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昨年行ったタイのシーファン修復事業の結果について

岩瀬 文人

図6．死んだ修復シーファン
（Beacon Reef）

図7．ケーブルタイを覆って成長する
シーファン（Deep Six）

図8．押さえ板の上にも成長する
シーファン（North Point）

表2．地点別の生残状況

表3．修復手法別の生残状況 

　一昨年の12月26日に発生したインドネシア・ス

マトラ島沖地震にともなう津波によって、インド洋

沿岸各国に多大な被害があり、昨年4月末にプ

ーケット北西沖のシミラン諸島というところで実地

にシーファン復旧作業の指導をすることになった

経緯については、本誌Vol. 6, No. 2で紹介した。

　タイの海域国立公園で大きな被害を受けたのは、

シミラン諸島国立公園とその北方に位置するスリ

ン諸島国立公園である。津波から1年が経過し、

サンゴやシーファンの被害状況と修復結果が明ら

かになってきたことを受けて、修復結果の第1回

の総括と今後の管理計画を討議するタイ国内セミ

ナーが、タイ国政府関係者、研究者、修復事業

の関係者など、100名近いメンバーを集めて、

JICA（国際協力機構）タイ事務所の援助により

今年2月2日にプーケット市内のホテルで開催され、

私も参加して報告をした。

　このセミナーでは、シミラン諸島国立公園にお

けるシーファンの修復に関して、私がその手法に

ついて、Prince of Songkla大学のSakanan Plathong

先生が修復結果の概要について報告を行った。

このセミナーで配布された資料から、Sakanan先

生を中心とするサンゴ礁及び底生生物研究ユニ

ットのメンバー、岩瀬文人、タイ天然資源環境

省海洋資源局のP.aSurawadi氏、国立公園･野生

動植物保護局のW.aHongwiengchan氏およびJ. 

Kowintawong氏、For Sea Foundationの連名による

"Sea Fan Recovery after the Tsunami 2004 at Mu Ko 

Similan National Park, Andaman Sea, South Thailand.

（タイ南部、アンダマン海のシミラン諸島国立公

園における2004年の津波後のシーファン修復）"

という報告の内容について、ここで簡単に紹介し

ようと思う。

シーファン修復に至る経緯

　津波の襲来から1週間も経たない2004年12月30

日から1月15日にかけて、シミラン諸島国立公園

で被害状況の緊急調査が実施された。その結果

シミラン諸島では、13％のサンゴ礁で、50％を超

えるサンゴが破壊されるという深刻な被害を受け

たことが明らかになった。中でも最も大きな被害

のひとつにAnnella属を中心としたヤギ類（以後

シーファンと呼ぶ）の被害があげられ、この地域

に生息している大型のシーファンのおよそ10％に

相当する250群体ほどが折れて海底に落ちている

ことがわかった（図1）。

　そこでこの海域では、海底に堆積したゴミの除

去やひっくり返ったサンゴをもとの向きに戻す作

業に加えて、破損し海底に落ちたシーファンを再

固定することを被害修復のメニューに加えること

とした。

シーファンの修復手法

　最初は倒れているシーファンを拾い集め、落

ちている石を用いて立たせたり、砂礫底に打ち込

んだ鉄筋にくくりつけることによって立たせ、本格

的な修復の方策を検討した（図2）。

　しかし前回書いたようにシーファンの移植につ

いては世界的にほとんど情報がなく、遠く日本の

私のところにもその手法について問い合わせがあ

った。私は水族館での経験からシミラン諸島にお

けるサンゴ礁修復の中心人物であるSakanan先生

にいくつかの修復手法を提案し、Sakanan先生と

修復に関わったダイバーのチームがそれをタイ

の実情にあった以下の6つ手法に変更して実施した。

Ａ．岩：付近に落ちている石を用いてシーファン

が立たせておく。緊急の措置として行われた。

Ｂ．鉄筋：砂礫底に打ち込んだ鉄筋にくくりつける。

この手法も緊急の措置として行われた（図2）。

Ｃ．セメント：船上で速乾性水中セメントによって

シーファンを石に固定し、硬化後に海中に運んで

設置する（図3）。

Ｄ．ケーブルタイ：岩の隙間などにしっかり打ち

込んだ鉄筋や死サンゴ、古い死んだシーファン

の幹などに、ケーブルタイ（インシュロック）で

シーファンを固定する。

Ｅ．クサビ：シーファンの根本を岩の隙間に差し

込み、木のクサビを打ち込んで固定する（図4）。

Ｆ．その他：エポキシ接着剤、ボルトやコンクリ

ート釘による固定など。日本で手に入る材料がタ

イでは入手困難だったり、海底の岩が花崗岩で

とても堅かったため、大きなシーファンの固定に

は使えなかった。

シーファン修復結果

　これらの手法によって、図5に示した6ヶ所で

2005年1～10月の間に修復を行ったシーファンの

総数を表1に示す。先に折れて海底に落ちていた

シーファンの数は250群体ほどであると書いたが、

修復された群体数は589と倍以上になっている。

これは群体の一部が傷んでいる大きな群体を複

数の断片に分けたためと、調査を重ねる毎に新

たに発見されたシーファン落木を修復したために

数が増えたからである。なお、修復されたシー

ファンには、個別に識別できるように番号が刻印

されたプラスティックのタグが付けられた。

　タイでは5～10月はモンスーンシーズンなので、

インド洋側では風波が強く、時化の日が多い。

そのためシミラン諸島の観光やダイビングサービ

スはこの時期閉鎖され、作業や調査も思うように

実施できない。修復されたシーファンの生残状

況の調査はモンスーンシーズン中の6月も1回行

われたが不十分なもので、本格的な調査はモン

スーンが終わった2005

年10月に行われた。

　地点別の生残状況を

表2に、修復手法別の

生残状況を表3に示す。

これらの表では、表1と

異なり合計修復群体数

が500群体になっている

が、これは6月および

10月の調査時に修復さ

れた新しい修復群体を

調査結果の検討対象

から外したためである。

表中「発見数」とは、

生死に関わらず発見さ

れたプラスティックタグ

の付いた群体の数、

「生残数」とは発見さ

れた群体の内、少なく

とも一部が生きていたものの数である。

　全体で見ると500個の修復群体の内、10月に発

見できた群体は42％にあたる210個、その内で生

残していたものは152個、修復数に対する生残率

は30％で、決して高い割合ではなかった。

　地点別に見ると、発見率や生残率が比較的高

かったのはNorth PointとBeacon Reefで、反対に低

かったのはElephant Head RockとStonehengeだった。

North Pointでは狭い水道部に高密度に修復群体

を配置したために再発見率が高かったが、感染

症と思われる病気にかかっている群体が数多くあ

り、今後の推移を注意深く見守る必要がある。

Turtle Rockは修復した群体の位置図が無いため

発見率が低いが、発見された群体の生育状態は

良い。Beacon Reefでも生残率は高かったがほと

んどの群体は部分的に死んでおり、生育状態が

良いとはいえない。この地点はもともとシーファ

ンがあまり多く分布していない場所であり、ここに

修復されたシーファンの多くがElephant Head Rock

周辺から船で運ばれたものであることが影響して

いる可能性が高い。Elephant Head Rockは非常に

潮の流れの速い地点で、修復したシーファンの

多くがモンスーン時期に流されてしまった可能性

が高い。Deep Sixは水深が深く修復エリアも広い

ために調査が不十分である。この海域からも病

気のシーファンが見つかっている。Stonehengeで

は津波被害を受けなかったシーファンにも病気等、

生育状況の悪い群体が多く見られ、修復された

群体も多くは生育状態が良くないが、中には組

織が盛んに伸展している非常に状態の良いもの

も見られた。

　修復手法による生残率の違いはあまり顕著で

はないが、クサビの発見率が低いのは、時間の

経過と共にクサビがゆるんではずれることが多い

ためで、クサビで固定した上からエポキシ樹脂等

で固定すれば生残率が上げられるものと考えら

れる。最も多く用いたセメントについても生残率

は26％と高くない。ただし、セメントを用いた修

復は様々な試みが行われた後、4月に行われた

ものが多く、手法そのものに問題があるというよ

りは修復が行われるまでに放置された時間の長

さが大きな影響を及ぼしているように思われる。

　いずれの手法でも死んだ群体（図6）もあれ

ば生育状態が良い群体（図7,8）もあり、良いも

のは半年程度でずいぶん成長することが明らか

になった。継続的なモニタリングが期待される。

図1．海底に落ちたシーファン
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図2．鉄筋とケーブルタイによる固定 図3．セメントによる固定  図4．くさびによる固定

