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黒潮生物研究所開所10周年記念号

タコクラゲ Mastigias papua



黒潮生物研究所開所10周年記念行事の報告

岩瀬 文人

　前号でお知らせしましたように、黒潮生物研究

所の開所10周年を記念して、10月8日～11日に記

念行事を行いましたので、内容および結果につ

いて報告いたします。

１．高知市内でのイベント

日時：平成23年10月8日(土) 12時30分～16時30分

会場：高知県立県民文化ホール「グリーン」

後援：環境省中国四国地方環境事務所・高知県・

　　　高知県教育委員会・高知市教育委員会・

　　　高知新聞社・RKC高知放送・NHK高知放

　　　送局・KUTVテレビ高知・KSS高知さんさ

　　　んテレビ・宝石珊瑚保護育成協議会

　ステージでは、東京工業大学の本川達雄先生

と京都大学の久保田信先生をお迎えして3部構成

のプログラムを実施しました。

第1部：基調講演「海は生命のゆりかご」。

　生きものが生まれた海、そして海の中でも特

に生物多様性の高いサンゴの海について、本川

先生に歌を交えた楽しくてわかりやすいお話をい

ただきました。

第2部：「歌で知る生きものの世界」。

　久保田先生は、高知からも記録されている「ベ

ニクラゲの若返り」について映像を交えてお話し

いただいた後、①地球の住民～世界の動物40門

～②ベニクラゲ音頭③生命の星の3曲を、本川先

生は「究極の省エネ生物ナマコ」について映像

を見ながらご紹介いただき、①ナマコ天国②棘

皮動物音頭③生きものいっぱい豊かな地球の3

曲を歌っていただきました。

第3部：「身近な海にこんな生きものが！～映像と

トークで学ぶ四国の生き物たち～」

　研究所の周辺で撮影された映像や写真を見な

がら、身近な海で見られる美味しい生き物、危

険な生きもの、四国のサンゴについて本川先生、

久保田先生のご意見をうかがいながら私が紹介

しました。

　また、ロビーでは、ビーチコーマーの濱松英

彦さんによる「海の生きものを使った工作と展示」、

宝石珊瑚のブランドであるSea Proofの前川やよい

さんによる「宝石珊瑚抹による手型作り」、宝石

珊瑚保護育成協議会による「海の宝石 珊瑚のパ

ネルと加工品の展示」の他、黒潮生物研究所も「ミ

ニ･タッチングプール」や「サンゴのスタンプ」、「サ

ンゴの骨を観察しよう」など、大人から子供まで

楽しめる体験･展示コーナーを開設しました。

　ステージ、ロビーどちらの催しも、参加してい

ただいた方々からは海の生物について楽しく学べ

たと上々の評価をいただきましたが、残念ながら

入場者数は目標を大幅に下回る130人程度に留ま

りました。子供から大人まで、多くの方々にご参

加いただこうと、堅苦しいイメージにならないよう
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ロビーの体験・展示コーナー本川先生による基調講演



