけで網が真っ赤になるほど獲れたそうです。しかし、その
当時は「スイカと食い合わせるとあたる」などといわれ、市場に揚げてもほとんど値が付かなかった
と聞いています。今、研究所では漁師さんにもらったアサヒガニを何匹か水槽で飼育しています。体
を砂に埋め、マッチ棒のような二つの目をピンと立ててあたりを窺っている姿はなかなかユーモラス
です。アサヒガニの水槽に餌として二枚貝を入れておくと、いつの間にかぱっくりと口を開けて殻だ
けになっていることがあります。もしかしたら、アサヒガニはあの薄いハサミを使って器用に貝をこ
じ開けて食べているのではないかと思い、た
1月
2月
3月
びたび水槽を覗いているのですが、未だにそ
の瞬間を目にしたことはありません。 S.N.
月別平均値
気温
7.6℃
9.4℃
11.1℃
水温
17.6℃
17.0℃
17.1℃
気象・海象（2003年1月〜2003年3月）
月間降水量
112.5mm 57.0mm 163.5mm

アサヒガニの水槽写真
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