図5．シーファン修復が
行われた地点   

表1．地点別・手法別の修復群体数   
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中地シュウ

　本誌でもたびたび紹介してきましたが、ここ数

年、足摺海域では数カ所でオニヒトデが大発生

しており、サンゴに大きな被害が出ています。こ

こでは2005年度に足摺海域で行われたオニヒトデ

の駆除状況について簡単にまとめました。

足摺半島西岸大浜周辺（土佐清水市）

　2005年12月に大浜地先海域では行われた調査

では、15分間の遊泳観察で120個体以上という大

量のオニヒトデが確認されました。これを受けて

黒潮生物研究所が今年1月にオニヒトデの駆除作

業を行い、合計1250個体を駆除しました（本誌 

Vol.6, No.4 参照）。依然として、大浜地先海域

にはまだ多数のオニヒトデが残っており、駆除が

手つかずで被害の程度もわかっていない範囲が

広く残っていたため、翌月の2月18日に同海域で2

回目の駆除作業を行うことになりました。前回の

駆除から一ヶ月近くが経過しており、どれだけサ

ンゴの被害が拡大しているのか、前回駆除の行

えなかった範囲にどのくらい被害が出ているのか

と不安な気持ちで駆除に望みました。2回目の駆

除では297個体のオニヒトデが駆除されましたが、

幸いなことに一ヶ月前に比べて、大きな被害の拡

大は認められませんでした。オニヒトデがもっと

も高密度で分布していた範囲については、1月の

駆除作業時におおむね駆除が行えていたようです。

この2回の駆除作業により、大浜港地先のウノハ

エから西のヒラバエにかけての範囲にいたオニヒ

トデのほとんどを駆除することができたと思われ

ます。大浜地先のサンゴ群落は数年に渡るオニ

ヒトデの食害により、すでに大部分が失われてし

まいましたが、今回の駆除により、岸よりの水深

の浅い範囲に被度80％を超える高被度のクシハ

ダミドリイシ群集をある程度残すことができました。

竜串湾千尋崎沖日の浦周辺（土佐清水市）

　竜串海中公園のある竜串湾の東岸を形成する

千尋崎の沖にある日の浦周辺では、2000年頃か

ら多数のオニヒトデが観察されるようになりました。

以降、地元のボランティアが主体となってこの海

域のオニヒトデ駆除が行われています。日の浦

付近のオニヒトデの個体数は2004年度になるとさ

らに大きく増加し、年間駆除数が2000個体を超え

ました。2005年度の駆除作業は2005年10月から

2006年3月にかけて12回行われ、684個体のオニ

ヒトデが駆除されました。前年度の駆除数と比較

すると1/3程度に減少していますが、すでに日の

浦周辺の広い範囲でサンゴの被度が大きく低下

してしまいました。また、わずかですが湾内でも

オニヒトデの個体数が増加しており、今後、海中

公園区域内のサンゴへの影響も懸念されています。

沖の島周辺海域（宿毛市）

　1970年代に起こったオニヒトデの大発生を受けて、

沖の島周辺海域では1973年度から現在まで継続

してオニヒトデの駆除が行われています。1980年

代に入ると大発生状況は一応収束し、以後、駆

除数は毎年数百個体程度で推移するようになりま

した。1995年以降にはオニヒトデの駆除数は減少

傾向となり、2003年度には約40個体程度まで減

少しましたが、2004年度には三ノ瀬、室碆を中心

に全域でオニヒトデの個体数が大きく増加し、駆

除数の合計は500個体を超えました。

　2005年度の駆除作業は2006年3月8,9日に行われ、

私も参加させてもらいました。この駆除作業では

沖の島海中公園1号地のユルギ碆で144個体、5

号地の室碆で390個体、3号地の水島で76個体、

4号地の三ノ瀬およびその周辺で407個体、合計

1017個体のオニヒトデが駆除されました。昨年の

同時期に行われた駆除時と比べて約2倍の駆除

数となりました。水島、室碆などでは、近年増

加傾向にあった水深の浅い範囲のサンゴにも被

害が拡大しており、他の海中公園地区でもわず

かに残っているサンゴを食いつぶしていくように

被害が出ていました。今回のオニヒトデの個体数

の増加により、沖の島海中公園区域の景観回復

はさらに遅れるものと思われます。
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この手法も緊急の措置として行われた（図2）。

Ｃ．セメント：船上で速乾性水中セメントによって

シーファンを石に固定し、硬化後に海中に運んで

設置する（図3）。

Ｄ．ケーブルタイ：岩の隙間などにしっかり打ち

込んだ鉄筋や死サンゴ、古い死んだシーファン

の幹などに、ケーブルタイ（インシュロック）で

シーファンを固定する。

Ｅ．クサビ：シーファンの根本を岩の隙間に差し

込み、木のクサビを打ち込んで固定する（図4）。

Ｆ．その他：エポキシ接着剤、ボルトやコンクリ

ート釘による固定など。日本で手に入る材料がタ

イでは入手困難だったり、海底の岩が花崗岩で

とても堅かったため、大きなシーファンの固定に

は使えなかった。

シーファン修復結果

　これらの手法によって、図5に示した6ヶ所で

2005年1～10月の間に修復を行ったシーファンの

総数を表1に示す。先に折れて海底に落ちていた

シーファンの数は250群体ほどであると書いたが、

修復された群体数は589と倍以上になっている。

これは群体の一部が傷んでいる大きな群体を複

数の断片に分けたためと、調査を重ねる毎に新

たに発見されたシーファン落木を修復したために

数が増えたからである。なお、修復されたシー

ファンには、個別に識別できるように番号が刻印

されたプラスティックのタグが付けられた。

　タイでは5～10月はモンスーンシーズンなので、

インド洋側では風波が強く、時化の日が多い。

そのためシミラン諸島の観光やダイビングサービ

スはこの時期閉鎖され、作業や調査も思うように

実施できない。修復されたシーファンの生残状

況の調査はモンスーンシーズン中の6月も1回行

われたが不十分なもので、本格的な調査はモン

スーンが終わった2005

年10月に行われた。

　地点別の生残状況を

表2に、修復手法別の

生残状況を表3に示す。

これらの表では、表1と

異なり合計修復群体数

が500群体になっている

が、これは6月および

10月の調査時に修復さ

れた新しい修復群体を

調査結果の検討対象

から外したためである。

表中「発見数」とは、

生死に関わらず発見さ

れたプラスティックタグ

の付いた群体の数、

「生残数」とは発見さ

れた群体の内、少なく

とも一部が生きていたものの数である。

　全体で見ると500個の修復群体の内、10月に発

見できた群体は42％にあたる210個、その内で生

残していたものは152個、修復数に対する生残率

は30％で、決して高い割合ではなかった。

　地点別に見ると、発見率や生残率が比較的高

かったのはNorth PointとBeacon Reefで、反対に低

かったのはElephant Head RockとStonehengeだった。

North Pointでは狭い水道部に高密度に修復群体

を配置したために再発見率が高かったが、感染

症と思われる病気にかかっている群体が数多くあ

り、今後の推移を注意深く見守る必要がある。

Turtle Rockは修復した群体の位置図が無いため

発見率が低いが、発見された群体の生育状態は

良い。Beacon Reefでも生残率は高かったがほと

んどの群体は部分的に死んでおり、生育状態が

良いとはいえない。この地点はもともとシーファ

ンがあまり多く分布していない場所であり、ここに

修復されたシーファンの多くがElephant Head Rock

周辺から船で運ばれたものであることが影響して

いる可能性が高い。Elephant Head Rockは非常に

潮の流れの速い地点で、修復したシーファンの

多くがモンスーン時期に流されてしまった可能性

が高い。Deep Sixは水深が深く修復エリアも広い

ために調査が不十分である。この海域からも病

気のシーファンが見つかっている。Stonehengeで

は津波被害を受けなかったシーファンにも病気等、

生育状況の悪い群体が多く見られ、修復された

群体も多くは生育状態が良くないが、中には組

織が盛んに伸展している非常に状態の良いもの

も見られた。

　修復手法による生残率の違いはあまり顕著で

はないが、クサビの発見率が低いのは、時間の

経過と共にクサビがゆるんではずれることが多い

ためで、クサビで固定した上からエポキシ樹脂等

で固定すれば生残率が上げられるものと考えら

れる。最も多く用いたセメントについても生残率

は26％と高くない。ただし、セメントを用いた修

復は様々な試みが行われた後、4月に行われた

ものが多く、手法そのものに問題があるというよ

りは修復が行われるまでに放置された時間の長

さが大きな影響を及ぼしているように思われる。

　いずれの手法でも死んだ群体（図6）もあれ

ば生育状態が良い群体（図7,8）もあり、良いも

のは半年程度でずいぶん成長することが明らか

になった。継続的なモニタリングが期待される。

図1．海底に落ちたシーファン
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図2．鉄筋とケーブルタイによる固定 図3．セメントによる固定  図4．くさびによる固定

図5．シーファン修復が
行われた地点   

表1．地点別・手法別の修復群体数   
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さよならのかわりに。－ロンドン滞在記－