に企画したのですが、一般の方々に足を運んで

いただくことの難しさを痛感しました。

２．大月町におけるシンポジウム

日時：平成23年10月9日(日) 13時30分～16時00分

会場：大月町農村環境改善センター

後援：高知県・大月町・大月町教育委員会・  

　　　宿毛市・三原村・土佐清水市・藻津漁

　　　業協同組合・すくも湾漁業協同組合・橘

　　　浦漁業協同組合

　研究所開所以来、私たちが調べ、取り組んで

きたことを振り返り、次の10年に向かって何をす

べきか、地域の皆さまからご意見をいただくこと

を目的に、シンポジウムを開催しました。最初に

私が10年のお礼とシンポジウムの趣旨説明を行っ

た後、研究員4名により10年間の研究成果を報告

しました。

「ところ変わればサンゴも違う!? －サンゴの分布

と産卵－」研究員　目﨑 拓真

「あの藻場はどこへ行った？ －移り変わる高知の

海藻－」研究員　田中 幸記

「サンゴの一生を見てみたい －サンゴ種苗生産

の取り組み－」研究所長　岩瀬 文人

「海に親しみ海を見守る －教育と保全の取り組

み－」主任研究員　中地 シュウ

　これらの報告の内容は、この後に要旨を掲載

しますので、ご覧下さい。

　なお、最後に100名を超える参加者の皆さまに

研究所に対するご意見をお聞きしたところ、これ

まで行われてきた稀少な自然を活かした研究活

動や地域に根ざした保全活動の継続とともに、

今回のシンポジウムのような普及啓発活動の活

動をもっと行って欲しいとのご意見をいただきま

した。

３．祝賀会

　シンポジウム終了後、大月町西泊にある研究

所に戻り、もちを投げたあと、柴岡町長はじめ、

日頃お世話になっている方々にお集まりいただき、

祝賀会を行いました。

４．大月小学校特別授業

　本川先生には、10月11日(火)に地元の小学校

で特別授業を行っていただきました。バルーンア

ートや歌を使った本川先生の授業は子供達の印

象に残ったようで、しばらくは学校から「円柱形

♪」と歌が聞こえてきそうです。
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大月小学校での特別授業目崎研究員の報告

大勢の方に集まっていただいたもち投げ



　私の専門は造礁サンゴ（以下サンゴ）で、地

元大月町の海はもちろんのこと、四国のどこにど

のようなサンゴが分布しているのか、また研究所

地先のサンゴがいつ、どのように産卵をしている

のかなどについて研究しています。今回はこれま

での日々の研究でわかったことを紹介します。

1. サンゴの分布

　日本国内では約400種のサンゴが記録されてお

り、サンゴの種類がもっとも多く見られるのは発

達したサンゴ礁の見られる沖縄です。我々がす

む四国には「サンゴ礁」はありませんが、温暖

な黒潮の影響を受け、太平洋岸沿岸を中心に愛

媛県南部から徳島県南部まで広くサンゴが分布し

ています。　

　愛媛県宇和島湾から徳島県牟岐大島まで潜水

調査を行った結果、四国沿岸には想像以上に広

範囲にサンゴ群集が見られ、多様性も高いこと

がわかりました。これまでの調査で16科49属136

種（15科48属134種の花虫綱、1科1属2種のヒド

ロ虫綱）のサンゴが記録されています。これは

日本で最もサンゴの種数が多い沖縄県石西礁湖

の350種以上と比べると少ないですが、サンゴ礁

のない海域の中では四国は多様なサンゴが生育

している海域です。その中でも黒潮の影響を強く

受ける西海、大月、沖ノ島、土佐清水で特にサ

ンゴの種数が多いことがわかりました（図1）。

　四国で見られる最も一般的なサンゴ群集は卓

状ミドリイシ優占群集（図2）です。これは外洋

に面した環境に多く見られる群集で、内湾的な環

境には塊状サンゴが優占する群集や土佐清水市

竜串「見残し」で有名なシコロサンゴ優占群集、

徳島県竹ヶ島のエダミドリイシやカワラサンゴ優

占群集など特定の種が優占する群集がみられます。

　その他、詳細な調査が終わっていない宇和島

湾には、他の海域ではあまり見られないサンゴと

コンブの仲間が競い合うように生息している群集

もありました。

　また、近年の

調査で、これま

で四国では記録

されたことがなか

ったハイマツミド

リイシ（図3）や

キクハナガサミド

リイシなどの南方種が次々と見つかっています。

これらはサンゴ礁など温暖な海域に多い種であり、

海洋温暖化にともなう種の分布の北上の例であ

る可能性があります。今後これらの種の分布の

変化に注目して調査していきたいと思います。

２. サンゴの産卵

　私はサンゴの産卵を一般のダイバーにも見て

もらおうと、毎年産卵観察会を行っています。そ

の中で、サンゴがいつ頃産卵すると思いますかと

いう質問をすると、多くの場合は夏の満月の夜に

産卵するという答えが返ってきます。私自身もこ

「ここまでわかった幡多の海」講演要旨 1
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図1．四国の主な海域で見られるサンゴの種数