野澤 洋耕

　この４月から黒潮生物研究所の研究員となりま

した野澤洋耕（のざわようこう）と申します。ど

うぞよろしくお願いします。

　私の専門はサンゴの生態学ですが、初めてサ

ンゴの研究を行ったのは大学の卒業研究で、か

れこれ10年前のことになります。卒業研究では日

高道雄先生御指導の下、「生活排水等による海

水の富栄養化がサンゴの成長を妨げる」という

仮説の検証実験を行いました。初めてだったと

はいえ、その実験のずさんさは今考えると恥ず

かしいかぎりです。得られた結果は「成長を妨

げる」というもので、その後行われた他の研究

グループの結果と合致したものでした。しかし、

大学の4年次までに落とした多くの単位と教職の

免許取得のための追加単位を取りながらの片手

間の飼育実験だったので、サンゴの成長が本当

に低濃度アンモニア添加による富栄養化によって

妨げられたのか、実はアンモニア添加によって飼

育水槽内に大量に繁茂した海藻の影響によるも

のではなかったのか、はたまた飼育していたサン

ゴが単に徐々に弱っていっただけではないの

か・・・。今でも確信が持てません。飼育され

ていたサンゴのみぞ知るというところでしょうか。

　その後2年の間、熱帯生物圏研究センター瀬

底実験所で琉球大学の研究生をしながら進むべ

き道を模索していましたが、テルアビブ大学のヨ

シ・ロヤ先生、ハワイ大学のロバート・キンジー

先生などとのすばらしい出会いに恵まれ、「サン

ゴの研究者になりたいなぁ」という思いを徐々に

抱くようになりました。そこで研究者になれる資

質が自分にあるかどうかを試す意味で、サンゴの

生殖の分野で世界的に知られているオーストラリ

アのピーター・ハリソン先生の研究室に大学院

生（修士）として進学し、研究漬けの日々を2年

間過ごしました。留学中は、まさにオーストラリ

アの大自然的な、おおらかでエネルギッシュなピー

ター先生をはじめとする多くのサンゴ研究者に教

えられ、鍛えられ、「サンゴ研究への情熱さえあ

れば、誰でもサンゴ研究者を目指していいんだ」

という強い確信を得ることができました。

　ちょうどそのころ世界のサンゴ研究の方向性を

大きく変える大事件が起こりました。世界規模で

起こったサンゴの白化現象です。その結果、世

界中のほとんどの熱帯・亜熱帯海域で大規模な

サンゴの大量死が観察され、もっとも影響を受

けた海域ではサンゴの８割近くが死亡したと言わ

れています。その後の研究において、地球温暖

化による海水温の上昇がサンゴの白化現象の主

要因であることがわかり、今後も繰り返し起こる

であろうサンゴの白化現象に対してどのようにサ

ンゴを保全していけば良いのかという大きな、そ

して大変難しい課題が突如として全サンゴ研究

者に突きつけられました。この突然のサンゴの大

量死という悲しい事件は私の研究テーマにも大き

く影響を与え、「サンゴ保全のためには個々の群

体を見るだけではなく、群集全体を見なければ

いけない」との思いが、現在の研究テーマ"サン

ゴの生態学"へと私を導くことになりました。

　サンゴの研究者になるため、また生態学を勉

強するために私が最後に選んだステップは九州

大学博士後期課程への進学でした。九州大学で

は海洋生態研究室に席を置き、渡慶次睦範先生、

野島哲先生の御指導の下、サンゴ群集の変動に

関するメカニズムを4年間研究しました。その間

に結婚・第１子の誕生なども経験し、生活のため

一度は研究を離れ沖縄の与勝高校で教師をした

時期もありましたが、この3月博士後期課程を無

事修了することができました。また、縁あって黒

潮生物研究所の研究員としてこの4月からサンゴ

研究に復帰できることとなり、大変うれしく思って

います。この研究所の魅力を一言で表すと「最

高のサンゴ研究環境」といえると思います。"I　

LOVE　サンゴ。これからも研究がんばるぞっ、

うぉー！！"ざっぷーん。

　3月末日で嘱託研究員の任期が終了しました。

辞める間際の忙しい3月上旬、イギリスにある

Natural History Museum（以下NHM）にサンゴの

標本を見に行きました。分類の本場であるヨーロッ

パへの憧れ、ミドリイシ類のサンゴ標本が数多く

あることからNHMを選び、職があるうちでないと様々

な面で厳しいことから、思いきって残り少ない研

究員生活を懸け研究所を飛び出しました。

　NHMは所蔵品が入りきれなくなり1881年に現

在の建物に移転しました。1963年に大英博物館

の自然史部門から独立し、自然史博物館（NHM）

と名称が改められ、約300年に渡って収集された

膨大な数の動物、植物、昆虫、古生物、鉱物

などの標本が保管されています。初日、地図を

確認して行ったのですが、綺麗な城か教会かな

と思って通り過ぎようとした建物がNHMでした（図

1）。外観、内装ともにさすがイギリスという感じ

で圧倒され、展示物以外からも歴史の深さが伝わっ

てきました（図2）。

　サンゴの標本はHNMのダーウィンセンターに

瓶詰め標本が（図3）、骨格標本は本館から数マ

イル離れた場所にあります（図4）。骨格標本の

部屋は他にも昆虫やボーリングコアなどあり、標

本棚で仕切られた部屋はまるで迷路のようでした。

今まで見たことがない多くの標本がそこにはあり

ました。すべての標本を見てみたいっ！という思い

はあったのですが、生きているうちにすべて見る

自信がなかったので、タイプ標本から見ていくこ

とにしました。何気なく手にとった最初の標本は

ヒメエダミドリイシのSyntypeで、ラベルには1884

年とありました。思いがけずあまりに古い標本を

手にしたことで、卒倒しそうでした。標本にはラ

ベルがボロボロでほとんど読めないもの、書き

直されたもの、複数のラベルがついているもの

が多くありました。おそらく多くの人がそれらの標

本を手にし、その当時の見地がラベルに込めら

れているのだろうと想像すると、重い骨格標本が

さらに重く感じました。私が学名に触れるようになっ

て、早5年が過ぎました。初めて学名を覚えたの

はシコロサンゴ Pavona decussata でした。学名に

慣れていない私は、中学生が英単語を覚えるよ

うに、何度も何度も声に出し、学名を書いてやっ

と覚えたことをHMKの標本を見ながら思い出し、

感慨にふけってしまいました。今回の滞在で目に

した興味深い標本類、文献類については、また

機会があれば紹介したいと思います。

　この1年間、黒潮生物研究所の嘱託研究員とし

て、様々な貴重な経験ができました。ここで学ん

だことを多方面で還元できるよう、これからも頑張っ

ていきたいです。

サンゴ研究者になりたくて・・・

タイプ標本がたくさんありま
す。



昨年行ったタイのシーファン修復事業の結果について

岩瀬 文人

図6．死んだ修復シーファン
（Beacon Reef）

図7．ケーブルタイを覆って成長する
シーファン（Deep Six）

図8．押さえ板の上にも成長する
シーファン（North Point）

表2．地点別の生残状況

表3．修復手法別の生残状況 

　一昨年の12月26日に発生したインドネシア・ス

マトラ島沖地震にともなう津波によって、インド洋

沿岸各国に多大な被害があり、昨年4月末にプ

ーケット北西沖のシミラン諸島というところで実地

にシーファン復旧作業の指導をすることになった

経緯については、本誌Vol. 6, No. 2で紹介した。

　タイの海域国立公園で大きな被害を受けたのは、

シミラン諸島国立公園とその北方に位置するスリ

ン諸島国立公園である。津波から1年が経過し、

サンゴやシーファンの被害状況と修復結果が明ら

かになってきたことを受けて、修復結果の第1回

の総括と今後の管理計画を討議するタイ国内セミ

ナーが、タイ国政府関係者、研究者、修復事業

の関係者など、100名近いメンバーを集めて、

JICA（国際協力機構）タイ事務所の援助により

今年2月2日にプーケット市内のホテルで開催され、

私も参加して報告をした。

　このセミナーでは、シミラン諸島国立公園にお

けるシーファンの修復に関して、私がその手法に

ついて、Prince of Songkla大学のSakanan Plathong

先生が修復結果の概要について報告を行った。

このセミナーで配布された資料から、Sakanan先

生を中心とするサンゴ礁及び底生生物研究ユニ

ットのメンバー、岩瀬文人、タイ天然資源環境

省海洋資源局のP.aSurawadi氏、国立公園･野生

動植物保護局のW.aHongwiengchan氏およびJ. 

Kowintawong氏、For Sea Foundationの連名による

"Sea Fan Recovery after the Tsunami 2004 at Mu Ko 

Similan National Park, Andaman Sea, South Thailand.

（タイ南部、アンダマン海のシミラン諸島国立公

園における2004年の津波後のシーファン修復）"

という報告の内容について、ここで簡単に紹介し

ようと思う。

シーファン修復に至る経緯

　津波の襲来から1週間も経たない2004年12月30

日から1月15日にかけて、シミラン諸島国立公園

で被害状況の緊急調査が実施された。その結果

シミラン諸島では、13％のサンゴ礁で、50％を超

えるサンゴが破壊されるという深刻な被害を受け

たことが明らかになった。中でも最も大きな被害

のひとつにAnnella属を中心としたヤギ類（以後シ

ーファンと呼ぶ）の被害があげられ、この地域に

生息している大型のシーファンのおよそ10％に相

当する250群体ほどが折れて海底に落ちているこ

とがわかった（図1）。

　そこでこの海域では、海底に堆積したゴミの除

去やひっくり返ったサンゴをもとの向きに戻す作

業に加えて、破損し海底に落ちたシーファンを再

固定することを被害修復のメニューに加えること

とした。

シーファンの修復手法

　最初は倒れているシーファンを拾い集め、落

ちている石を用いて立たせたり、砂礫底に打ち込

んだ鉄筋にくくりつけることによって立たせ、本格

的な修復の方策を検討した（図2）。

　しかし前回書いたようにシーファンの移植につ

いては世界的にほとんど情報がなく、遠く日本の

私のところにもその手法について問い合わせがあ

った。私は水族館での経験からシミラン諸島にお

けるサンゴ礁修復の中心人物であるSakanan先生

にいくつかの修復手法を提案し、Sakanan先生と

修復に関わったダイバーのチームがそれをタイ

の実情にあった以下の6つ手法に変更して実施した。

Ａ．岩：付近に落ちている石を用いてシーファン

が立たせておく。緊急の措置として行われた。

Ｂ．鉄筋：砂礫底に打ち込んだ鉄筋にくくりつける。

この手法も緊急の措置として行われた（図2）。

Ｃ．セメント：船上で速乾性水中セメントによって

シーファンを石に固定し、硬化後に海中に運んで

設置する（図3）。

Ｄ．ケーブルタイ：岩の隙間などにしっかり打ち

込んだ鉄筋や死サンゴ、古い死んだシーファン

の幹などに、ケーブルタイ（インシュロック）で

シーファンを固定する。

Ｅ．クサビ：シーファンの根本を岩の隙間に差し

込み、木のクサビを打ち込んで固定する（図4）。

Ｆ．その他：エポキシ接着剤、ボルトやコンクリ

ート釘による固定など。日本で手に入る材料がタ

イでは入手困難だったり、海底の岩が花崗岩で

とても堅かったため、大きなシーファンの固定に

は使えなかった。

シーファン修復結果

　これらの手法によって、図5に示した6ヶ所で

2005年1～10月の間に修復を行ったシーファンの

総数を表1に示す。先に折れて海底に落ちていた

シーファンの数は250群体ほどであると書いたが、

修復された群体数は589と倍以上になっている。

これは群体の一部が傷んでいる大きな群体を複

数の断片に分けたためと、調査を重ねる毎に新

たに発見されたシーファン落木を修復したために

数が増えたからである。なお、修復されたシー

ファンには、個別に識別できるように番号が刻印

されたプラスティックのタグが付けられた。

　タイでは5～10月はモンスーンシーズンなので、

インド洋側では風波が強く、時化の日が多い。

そのためシミラン諸島の観光やダイビングサービ

スはこの時期閉鎖され、作業や調査も思うように

実施できない。修復されたシーファンの生残状

況の調査はモンスーンシーズン中の6月も1回行

われたが不十分なもので、本格的な調査はモン

スーンが終わった2005

年10月に行われた。

　地点別の生残状況を

表2に、修復手法別の

生残状況を表3に示す。

これらの表では、表1と

異なり合計修復群体数

が500群体になっている

が、これは6月および

10月の調査時に修復さ

れた新しい修復群体を

調査結果の検討対象

から外したためである。

表中「発見数」とは、

生死に関わらず発見さ

れたプラスティックタグ

の付いた群体の数、

「生残数」とは発見さ

れた群体の内、少なく

とも一部が生きていたものの数である。

　全体で見ると500個の修復群体の内、10月に発

見できた群体は42％にあたる210個、その内で生

残していたものは152個、修復数に対する生残率

は30％で、決して高い割合ではなかった。

　地点別に見ると、発見率や生残率が比較的高

かったのはNorth PointとBeacon Reefで、反対に低

かったのはElephant Head RockとStonehengeだった。

North Pointでは狭い水道部に高密度に修復群体

を配置したために再発見率が高かったが、感染

症と思われる病気にかかっている群体が数多くあ

り、今後の推移を注意深く見守る必要がある。

Turtle Rockは修復した群体の位置図が無いため

発見率が低いが、発見された群体の生育状態は

良い。Beacon Reefでも生残率は高かったがほと

んどの群体は部分的に死んでおり、生育状態が

良いとはいえない。この地点はもともとシーファ

ンがあまり多く分布していない場所であり、ここに

修復されたシーファンの多くがElephant Head Rock

周辺から船で運ばれたものであることが影響して

いる可能性が高い。Elephant Head Rockは非常に

潮の流れの速い地点で、修復したシーファンの

多くがモンスーン時期に流されてしまった可能性

が高い。Deep Sixは水深が深く修復エリアも広い

ために調査が不十分である。この海域からも病

気のシーファンが見つかっている。Stonehengeで

は津波被害を受けなかったシーファンにも病気等、

生育状況の悪い群体が多く見られ、修復された

群体も多くは生育状態が良くないが、中には組

織が盛んに伸展している非常に状態の良いもの

も見られた。

　修復手法による生残率の違いはあまり顕著で

はないが、クサビの発見率が低いのは、時間の

経過と共にクサビがゆるんではずれることが多い

ためで、クサビで固定した上からエポキシ樹脂等

で固定すれば生残率が上げられるものと考えら

れる。最も多く用いたセメントについても生残率

は26％と高くない。ただし、セメントを用いた修

復は様々な試みが行われた後、4月に行われた

ものが多く、手法そのものに問題があるというよ

りは修復が行われるまでに放置された時間の長

さが大きな影響を及ぼしているように思われる。

　いずれの手法でも死んだ群体（図6）もあれ

ば生育状態が良い群体（図7,8）もあり、良いも

のは半年程度でずいぶん成長することが明らか

になった。継続的なモニタリングが期待される。

図1．海底に落ちたシーファン
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図2．鉄筋とケーブルタイによる固定 図3．セメントによる固定  図4．くさびによる固定

図5．シーファン修復が
行われた地点   

表1．地点別・手法別の修復群体数   
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さよならのかわりに。－ロンドン滞在記－

野澤 洋耕

　この４月から黒潮生物研究所の研究員となりま

した野澤洋耕（のざわようこう）と申します。ど

うぞよろしくお願いします。

　私の専門はサンゴの生態学ですが、初めてサ

ンゴの研究を行ったのは大学の卒業研究で、か

れこれ10年前のことになります。卒業研究では日

高道雄先生御指導の下、「生活排水等による海

水の富栄養化がサンゴの成長を妨げる」という

仮説の検証実験を行いました。初めてだったと

はいえ、その実験のずさんさは今考えると恥ず

かしいかぎりです。得られた結果は「成長を妨

げる」というもので、その後行われた他の研究

グループの結果と合致したものでした。しかし、

大学の4年次までに落とした多くの単位と教職の

免許取得のための追加単位を取りながらの片手

間の飼育実験だったので、サンゴの成長が本当

に低濃度アンモニア添加による富栄養化によって

妨げられたのか、実はアンモニア添加によって飼

育水槽内に大量に繁茂した海藻の影響によるも

のではなかったのか、はたまた飼育していたサン

ゴが単に徐々に弱っていっただけではないの

か・・・。今でも確信が持てません。飼育され

ていたサンゴのみぞ知るというところでしょうか。

　その後2年の間、熱帯生物圏研究センター瀬

底実験所で琉球大学の研究生をしながら進むべ

き道を模索していましたが、テルアビブ大学のヨ

シ・ロヤ先生、ハワイ大学のロバート・キンジー

先生などとのすばらしい出会いに恵まれ、「サン

ゴの研究者になりたいなぁ」という思いを徐々に

抱くようになりました。そこで研究者になれる資

質が自分にあるかどうかを試す意味で、サンゴの

生殖の分野で世界的に知られているオーストラリ

アのピーター・ハリソン先生の研究室に大学院

生（修士）として進学し、研究漬けの日々を2年

間過ごしました。留学中は、まさにオーストラリ

アの大自然的な、おおらかでエネルギッシュなピー

ター先生をはじめとする多くのサンゴ研究者に教

えられ、鍛えられ、「サンゴ研究への情熱さえあ

れば、誰でもサンゴ研究者を目指していいんだ」

という強い確信を得ることができました。

　ちょうどそのころ世界のサンゴ研究の方向性を

大きく変える大事件が起こりました。世界規模で

起こったサンゴの白化現象です。その結果、世

界中のほとんどの熱帯・亜熱帯海域で大規模な

サンゴの大量死が観察され、もっとも影響を受

けた海域ではサンゴの８割近くが死亡したと言わ

れています。その後の研究において、地球温暖

化による海水温の上昇がサンゴの白化現象の主

要因であることがわかり、今後も繰り返し起こる

であろうサンゴの白化現象に対してどのようにサ

ンゴを保全していけば良いのかという大きな、そ

して大変難しい課題が突如として全サンゴ研究

者に突きつけられました。この突然のサンゴの大

量死という悲しい事件は私の研究テーマにも大き

く影響を与え、「サンゴ保全のためには個々の群

体を見るだけではなく、群集全体を見なければ

いけない」との思いが、現在の研究テーマ"サン

ゴの生態学"へと私を導くことになりました。

　サンゴの研究者になるため、また生態学を勉

強するために私が最後に選んだステップは九州

大学博士後期課程への進学でした。九州大学で

は海洋生態研究室に席を置き、渡慶次睦範先生、

野島哲先生の御指導の下、サンゴ群集の変動に

関するメカニズムを4年間研究しました。その間

に結婚・第１子の誕生なども経験し、生活のため

一度は研究を離れ沖縄の与勝高校で教師をした

時期もありましたが、この3月博士後期課程を無

事修了することができました。また、縁あって黒

潮生物研究所の研究員としてこの4月からサンゴ

研究に復帰できることとなり、大変うれしく思って

います。この研究所の魅力を一言で表すと「最

高のサンゴ研究環境」といえると思います。"I　

LOVE　サンゴ。これからも研究がんばるぞっ、

うぉー！！"ざっぷーん。

　3月末日で嘱託研究員の任期が終了しました。

辞める間際の忙しい3月上旬、イギリスにある

Natural History Museum（以下NHM）にサンゴの

標本を見に行きました。分類の本場であるヨーロッ

パへの憧れ、ミドリイシ類のサンゴ標本が数多く

あることからNHMを選び、職があるうちでないと様々

な面で厳しいことから、思いきって残り少ない研

究員生活を懸け研究所を飛び出しました。

　NHMは所蔵品が入りきれなくなり1881年に現

在の建物に移転しました。1963年に大英博物館

の自然史部門から独立し、自然史博物館（NHM）

と名称が改められ、約300年に渡って収集された

膨大な数の動物、植物、昆虫、古生物、鉱物

などの標本が保管されています。初日、地図を

確認して行ったのですが、綺麗な城か教会かな

と思って通り過ぎようとした建物がNHMでした（図

1）。外観、内装ともにさすがイギリスという感じ

で圧倒され、展示物以外からも歴史の深さが伝わっ

てきました（図2）。

　サンゴの標本はHNMのダーウィンセンターに

瓶詰め標本が（図3）、骨格標本は本館から数マ

イル離れた場所にあります（図4）。骨格標本の

部屋は他にも昆虫やボーリングコアなどあり、標

本棚で仕切られた部屋はまるで迷路のようでした。

今まで見たことがない多くの標本がそこにはあり

ました。すべての標本を見てみたいっ！という思い

はあったのですが、生きているうちにすべて見る

自信がなかったので、タイプ標本から見ていくこ

とにしました。何気なく手にとった最初の標本は

ヒメエダミドリイシのSyntypeで、ラベルには1884

年とありました。思いがけずあまりに古い標本を

手にしたことで、卒倒しそうでした。標本にはラ

ベルがボロボロでほとんど読めないもの、書き

直されたもの、複数のラベルがついているもの

が多くありました。おそらく多くの人がそれらの標

本を手にし、その当時の見地がラベルに込めら

れているのだろうと想像すると、重い骨格標本が

さらに重く感じました。私が学名に触れるようになっ

て、早5年が過ぎました。初めて学名を覚えたの

はシコロサンゴ Pavona decussata でした。学名に

慣れていない私は、中学生が英単語を覚えるよ

うに、何度も何度も声に出し、学名を書いてやっ

と覚えたことをHMKの標本を見ながら思い出し、

感慨にふけってしまいました。今回の滞在で目に

した興味深い標本類、文献類については、また

機会があれば紹介したいと思います。

　この1年間、黒潮生物研究所の嘱託研究員とし

て、様々な貴重な経験ができました。ここで学ん

だことを多方面で還元できるよう、これからも頑張っ

ていきたいです。

サンゴ研究者になりたくて・・・

タイプ標本がたくさんありま
す。



昨年行ったタイのシーファン修復事業の結果について

岩瀬 文人

図6．死んだ修復シーファン
（Beacon Reef）

図7．ケーブルタイを覆って成長する
シーファン（Deep Six）

図8．押さえ板の上にも成長する
シーファン（North Point）

表2．地点別の生残状況

表3．修復手法別の生残状況 

　一昨年の12月26日に発生したインドネシア・ス

マトラ島沖地震にともなう津波によって、インド洋

沿岸各国に多大な被害があり、昨年4月末にプ

ーケット北西沖のシミラン諸島というところで実地

にシーファン復旧作業の指導をすることになった

経緯については、本誌Vol. 6, No. 2で紹介した。

　タイの海域国立公園で大きな被害を受けたのは、

シミラン諸島国立公園とその北方に位置するスリ

ン諸島国立公園である。津波から1年が経過し、

サンゴやシーファンの被害状況と修復結果が明ら

かになってきたことを受けて、修復結果の第1回

の総括と今後の管理計画を討議するタイ国内セミ

ナーが、タイ国政府関係者、研究者、修復事業

の関係者など、100名近いメンバーを集めて、

JICA（国際協力機構）タイ事務所の援助により

今年2月2日にプーケット市内のホテルで開催され、

私も参加して報告をした。

　このセミナーでは、シミラン諸島国立公園にお

けるシーファンの修復に関して、私がその手法に

ついて、Prince of Songkla大学のSakanan Plathong

先生が修復結果の概要について報告を行った。

このセミナーで配布された資料から、Sakanan先

生を中心とするサンゴ礁及び底生生物研究ユニ

ットのメンバー、岩瀬文人、タイ天然資源環境

省海洋資源局のP.aSurawadi氏、国立公園･野生

動植物保護局のW.aHongwiengchan氏およびJ. 

Kowintawong氏、For Sea Foundationの連名による

"Sea Fan Recovery after the Tsunami 2004 at Mu Ko 

Similan National Park, Andaman Sea, South Thailand.