図2．卓状ミドリイシ優占群集

図3．ハイマツミドリイシ



の研究をはじめるまでは、サンゴは満月の夜に

一斉に産卵するものと思い込んでいました。しか

し、観察を続けるうちに、そうではないことがわ

かってきました。

　サンゴの産卵観察は2005年にスタートして、今

年で7年目になります。観察時期は概ね6月上旬

から9月上旬頃まで、観察時間は日没から夜11時

までと早朝の日の出前後で、観察場所は西泊の

研究所地先で実施しています。

　これまで7年間で延べ520日以上の観察を行い、

観察期間中には45種のサンゴが産卵し、7月に産

卵するサンゴが最も多いことがわかりました。なお、

産卵を確認したサンゴのほとんどが、複数の卵と

精子からなる「卵塊（バンドル）」を放出する

雌雄同体放卵放精型のサンゴで（図4 a）、卵と

精子を別々の群体が放出する雌雄異体の種（図

4 b、c）は少なく、シコロサンゴ属の2種とハナガ

ササンゴ属の2種のみでした。

　図5はサンゴの産卵種数と月の満ち欠けの関係

をよりわかりやすくするために、太陽暦ではなく

太陰暦でまとめたものです。この図を見てもらうと、

満月では産卵が少なく、

満月より約1週間後の下

弦の頃に産卵が多いこと

がわかります。この結果

から、西泊地先の海域で

産卵が最も集中するのは

満月ではなく、旧6月23

日頃の下弦だということ

がわかりました。

　私のふたつめの思い込

みは、サンゴは夜にのみ

産卵しているということです。

しかし、文献を調べてみ

ると、日中や早朝にも産

卵するサンゴが報告され

ていました。そこで、日

の出前後の観察をしてみ

ると、シコロサンゴ属の2

種が、早朝に産卵してることがわかりました。観

察を始めた頃は夜以外の産卵を疑っていたので、

非常に驚きました。

　毎晩のように潜ってサンゴを観察していると、

何かしらのサンゴがほぼ毎日のようにダラダラと

産卵していることがわかりました。観察者として

は毎晩のように産卵を見ることができて退屈せず

嬉しいのですが、「満月の夜に一斉に産卵する」

という私の産卵の常識は、西泊の調査結果から

脆くも崩れ去りました。悲しいような嬉しいような

気持ちになりましたが、サンゴの産卵ひとつとっ

てもまだまだわからないことだらけなんだと思い、

サンゴに対する興味がますます湧くきっかけにつ

ながりました。

 3. まとめ

 今後もこれまで行ってきた基礎的な調査を継続

するとともに、長期的な環境変化がサンゴの分

布状況に与える影響や、個々の種の詳しい産卵

様式などを明らかにしていきたいと思います。また、

サンゴと海藻類がどのように競合しているかなど、

他の生物とサンゴの関わり合いなどもにも注目し

ていきたいと思います。　
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図5．太陰暦でまとめた2005年から2010年にかけて
産卵したサンゴの種数と月の満ち欠けの関係

図4．サンゴの産卵パターン　a：雌雄同体の卵塊放出（ミダレノウサンゴ）
b：雌雄異体の放卵（シコロサンゴ）c：雌雄異体の放精（サオトメシコロサンゴ）
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「ここまでわかった幡多の海」講演要旨 2