（タイ南部、アンダマン海のシミラン諸島国立公

園における2004年の津波後のシーファン修復）"

という報告の内容について、ここで簡単に紹介し

ようと思う。

シーファン修復に至る経緯

　津波の襲来から1週間も経たない2004年12月30

日から1月15日にかけて、シミラン諸島国立公園

で被害状況の緊急調査が実施された。その結果

シミラン諸島では、13％のサンゴ礁で、50％を超

えるサンゴが破壊されるという深刻な被害を受け

たことが明らかになった。中でも最も大きな被害

のひとつにAnnella属を中心としたヤギ類（以後シ

ーファンと呼ぶ）の被害があげられ、この地域に

生息している大型のシーファンのおよそ10％に相

当する250群体ほどが折れて海底に落ちているこ

とがわかった（図1）。

　そこでこの海域では、海底に堆積したゴミの除

去やひっくり返ったサンゴをもとの向きに戻す作

業に加えて、破損し海底に落ちたシーファンを再

固定することを被害修復のメニューに加えること

とした。

シーファンの修復手法

　最初は倒れているシーファンを拾い集め、落

ちている石を用いて立たせたり、砂礫底に打ち込

んだ鉄筋にくくりつけることによって立たせ、本格

的な修復の方策を検討した（図2）。

　しかし前回書いたようにシーファンの移植につ

いては世界的にほとんど情報がなく、遠く日本の

私のところにもその手法について問い合わせがあ

った。私は水族館での経験からシミラン諸島にお

けるサンゴ礁修復の中心人物であるSakanan先生

にいくつかの修復手法を提案し、Sakanan先生と

修復に関わったダイバーのチームがそれをタイ

の実情にあった以下の6つ手法に変更して実施した。

Ａ．岩：付近に落ちている石を用いてシーファン

が立たせておく。緊急の措置として行われた。

Ｂ．鉄筋：砂礫底に打ち込んだ鉄筋にくくりつける。

この手法も緊急の措置として行われた（図2）。

Ｃ．セメント：船上で速乾性水中セメントによって

シーファンを石に固定し、硬化後に海中に運んで

設置する（図3）。

Ｄ．ケーブルタイ：岩の隙間などにしっかり打ち

込んだ鉄筋や死サンゴ、古い死んだシーファン

の幹などに、ケーブルタイ（インシュロック）で

シーファンを固定する。

Ｅ．クサビ：シーファンの根本を岩の隙間に差し

込み、木のクサビを打ち込んで固定する（図4）。

Ｆ．その他：エポキシ接着剤、ボルトやコンクリ

ート釘による固定など。日本で手に入る材料がタ

イでは入手困難だったり、海底の岩が花崗岩で

とても堅かったため、大きなシーファンの固定に

は使えなかった。

シーファン修復結果

　これらの手法によって、図5に示した6ヶ所で

2005年1～10月の間に修復を行ったシーファンの

総数を表1に示す。先に折れて海底に落ちていた

シーファンの数は250群体ほどであると書いたが、

修復された群体数は589と倍以上になっている。

これは群体の一部が傷んでいる大きな群体を複

数の断片に分けたためと、調査を重ねる毎に新

たに発見されたシーファン落木を修復したために

数が増えたからである。なお、修復されたシー

ファンには、個別に識別できるように番号が刻印

されたプラスティックのタグが付けられた。

　タイでは5～10月はモンスーンシーズンなので、

インド洋側では風波が強く、時化の日が多い。

そのためシミラン諸島の観光やダイビングサービ

スはこの時期閉鎖され、作業や調査も思うように

実施できない。修復されたシーファンの生残状

況の調査はモンスーンシーズン中の6月も1回行

われたが不十分なもので、本格的な調査はモン

スーンが終わった2005

年10月に行われた。

　地点別の生残状況を

表2に、修復手法別の

生残状況を表3に示す。

これらの表では、表1と

異なり合計修復群体数

が500群体になっている

が、これは6月および

10月の調査時に修復さ

れた新しい修復群体を

調査結果の検討対象

から外したためである。

表中「発見数」とは、

生死に関わらず発見さ

れたプラスティックタグ

の付いた群体の数、

「生残数」とは発見さ

れた群体の内、少なく

とも一部が生きていたものの数である。

　全体で見ると500個の修復群体の内、10月に発

見できた群体は42％にあたる210個、その内で生

残していたものは152個、修復数に対する生残率

は30％で、決して高い割合ではなかった。

　地点別に見ると、発見率や生残率が比較的高

かったのはNorth PointとBeacon Reefで、反対に低

かったのはElephant Head RockとStonehengeだった。

North Pointでは狭い水道部に高密度に修復群体

を配置したために再発見率が高かったが、感染

症と思われる病気にかかっている群体が数多くあ

り、今後の推移を注意深く見守る必要がある。

Turtle Rockは修復した群体の位置図が無いため

発見率が低いが、発見された群体の生育状態は

良い。Beacon Reefでも生残率は高かったがほと

んどの群体は部分的に死んでおり、生育状態が

良いとはいえない。この地点はもともとシーファ

ンがあまり多く分布していない場所であり、ここに

修復されたシーファンの多くがElephant Head Rock

周辺から船で運ばれたものであることが影響して

いる可能性が高い。Elephant Head Rockは非常に

潮の流れの速い地点で、修復したシーファンの

多くがモンスーン時期に流されてしまった可能性

が高い。Deep Sixは水深が深く修復エリアも広い

ために調査が不十分である。この海域からも病

気のシーファンが見つかっている。Stonehengeで

は津波被害を受けなかったシーファンにも病気等、

生育状況の悪い群体が多く見られ、修復された

群体も多くは生育状態が良くないが、中には組

織が盛んに伸展している非常に状態の良いもの

も見られた。

　修復手法による生残率の違いはあまり顕著で

はないが、クサビの発見率が低いのは、時間の

経過と共にクサビがゆるんではずれることが多い

ためで、クサビで固定した上からエポキシ樹脂等

で固定すれば生残率が上げられるものと考えら

れる。最も多く用いたセメントについても生残率

は26％と高くない。ただし、セメントを用いた修

復は様々な試みが行われた後、4月に行われた

ものが多く、手法そのものに問題があるというよ

りは修復が行われるまでに放置された時間の長

さが大きな影響を及ぼしているように思われる。

　いずれの手法でも死んだ群体（図6）もあれ

ば生育状態が良い群体（図7,8）もあり、良いも

のは半年程度でずいぶん成長することが明らか

になった。継続的なモニタリングが期待される。

図1．海底に落ちたシーファン
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図2．鉄筋とケーブルタイによる固定 図3．セメントによる固定  図4．くさびによる固定

図5．シーファン修復が
行われた地点   

表1．地点別・手法別の修復群体数   
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　　と収蔵品（下）
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さよならのかわりに。－ロンドン滞在記－

野澤 洋耕

　この４月から黒潮生物研究所の研究員となりま

した野澤洋耕（のざわようこう）と申します。ど

うぞよろしくお願いします。

　私の専門はサンゴの生態学ですが、初めてサ

ンゴの研究を行ったのは大学の卒業研究で、か

れこれ10年前のことになります。卒業研究では日

高道雄先生御指導の下、「生活排水等による海

水の富栄養化がサンゴの成長を妨げる」という

仮説の検証実験を行いました。初めてだったと

はいえ、その実験のずさんさは今考えると恥ず

かしいかぎりです。得られた結果は「成長を妨

げる」というもので、その後行われた他の研究

グループの結果と合致したものでした。しかし、

大学の4年次までに落とした多くの単位と教職の

免許取得のための追加単位を取りながらの片手

間の飼育実験だったので、サンゴの成長が本当

に低濃度アンモニア添加による富栄養化によって

妨げられたのか、実はアンモニア添加によって飼

育水槽内に大量に繁茂した海藻の影響によるも

のではなかったのか、はたまた飼育していたサン

ゴが単に徐々に弱っていっただけではないの

か・・・。今でも確信が持てません。飼育され

ていたサンゴのみぞ知るというところでしょうか。

　その後2年の間、熱帯生物圏研究センター瀬

底実験所で琉球大学の研究生をしながら進むべ

き道を模索していましたが、テルアビブ大学のヨ

シ・ロヤ先生、ハワイ大学のロバート・キンジー

先生などとのすばらしい出会いに恵まれ、「サン

ゴの研究者になりたいなぁ」という思いを徐々に

抱くようになりました。そこで研究者になれる資

質が自分にあるかどうかを試す意味で、サンゴの

生殖の分野で世界的に知られているオーストラリ

アのピーター・ハリソン先生の研究室に大学院

生（修士）として進学し、研究漬けの日々を2年

間過ごしました。留学中は、まさにオーストラリ

アの大自然的な、おおらかでエネルギッシュなピー

ター先生をはじめとする多くのサンゴ研究者に教

えられ、鍛えられ、「サンゴ研究への情熱さえあ

れば、誰でもサンゴ研究者を目指していいんだ」

という強い確信を得ることができました。

　ちょうどそのころ世界のサンゴ研究の方向性を

大きく変える大事件が起こりました。世界規模で

起こったサンゴの白化現象です。その結果、世

界中のほとんどの熱帯・亜熱帯海域で大規模な

サンゴの大量死が観察され、もっとも影響を受

けた海域ではサンゴの８割近くが死亡したと言わ

れています。その後の研究において、地球温暖

化による海水温の上昇がサンゴの白化現象の主

要因であることがわかり、今後も繰り返し起こる

であろうサンゴの白化現象に対してどのようにサ

ンゴを保全していけば良いのかという大きな、そ

して大変難しい課題が突如として全サンゴ研究

者に突きつけられました。この突然のサンゴの大

量死という悲しい事件は私の研究テーマにも大き

く影響を与え、「サンゴ保全のためには個々の群

体を見るだけではなく、群集全体を見なければ

いけない」との思いが、現在の研究テーマ"サン

ゴの生態学"へと私を導くことになりました。

　サンゴの研究者になるため、また生態学を勉

強するために私が最後に選んだステップは九州

大学博士後期課程への進学でした。九州大学で

は海洋生態研究室に席を置き、渡慶次睦範先生、

野島哲先生の御指導の下、サンゴ群集の変動に

関するメカニズムを4年間研究しました。その間

に結婚・第１子の誕生なども経験し、生活のため

一度は研究を離れ沖縄の与勝高校で教師をした

時期もありましたが、この3月博士後期課程を無

事修了することができました。また、縁あって黒

潮生物研究所の研究員としてこの4月からサンゴ

研究に復帰できることとなり、大変うれしく思って

います。この研究所の魅力を一言で表すと「最

高のサンゴ研究環境」といえると思います。"I　

LOVE　サンゴ。これからも研究がんばるぞっ、

うぉー！！"ざっぷーん。

　3月末日で嘱託研究員の任期が終了しました。

辞める間際の忙しい3月上旬、イギリスにある

Natural History Museum（以下NHM）にサンゴの

標本を見に行きました。分類の本場であるヨーロッ

パへの憧れ、ミドリイシ類のサンゴ標本が数多く

あることからNHMを選び、職があるうちでないと様々

な面で厳しいことから、思いきって残り少ない研

究員生活を懸け研究所を飛び出しました。

　NHMは所蔵品が入りきれなくなり1881年に現

在の建物に移転しました。1963年に大英博物館

の自然史部門から独立し、自然史博物館（NHM）

と名称が改められ、約300年に渡って収集された

膨大な数の動物、植物、昆虫、古生物、鉱物

などの標本が保管されています。初日、地図を

確認して行ったのですが、綺麗な城か教会かな

と思って通り過ぎようとした建物がNHMでした（図

1）。外観、内装ともにさすがイギリスという感じ

で圧倒され、展示物以外からも歴史の深さが伝わっ

てきました（図2）。

　サンゴの標本はHNMのダーウィンセンターに

瓶詰め標本が（図3）、骨格標本は本館から数マ

イル離れた場所にあります（図4）。骨格標本の

部屋は他にも昆虫やボーリングコアなどあり、標

本棚で仕切られた部屋はまるで迷路のようでした。

今まで見たことがない多くの標本がそこにはあり

ました。すべての標本を見てみたいっ！という思い

はあったのですが、生きているうちにすべて見る

自信がなかったので、タイプ標本から見ていくこ

とにしました。何気なく手にとった最初の標本は

ヒメエダミドリイシのSyntypeで、ラベルには1884

年とありました。思いがけずあまりに古い標本を

手にしたことで、卒倒しそうでした。標本にはラ

ベルがボロボロでほとんど読めないもの、書き

直されたもの、複数のラベルがついているもの

が多くありました。おそらく多くの人がそれらの標

本を手にし、その当時の見地がラベルに込めら

れているのだろうと想像すると、重い骨格標本が

さらに重く感じました。私が学名に触れるようになっ

て、早5年が過ぎました。初めて学名を覚えたの

はシコロサンゴ Pavona decussata でした。学名に

慣れていない私は、中学生が英単語を覚えるよ

うに、何度も何度も声に出し、学名を書いてやっ

と覚えたことをHMKの標本を見ながら思い出し、

感慨にふけってしまいました。今回の滞在で目に

した興味深い標本類、文献類については、また

機会があれば紹介したいと思います。

　この1年間、黒潮生物研究所の嘱託研究員とし

て、様々な貴重な経験ができました。ここで学ん

だことを多方面で還元できるよう、これからも頑張っ

ていきたいです。

サンゴ研究者になりたくて・・・

タイプ標本がたくさんありま
す。



昨年行ったタイのシーファン修復事業の結果について

岩瀬 文人

図6．死んだ修復シーファン
（Beacon Reef）

図7．ケーブルタイを覆って成長する
シーファン（Deep Six）

図8．押さえ板の上にも成長する
シーファン（North Point）

表2．地点別の生残状況

表3．修復手法別の生残状況 

　一昨年の12月26日に発生したインドネシア・ス

マトラ島沖地震にともなう津波によって、インド洋

沿岸各国に多大な被害があり、昨年4月末にプ

ーケット北西沖のシミラン諸島というところで実地

にシーファン復旧作業の指導をすることになった

経緯については、本誌Vol. 6, No. 2で紹介した。

　タイの海域国立公園で大きな被害を受けたのは、

シミラン諸島国立公園とその北方に位置するスリ

ン諸島国立公園である。津波から1年が経過し、

サンゴやシーファンの被害状況と修復結果が明ら

かになってきたことを受けて、修復結果の第1回

の総括と今後の管理計画を討議するタイ国内セミ

ナーが、タイ国政府関係者、研究者、修復事業

の関係者など、100名近いメンバーを集めて、

JICA（国際協力機構）タイ事務所の援助により

今年2月2日にプーケット市内のホテルで開催され、

私も参加して報告をした。

　このセミナーでは、シミラン諸島国立公園にお

けるシーファンの修復に関して、私がその手法に

ついて、Prince of Songkla大学のSakanan Plathong

先生が修復結果の概要について報告を行った。

このセミナーで配布された資料から、Sakanan先

生を中心とするサンゴ礁及び底生生物研究ユニ

ットのメンバー、岩瀬文人、タイ天然資源環境

省海洋資源局のP.aSurawadi氏、国立公園･野生

動植物保護局のW.aHongwiengchan氏およびJ. 

Kowintawong氏、For Sea Foundationの連名による

"Sea Fan Recovery after the Tsunami 2004 at Mu Ko 

Similan National Park, Andaman Sea, South Thailand.

（タイ南部、アンダマン海のシミラン諸島国立公

園における2004年の津波後のシーファン修復）"

という報告の内容について、ここで簡単に紹介し

ようと思う。

シーファン修復に至る経緯

　津波の襲来から1週間も経たない2004年12月30

日から1月15日にかけて、シミラン諸島国立公園

で被害状況の緊急調査が実施された。その結果

シミラン諸島では、13％のサンゴ礁で、50％を超

えるサンゴが破壊されるという深刻な被害を受け

たことが明らかになった。中でも最も大きな被害

のひとつにAnnella属を中心としたヤギ類（以後シ

ーファンと呼ぶ）の被害があげられ、この地域に

生息している大型のシーファンのおよそ10％に相

当する250群体ほどが折れて海底に落ちているこ

とがわかった（図1）。

　そこでこの海域では、海底に堆積したゴミの除

去やひっくり返ったサンゴをもとの向きに戻す作

業に加えて、破損し海底に落ちたシーファンを再

固定することを被害修復のメニューに加えること

とした。

シーファンの修復手法

　最初は倒れているシーファンを拾い集め、落

ちている石を用いて立たせたり、砂礫底に打ち込

んだ鉄筋にくくりつけることによって立たせ、本格

的な修復の方策を検討した（図2）。

　しかし前回書いたようにシーファンの移植につ

いては世界的にほとんど情報がなく、遠く日本の

私のところにもその手法について問い合わせがあ

った。私は水族館での経験からシミラン諸島にお

けるサンゴ礁修復の中心人物であるSakanan先生

にいくつかの修復手法を提案し、Sakanan先生と

修復に関わったダイバーのチームがそれをタイ

の実情にあった以下の6つ手法に変更して実施した。

Ａ．岩：付近に落ちている石を用いてシーファン

が立たせておく。緊急の措置として行われた。

Ｂ．鉄筋：砂礫底に打ち込んだ鉄筋にくくりつける。

この手法も緊急の措置として行われた（図2）。

Ｃ．セメント：船上で速乾性水中セメントによって

シーファンを石に固定し、硬化後に海中に運んで

設置する（図3）。

Ｄ．ケーブルタイ：岩の隙間などにしっかり打ち

込んだ鉄筋や死サンゴ、古い死んだシーファン

の幹などに、ケーブルタイ（インシュロック）で

シーファンを固定する。

Ｅ．クサビ：シーファンの根本を岩の隙間に差し

込み、木のクサビを打ち込んで固定する（図4）。

Ｆ．その他：エポキシ接着剤、ボルトやコンクリ

ート釘による固定など。日本で手に入る材料がタ

イでは入手困難だったり、海底の岩が花崗岩で

とても堅かったため、大きなシーファンの固定に

は使えなかった。

シーファン修復結果

　これらの手法によって、図5に示した6ヶ所で

2005年1～10月の間に修復を行ったシーファンの

総数を表1に示す。先に折れて海底に落ちていた

シーファンの数は250群体ほどであると書いたが、

修復された群体数は589と倍以上になっている。

これは群体の一部が傷んでいる大きな群体を複

数の断片に分けたためと、調査を重ねる毎に新

たに発見されたシーファン落木を修復したために

数が増えたからである。なお、修復されたシー

ファンには、個別に識別できるように番号が刻印

されたプラスティックのタグが付けられた。

　タイでは5～10月はモンスーンシーズンなので、

インド洋側では風波が強く、時化の日が多い。

そのためシミラン諸島の観光やダイビングサービ

スはこの時期閉鎖され、作業や調査も思うように

実施できない。修復されたシーファンの生残状

況の調査はモンスーンシーズン中の6月も1回行

われたが不十分なもので、本格的な調査はモン

スーンが終わった2005

年10月に行われた。

　地点別の生残状況を

表2に、修復手法別の

生残状況を表3に示す。

これらの表では、表1と

異なり合計修復群体数

が500群体になっている

が、これは6月および

10月の調査時に修復さ

れた新しい修復群体を

調査結果の検討対象

から外したためである。

表中「発見数」とは、

生死に関わらず発見さ

れたプラスティックタグ

の付いた群体の数、

「生残数」とは発見さ

れた群体の内、少なく

とも一部が生きていたものの数である。

　全体で見ると500個の修復群体の内、10月に発

見できた群体は42％にあたる210個、その内で生

残していたものは152個、修復数に対する生残率

は30％で、決して高い割合ではなかった。

　地点別に見ると、発見率や生残率が比較的高

かったのはNorth PointとBeacon Reefで、反対に低

かったのはElephant Head RockとStonehengeだった。

North Pointでは狭い水道部に高密度に修復群体

を配置したために再発見率が高かったが、感染

症と思われる病気にかかっている群体が数多くあ

り、今後の推移を注意深く見守る必要がある。

Turtle Rockは修復した群体の位置図が無いため

発見率が低いが、発見された群体の生育状態は

良い。Beacon Reefでも生残率は高かったがほと

んどの群体は部分的に死んでおり、生育状態が

良いとはいえない。この地点はもともとシーファ

ンがあまり多く分布していない場所であり、ここに

修復されたシーファンの多くがElephant Head Rock

周辺から船で運ばれたものであることが影響して

いる可能性が高い。Elephant Head Rockは非常に

潮の流れの速い地点で、修復したシーファンの

多くがモンスーン時期に流されてしまった可能性

が高い。Deep Sixは水深が深く修復エリアも広い

ために調査が不十分である。この海域からも病

気のシーファンが見つかっている。Stonehengeで

は津波被害を受けなかったシーファンにも病気等、

生育状況の悪い群体が多く見られ、修復された

群体も多くは生育状態が良くないが、中には組

織が盛んに伸展している非常に状態の良いもの

も見られた。

　修復手法による生残率の違いはあまり顕著で

はないが、クサビの発見率が低いのは、時間の

経過と共にクサビがゆるんではずれることが多い

ためで、クサビで固定した上からエポキシ樹脂等

で固定すれば生残率が上げられるものと考えら

れる。最も多く用いたセメントについても生残率

は26％と高くない。ただし、セメントを用いた修

復は様々な試みが行われた後、4月に行われた

ものが多く、手法そのものに問題があるというよ

りは修復が行われるまでに放置された時間の長

さが大きな影響を及ぼしているように思われる。

　いずれの手法でも死んだ群体（図6）もあれ

ば生育状態が良い群体（図7,8）もあり、良いも

のは半年程度でずいぶん成長することが明らか

になった。継続的なモニタリングが期待される。

図1．海底に落ちたシーファン
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図2．鉄筋とケーブルタイによる固定 図3．セメントによる固定  図4．くさびによる固定