あの藻場はどこへ行った　－かわりゆく高知の海藻－ 田中 幸記

　私たちが活動の拠点としている幡多の海には、

様々な海藻たちが住んでいます。海藻の中でも、

コンブ類やホンダワラ類など、大型の海藻が茂る

場所は藻場と呼ばれますが、幡多では「ガラモ

場」と呼ばれるホンダワラ類で構成された藻場

が最も多く見られます。

　宿毛湾や足摺港など、内湾的な環境の入江に

は、マメタワラやイソモクなどがジャングルのよう

に生い茂るガラモ場があります（図1 a）。また、

足摺岬や叶崎といった外洋に突き出した場所に

ある波当たりが強い環境では、タマナシモクがま

るで風に揺れる草原のような藻場を作っています

（図1 b）。そして、最も多く見られるのは、何と

いってもフタエモクのガラモ場です（図1 c）。この

フタエモクは、熱帯太平洋の暖かい海を主な分

布域とする熱帯種のホンダワラ類です。幡多の

海では、温かい水温環境を反映して、ミドリイシ

類などの造礁サンゴが豊富に見られますが、ガ

ラモ場の構成種から見ても、熱帯的な特徴を持

った海域であることが分かります。

　ところで近年、高知県の一部の海岸では、海

藻が減少する磯焼け現象や、生えている海藻の

種類の変化が確認されるようになりました。しかし、

高知県全域での海藻植生の変化は詳しく調べら

れていませんでした。幸いなことに、高知県には

1970年代から1990年代までの藻場の分布や面積

に関する記録が残っていましたので、改めて現

在の藻場の生育状況を調べて過去の記録と比較

することにより、長期的な変化を明らかにする研

究を行いました。この研究は、高知県水産試験

場や高知大学と共同で行われ、2006年から2010

年までの期間に、高知全体の713ｋｍに及ぶ海岸

線の2,400地点で観察が行われました。

　調査の結果、1970年代に海域全体で優占して

いた温帯種のヒラネジモクやトゲモクは、2000年

代には衰退し、代わって熱帯種であるフタエモク

が優占するように変化したことが明らかになりまし

た（図2）。高知県沿岸では、年間平均海水温

が1970年と比べると1～2℃上昇しており、このこ

とが涼しい環境を好む温帯種の衰退と、暖かい

環境を好む熱帯種の分布拡大を引き起こしたも

のと考えられます。

　また、磯焼けによるガラモ場の面積の減少が

顕著に見られ、1970～1990年代には330～480ha

程あった面積は、2000年代には約70haに減少し

たことが分かりました。磯焼けが進むことには、

水温上昇などの環境の変化が影響している他に、

ウニの大量発生が大きな原因として考えられます。
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図1．幡多の海で見られるガラモ場
a：内湾性のマメタワラの藻場　b：外洋性のタマナシモクの藻場　c：最も多く見られるフタエモクの藻場

a b c



大量のウニが海底を這いまわり、海藻の芽を齧り、

削り取ることによって、海藻の復活が阻まれてい

ることが考えられるのです。

　そこで、橘浦漁協と当研究所と大月町の協働

により、磯焼け海域に設けた実験区においてウニ

を除去することによって、藻場を復活させる実験

が行われました（図3）。2008年から2010年まで

の期間、実験区をウニの侵入防止網で囲い、定

期的なウニ除去を行ったところ、実験前は20.6個

体/㎡と高い密度だったウニを、0.0～6.7個体/㎡

に抑えることができました。実験区では、海藻の

繁茂期になると、15種類の海藻が茂るようになり

（被度80%）、実験区以外の全く海藻が生えてい

ない状態と比べると明らかな差が見られました。

このことから、ウニ除去により海藻が生育できる

環境を作り出せることが分かりました。

　また、この橘浦では、深所の海底に捨てられ

たロープ上に食用の海藻であるヒロメが生えてい

るのが発見されました。そこで、ヒロメを殖やす

ことを目的に、新たな基質となるロープの設置や、

ウニ除去実験海域へのヒロメの移植が行われま

した。その結果、ヒロメの生育量を増やすことに

成功し、橘浦では現在、ヒロメを新しい地元の

特産物として売りだしていくプロジェクトが進んで

います（図4）。

　このように、現在高知県では、水温の上昇や

ウニの大量発生などの環境の変化に伴って、海

藻の植生に大きな変化が見られることが明らかに

なりました。また、海藻植生の変化は、海藻に

依存する魚やイカやウニなどの多くの海洋生物に、

また、海藻と同じく海底に生える造礁サンゴとの

関係に影響を及ぼすことが考えられ、今後の研

究課題にしたいと考えています。
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図2．ホンダワラ類の分布状況の変化
図4．ヒロメ増殖プロジェクトの様子
左：ヒロメの収穫　右：試食イベント