図5．シーファン修復が
行われた地点   

表1．地点別・手法別の修復群体数   
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さよならのかわりに。－ロンドン滞在記－

野澤 洋耕

　この４月から黒潮生物研究所の研究員となりま

した野澤洋耕（のざわようこう）と申します。ど

うぞよろしくお願いします。

　私の専門はサンゴの生態学ですが、初めてサ

ンゴの研究を行ったのは大学の卒業研究で、か

れこれ10年前のことになります。卒業研究では日

高道雄先生御指導の下、「生活排水等による海

水の富栄養化がサンゴの成長を妨げる」という

仮説の検証実験を行いました。初めてだったと

はいえ、その実験のずさんさは今考えると恥ず

かしいかぎりです。得られた結果は「成長を妨

げる」というもので、その後行われた他の研究

グループの結果と合致したものでした。しかし、

大学の4年次までに落とした多くの単位と教職の

免許取得のための追加単位を取りながらの片手

間の飼育実験だったので、サンゴの成長が本当

に低濃度アンモニア添加による富栄養化によって

妨げられたのか、実はアンモニア添加によって飼

育水槽内に大量に繁茂した海藻の影響によるも

のではなかったのか、はたまた飼育していたサン

ゴが単に徐々に弱っていっただけではないの

か・・・。今でも確信が持てません。飼育され

ていたサンゴのみぞ知るというところでしょうか。

　その後2年の間、熱帯生物圏研究センター瀬

底実験所で琉球大学の研究生をしながら進むべ

き道を模索していましたが、テルアビブ大学のヨ

シ・ロヤ先生、ハワイ大学のロバート・キンジー

先生などとのすばらしい出会いに恵まれ、「サン

ゴの研究者になりたいなぁ」という思いを徐々に

抱くようになりました。そこで研究者になれる資

質が自分にあるかどうかを試す意味で、サンゴの

生殖の分野で世界的に知られているオーストラリ

アのピーター・ハリソン先生の研究室に大学院

生（修士）として進学し、研究漬けの日々を2年

間過ごしました。留学中は、まさにオーストラリ

アの大自然的な、おおらかでエネルギッシュなピー

ター先生をはじめとする多くのサンゴ研究者に教

えられ、鍛えられ、「サンゴ研究への情熱さえあ

れば、誰でもサンゴ研究者を目指していいんだ」

という強い確信を得ることができました。

　ちょうどそのころ世界のサンゴ研究の方向性を

大きく変える大事件が起こりました。世界規模で

起こったサンゴの白化現象です。その結果、世

界中のほとんどの熱帯・亜熱帯海域で大規模な

サンゴの大量死が観察され、もっとも影響を受

けた海域ではサンゴの８割近くが死亡したと言わ

れています。その後の研究において、地球温暖

化による海水温の上昇がサンゴの白化現象の主

要因であることがわかり、今後も繰り返し起こる

であろうサンゴの白化現象に対してどのようにサ

ンゴを保全していけば良いのかという大きな、そ

して大変難しい課題が突如として全サンゴ研究

者に突きつけられました。この突然のサンゴの大

量死という悲しい事件は私の研究テーマにも大き

く影響を与え、「サンゴ保全のためには個々の群

体を見るだけではなく、群集全体を見なければ

いけない」との思いが、現在の研究テーマ"サン

ゴの生態学"へと私を導くことになりました。

　サンゴの研究者になるため、また生態学を勉

強するために私が最後に選んだステップは九州

大学博士後期課程への進学でした。九州大学で

は海洋生態研究室に席を置き、渡慶次睦範先生、

野島哲先生の御指導の下、サンゴ群集の変動に

関するメカニズムを4年間研究しました。その間

に結婚・第１子の誕生なども経験し、生活のため

一度は研究を離れ沖縄の与勝高校で教師をした

時期もありましたが、この3月博士後期課程を無

事修了することができました。また、縁あって黒

潮生物研究所の研究員としてこの4月からサンゴ

研究に復帰できることとなり、大変うれしく思って

います。この研究所の魅力を一言で表すと「最

高のサンゴ研究環境」といえると思います。"I　

LOVE　サンゴ。これからも研究がんばるぞっ、

うぉー！！"ざっぷーん。

　3月末日で嘱託研究員の任期が終了しました。

辞める間際の忙しい3月上旬、イギリスにある

Natural History Museum（以下NHM）にサンゴの

標本を見に行きました。分類の本場であるヨーロッ

パへの憧れ、ミドリイシ類のサンゴ標本が数多く

あることからNHMを選び、職があるうちでないと様々

な面で厳しいことから、思いきって残り少ない研

究員生活を懸け研究所を飛び出しました。

　NHMは所蔵品が入りきれなくなり1881年に現

在の建物に移転しました。1963年に大英博物館

の自然史部門から独立し、自然史博物館（NHM）

と名称が改められ、約300年に渡って収集された

膨大な数の動物、植物、昆虫、古生物、鉱物

などの標本が保管されています。初日、地図を

確認して行ったのですが、綺麗な城か教会かな

と思って通り過ぎようとした建物がNHMでした（図

1）。外観、内装ともにさすがイギリスという感じ

で圧倒され、展示物以外からも歴史の深さが伝わっ

てきました（図2）。

　サンゴの標本はHNMのダーウィンセンターに

瓶詰め標本が（図3）、骨格標本は本館から数マ

イル離れた場所にあります（図4）。骨格標本の

部屋は他にも昆虫やボーリングコアなどあり、標

本棚で仕切られた部屋はまるで迷路のようでした。

今まで見たことがない多くの標本がそこにはあり

ました。すべての標本を見てみたいっ！という思い

はあったのですが、生きているうちにすべて見る

自信がなかったので、タイプ標本から見ていくこ

とにしました。何気なく手にとった最初の標本は

ヒメエダミドリイシのSyntypeで、ラベルには1884

年とありました。思いがけずあまりに古い標本を

手にしたことで、卒倒しそうでした。標本にはラ

ベルがボロボロでほとんど読めないもの、書き

直されたもの、複数のラベルがついているもの

が多くありました。おそらく多くの人がそれらの標

本を手にし、その当時の見地がラベルに込めら

れているのだろうと想像すると、重い骨格標本が

さらに重く感じました。私が学名に触れるようになっ

て、早5年が過ぎました。初めて学名を覚えたの

はシコロサンゴ Pavona decussata でした。学名に

慣れていない私は、中学生が英単語を覚えるよ

うに、何度も何度も声に出し、学名を書いてやっ

と覚えたことをHMKの標本を見ながら思い出し、

感慨にふけってしまいました。今回の滞在で目に

した興味深い標本類、文献類については、また

機会があれば紹介したいと思います。

　この1年間、黒潮生物研究所の嘱託研究員とし

て、様々な貴重な経験ができました。ここで学ん

だことを多方面で還元できるよう、これからも頑張っ

ていきたいです。

サンゴ研究者になりたくて・・・

タイプ標本がたくさんありま
す。



昨年行ったタイのシーファン修復事業の結果について

岩瀬 文人

図6．死んだ修復シーファン
（Beacon Reef）

図7．ケーブルタイを覆って成長する
シーファン（Deep Six）

図8．押さえ板の上にも成長する
シーファン（North Point）

表2．地点別の生残状況

表3．修復手法別の生残状況 

　一昨年の12月26日に発生したインドネシア・ス

マトラ島沖地震にともなう津波によって、インド洋

沿岸各国に多大な被害があり、昨年4月末にプ

ーケット北西沖のシミラン諸島というところで実地

にシーファン復旧作業の指導をすることになった

経緯については、本誌Vol. 6, No. 2で紹介した。

　タイの海域国立公園で大きな被害を受けたのは、

シミラン諸島国立公園とその北方に位置するスリ

ン諸島国立公園である。津波から1年が経過し、

サンゴやシーファンの被害状況と修復結果が明ら

かになってきたことを受けて、修復結果の第1回

の総括と今後の管理計画を討議するタイ国内セミ

ナーが、タイ国政府関係者、研究者、修復事業

の関係者など、100名近いメンバーを集めて、

JICA（国際協力機構）タイ事務所の援助により

今年2月2日にプーケット市内のホテルで開催され、

私も参加して報告をした。

　このセミナーでは、シミラン諸島国立公園にお

けるシーファンの修復に関して、私がその手法に

ついて、Prince of Songkla大学のSakanan Plathong

先生が修復結果の概要について報告を行った。

このセミナーで配布された資料から、Sakanan先

生を中心とするサンゴ礁及び底生生物研究ユニ

ットのメンバー、岩瀬文人、タイ天然資源環境

省海洋資源局のP.aSurawadi氏、国立公園･野生

動植物保護局のW.aHongwiengchan氏およびJ. 

Kowintawong氏、For Sea Foundationの連名による

"Sea Fan Recovery after the Tsunami 2004 at Mu Ko 

Similan National Park, Andaman Sea, South Thailand.

（タイ南部、アンダマン海のシミラン諸島国立公

園における2004年の津波後のシーファン修復）"

という報告の内容について、ここで簡単に紹介し

ようと思う。

シーファン修復に至る経緯

　津波の襲来から1週間も経たない2004年12月30

日から1月15日にかけて、シミラン諸島国立公園

で被害状況の緊急調査が実施された。その結果

シミラン諸島では、13％のサンゴ礁で、50％を超

えるサンゴが破壊されるという深刻な被害を受け

たことが明らかになった。中でも最も大きな被害

のひとつにAnnella属を中心としたヤギ類（以後

シーファンと呼ぶ）の被害があげられ、この地域

に生息している大型のシーファンのおよそ10％に

相当する250群体ほどが折れて海底に落ちている

ことがわかった（図1）。

　そこでこの海域では、海底に堆積したゴミの除

去やひっくり返ったサンゴをもとの向きに戻す作

業に加えて、破損し海底に落ちたシーファンを再

固定することを被害修復のメニューに加えること

とした。

シーファンの修復手法

　最初は倒れているシーファンを拾い集め、落

ちている石を用いて立たせたり、砂礫底に打ち込

んだ鉄筋にくくりつけることによって立たせ、本格

的な修復の方策を検討した（図2）。

　しかし前回書いたようにシーファンの移植につ

いては世界的にほとんど情報がなく、遠く日本の

私のところにもその手法について問い合わせがあ

った。私は水族館での経験からシミラン諸島にお

けるサンゴ礁修復の中心人物であるSakanan先生

にいくつかの修復手法を提案し、Sakanan先生と

修復に関わったダイバーのチームがそれをタイ

の実情にあった以下の6つ手法に変更して実施した。

Ａ．岩：付近に落ちている石を用いてシーファン

が立たせておく。緊急の措置として行われた。

Ｂ．鉄筋：砂礫底に打ち込んだ鉄筋にくくりつける。

この手法も緊急の措置として行われた（図2）。

Ｃ．セメント：船上で速乾性水中セメントによって

シーファンを石に固定し、硬化後に海中に運んで

設置する（図3）。

Ｄ．ケーブルタイ：岩の隙間などにしっかり打ち

込んだ鉄筋や死サンゴ、古い死んだシーファン

の幹などに、ケーブルタイ（インシュロック）で

シーファンを固定する。

Ｅ．クサビ：シーファンの根本を岩の隙間に差し

込み、木のクサビを打ち込んで固定する（図4）。

Ｆ．その他：エポキシ接着剤、ボルトやコンクリ

ート釘による固定など。日本で手に入る材料がタ

イでは入手困難だったり、海底の岩が花崗岩で

とても堅かったため、大きなシーファンの固定に

は使えなかった。

シーファン修復結果

　これらの手法によって、図5に示した6ヶ所で

2005年1～10月の間に修復を行ったシーファンの

総数を表1に示す。先に折れて海底に落ちていた

シーファンの数は250群体ほどであると書いたが、

修復された群体数は589と倍以上になっている。

これは群体の一部が傷んでいる大きな群体を複

数の断片に分けたためと、調査を重ねる毎に新

たに発見されたシーファン落木を修復したために

数が増えたからである。なお、修復されたシー

ファンには、個別に識別できるように番号が刻印

されたプラスティックのタグが付けられた。

　タイでは5～10月はモンスーンシーズンなので、

インド洋側では風波が強く、時化の日が多い。

そのためシミラン諸島の観光やダイビングサービ

スはこの時期閉鎖され、作業や調査も思うように

実施できない。修復されたシーファンの生残状

況の調査はモンスーンシーズン中の6月も1回行

われたが不十分なもので、本格的な調査はモン

スーンが終わった2005

年10月に行われた。

　地点別の生残状況を

表2に、修復手法別の

生残状況を表3に示す。

これらの表では、表1と

異なり合計修復群体数

が500群体になっている

が、これは6月および

10月の調査時に修復さ

れた新しい修復群体を

調査結果の検討対象

から外したためである。

表中「発見数」とは、

生死に関わらず発見さ

れたプラスティックタグ

の付いた群体の数、

「生残数」とは発見さ

れた群体の内、少なく

とも一部が生きていたものの数である。

　全体で見ると500個の修復群体の内、10月に発

見できた群体は42％にあたる210個、その内で生

残していたものは152個、修復数に対する生残率

は30％で、決して高い割合ではなかった。

　地点別に見ると、発見率や生残率が比較的高

かったのはNorth PointとBeacon Reefで、反対に低

かったのはElephant Head RockとStonehengeだった。

North Pointでは狭い水道部に高密度に修復群体

を配置したために再発見率が高かったが、感染

症と思われる病気にかかっている群体が数多くあ

り、今後の推移を注意深く見守る必要がある。

Turtle Rockは修復した群体の位置図が無いため

発見率が低いが、発見された群体の生育状態は

良い。Beacon Reefでも生残率は高かったがほと

んどの群体は部分的に死んでおり、生育状態が

良いとはいえない。この地点はもともとシーファ

ンがあまり多く分布していない場所であり、ここに

修復されたシーファンの多くがElephant Head Rock

周辺から船で運ばれたものであることが影響して

いる可能性が高い。Elephant Head Rockは非常に

潮の流れの速い地点で、修復したシーファンの

多くがモンスーン時期に流されてしまった可能性

が高い。Deep Sixは水深が深く修復エリアも広い

ために調査が不十分である。この海域からも病

気のシーファンが見つかっている。Stonehengeで

は津波被害を受けなかったシーファンにも病気等、

生育状況の悪い群体が多く見られ、修復された

群体も多くは生育状態が良くないが、中には組

織が盛んに伸展している非常に状態の良いもの

も見られた。

　修復手法による生残率の違いはあまり顕著で

はないが、クサビの発見率が低いのは、時間の

経過と共にクサビがゆるんではずれることが多い

ためで、クサビで固定した上からエポキシ樹脂等

で固定すれば生残率が上げられるものと考えら

れる。最も多く用いたセメントについても生残率

は26％と高くない。ただし、セメントを用いた修

復は様々な試みが行われた後、4月に行われた

ものが多く、手法そのものに問題があるというよ

りは修復が行われるまでに放置された時間の長

さが大きな影響を及ぼしているように思われる。

　いずれの手法でも死んだ群体（図6）もあれ

ば生育状態が良い群体（図7,8）もあり、良いも

のは半年程度でずいぶん成長することが明らか

になった。継続的なモニタリングが期待される。

図1．海底に落ちたシーファン
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図2．鉄筋とケーブルタイによる固定 図3．セメントによる固定  図4．くさびによる固定

図5．シーファン修復が
行われた地点   

表1．地点別・手法別の修復群体数   
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中地シュウ

　本誌でもたびたび紹介してきましたが、ここ数

年、足摺海域では数カ所でオニヒトデが大発生

しており、サンゴに大きな被害が出ています。こ

こでは2005年度に足摺海域で行われたオニヒトデ

の駆除状況について簡単にまとめました。

足摺半島西岸大浜周辺（土佐清水市）

　2005年12月に大浜地先海域では行われた調査

では、15分間の遊泳観察で120個体以上という大

量のオニヒトデが確認されました。これを受けて

黒潮生物研究所が今年1月にオニヒトデの駆除作

業を行い、合計1250個体を駆除しました（本誌 

Vol.6, No.4 参照）。依然として、大浜地先海域

にはまだ多数のオニヒトデが残っており、駆除が

手つかずで被害の程度もわかっていない範囲が

広く残っていたため、翌月の2月18日に同海域で2

回目の駆除作業を行うことになりました。前回の

駆除から一ヶ月近くが経過しており、どれだけサ

ンゴの被害が拡大しているのか、前回駆除の行

えなかった範囲にどのくらい被害が出ているのか

と不安な気持ちで駆除に望みました。2回目の駆

除では297個体のオニヒトデが駆除されましたが、

幸いなことに一ヶ月前に比べて、大きな被害の拡

大は認められませんでした。オニヒトデがもっと

も高密度で分布していた範囲については、1月の

駆除作業時におおむね駆除が行えていたようです。

この2回の駆除作業により、大浜港地先のウノハ

エから西のヒラバエにかけての範囲にいたオニヒ

トデのほとんどを駆除することができたと思われ

ます。大浜地先のサンゴ群落は数年に渡るオニ

ヒトデの食害により、すでに大部分が失われてし

まいましたが、今回の駆除により、岸よりの水深

の浅い範囲に被度80％を超える高被度のクシハ

ダミドリイシ群集をある程度残すことができました。

竜串湾千尋崎沖日の浦周辺（土佐清水市）

　竜串海中公園のある竜串湾の東岸を形成する

千尋崎の沖にある日の浦周辺では、2000年頃か

ら多数のオニヒトデが観察されるようになりました。

以降、地元のボランティアが主体となってこの海

域のオニヒトデ駆除が行われています。日の浦

付近のオニヒトデの個体数は2004年度になるとさ

らに大きく増加し、年間駆除数が2000個体を超え

ました。2005年度の駆除作業は2005年10月から

2006年3月にかけて12回行われ、684個体のオニ

ヒトデが駆除されました。前年度の駆除数と比較

すると1/3程度に減少していますが、すでに日の

浦周辺の広い範囲でサンゴの被度が大きく低下

してしまいました。また、わずかですが湾内でも

オニヒトデの個体数が増加しており、今後、海中

公園区域内のサンゴへの影響も懸念されています。

沖の島周辺海域（宿毛市）

　1970年代に起こったオニヒトデの大発生を受けて、

沖の島周辺海域では1973年度から現在まで継続

してオニヒトデの駆除が行われています。1980年

代に入ると大発生状況は一応収束し、以後、駆

除数は毎年数百個体程度で推移するようになりま

した。1995年以降にはオニヒトデの駆除数は減少

傾向となり、2003年度には約40個体程度まで減

少しましたが、2004年度には三ノ瀬、室碆を中心

に全域でオニヒトデの個体数が大きく増加し、駆

除数の合計は500個体を超えました。

　2005年度の駆除作業は2006年3月8,9日に行われ、

私も参加させてもらいました。この駆除作業では

沖の島海中公園1号地のユルギ碆で144個体、5

号地の室碆で390個体、3号地の水島で76個体、

4号地の三ノ瀬およびその周辺で407個体、合計

1017個体のオニヒトデが駆除されました。昨年の

同時期に行われた駆除時と比べて約2倍の駆除

数となりました。水島、室碆などでは、近年増

加傾向にあった水深の浅い範囲のサンゴにも被

害が拡大しており、他の海中公園地区でもわず

かに残っているサンゴを食いつぶしていくように

被害が出ていました。今回のオニヒトデの個体数

の増加により、沖の島海中公園区域の景観回復

はさらに遅れるものと思われます。
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