図3．漁業者と研究所によるウニ除去実験

1970年代
窪田ら1979

トゲモク

ヨレモクモドキ

タマナシモク

ヒラネジモク

全て温帯種

2000年代
今回の調査

トゲモク

ヨレモクモドキ

タマナシモク

ヒラネジモク

（熱帯種）フタエモク

熱帯種優占



　サンゴの種苗生産技術の研究は、

研究所ができる以前、大阪府堺市

にあるステラケミファ(株)三宝工場

の一室で「サンゴの研究所をつく

ろう」という計画と共に1997年に始

まった、私たちの研究活動の根幹

をなす取り組みです。

　近年、サンゴ礁の荒廃が社会問題になり、世

界中でサンゴ礁の保全や再生に関する取り組み

が行われています。サンゴの保全を考えるとき、

まずサンゴというものがどんな生きものであるか

ということを理解する必要があります。私たちは、

サンゴの種苗生産技術の研究を通して、サンゴ

の成長段階ごとにどのような環境を整えてやれば

うまく育つのか、ということに関する知識を集積す

ることができるのではないかと考えています。も

ちろん結果として作成された種苗は、海中の景

観修復を目的とする移植用の苗として、あるいは

研究用の試料として利用できたらいいな、と思い

ますが、それだけを目的としているわけではあり

ません。

１．採卵

　サンゴの種苗生産に取り組むためには、まず、

サンゴの卵を採集しなければなりません。研究

を始めた今から14年前に私たちが知っていたのは

豪州グレートバリアリーフでは、満月の夜にサン

ゴが卵を産むらしいということだけでした。その

ため、研究所ができるまでは串本や沖縄で、研

究所ができてからは研究所前の海で夜間潜水を

くり返し、どのサンゴがいつ卵を産むのかを調べ

るところから始めました。この部分の詳しい結果は、

既に目﨑が報告しました。

　次に、効率よく採卵する方法の検討をしました。

多くのサンゴの卵は海水より軽く、水面に向かっ

て浮上します。この性質を利用して採卵器を考案

しました。最初はサンゴにバケツを被せただけで

したが、改良に改良を重ね、現在では用途によ

ってサイズの異なる写真のような採卵器を使って

います。

　多くのサンゴは雌雄同体で、複数の卵と精子

の塊をパックにした「卵塊」を産みます。同じ種

類の複数の群体から採取された卵塊を混ぜ合わ

せて受精させます。

２．受精卵の胚発生から着生まで

　受精したサンゴの卵は、3～4時間ほどで卵割

が始まり、3日目くらいには繊毛を持ったプラヌラ

幼生になり、水槽内を泳ぎ始めます。

プラヌラ幼生は泳ぎ始めて1週間ほどの間、基盤

に着生する能力を持ちます。私たちは通常受精

から3～10日の間、胚の飼育水槽に基盤を入れて

着生を待ちます。

３．稚サンゴの飼育

　着生した稚サンゴは海からポンプで汲んできた

海水をかけ流して11月頃まで研究所の水槽内で

飼育します。これは、着生したばかりの小さな

（1mm以下）のサンゴの赤ちゃんを台風やウニ

の食害などから守るためです。健康なサンゴの

かけらを稚サンゴの飼育水槽に入れておくと、初

「ここまでわかった幡多の海」講演要旨 3

サンゴの一生を見てみたい －サンゴ種苗生産の取り組み－　 岩瀬 文人
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現在使用している採卵器



めは透明だったサンゴは褐虫藻を獲得して茶色く

なります。

４．海域での中間育成

　着生板に藻類が繁茂してサンゴの上を被って

しまったり、イソヨコエビなど肉食性の小型甲殻

類や繊毛虫などが大発生して稚サンゴを食べて

しまったりするため、着生板に着いた稚サンゴを

水槽内で飼育し続けることは難しいものです。そ

こで私たちは、稚サンゴの着いた着生板を海中

に設置した筏に移して中間育成することにしました。

　台風シーズンが終わり、しかしまだ水温が充

分高い11月に、稚サンゴの着いた着生板を研究

所前の水深2～3mのところに設置した筏に移します。

中間育成は翌年の7月頃、台風のシーズンが始

まる前まで行います。中間育成の終わったミドリ

イシの稚サンゴは1～3cm程度に育って枝が出始

めており、種苗として海底の岩に移植しても育っ

ていくことが可能です。ただしキクメイシ科など

の成長の遅いサンゴは、1年では1～2mm程度の

大きさにしかならないので、種苗として使えるま

でには2年の時間がかかります。

　今のところ中間育成中の生残率は年によって

大きく増減し、安定的に高い生残率を維持するこ

とができません。着生板の向きや間隔、筏を設

置する場所や水深などを変えて試験を続けてい

るところです。

５．作成した種苗を使った試み

　私たちはこれまでのところクシハダミドリイシ（2007

年：受精から5年）とエンタクミドリイシ（2009年：

受精から5年）という2種類のミドリイシについて、

卵から作った種苗が育って卵を産んだことを確認

しました。これはそれぞれ世界で2番目と4番目

の記録です。

　また、作成した種苗を様々な海域に移植して

成長を記録し、環境の違いがサンゴの成長にど

のように反映しているのかを調べたり、同じ箇所

に色々な種類のサンゴの種苗を移植して、その

場所がどんなサンゴに向いた環境なのかを調べ

たりしています。

　その他、サンゴの種苗生産が可能になったこ

とで、例えばよく似ていて種の判別の困難な種

同士のサンゴの交配実験を行うことによって同種

なのか別種なのかの判定を行ったり、サンゴの

細胞の中にどうやって褐虫藻が入り込むのかを調

べるなど、これまでできなかった新しい研究がで

きるようになり、サンゴの研究の可能性を大きく

広げることが期待されています。
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「ここまでわかった幡多の海」講演要旨 4

海に親しみ 海を見守る －教育と保全の取り組み－ 中地 シュウ

　調査・研究活動で得られたこの海に関する知

識や発見を広く教育や啓発に役立てることは研究

所の取り組みの大きな柱の一つです。私は研究

所が開所した当初から、地域の学校などと連携

した教育活動に力を入れて取り組んできましたが、

この地域の海のことを深く知れば知るほど、その

すばらしさ、おもしろさをもっと多くの人に知って

もらいたいという思いが強くなるばかりです。

　私はこれまでいろいろな学校で地域の海の環

境や生き物についての授業を行ってきましたが、

なるべく実体験から学んでもらうために、可能な

限り子供たちと一緒に海に出かけていくように心

がけてきました。学校教育の中で海を体験的に

学ぶというのは技術的な問題や安全面など、な

かなか敷居が高いものです。そこで私は干潮時

の磯を使ったプログラムをよく行っています。磯

は時期と時間さえ選べば、だれでも気軽に海の

生き物にふれあうことができる優れたフィールド

です。しかし、子供たちに人気なのはやはり魚で、

研究所が取り扱っている無脊椎動物、例えばウ

ニやナマコといった地味で動きの少ない生き物に

はなかなか眼を向けてもらえません。そこで私が

開発したのが「イソリンピック」というプログラム

です。これはいろいろな磯の生き物を運動選手

に見立てて、様々な競技（行動観察実験）を行

うというプログラムで、普段は目を引くことが少

ない生き物についても、その特徴や行動、動き

について楽しく学んでもらうことができます（図１）。

　国立公園の指定を受けているこの地域にはす

ばらしい海がごく身近にあるだけでなく、海に親

しむための様々な施設や設備があります。これ

を地域の教育活動に活かさない手はない！と考えて、

環境省と協力してはじめたのが土佐清水市三崎

小学校の5年生を対象とした「ふるさとの海を知

ろう」という総合学習です（図2左上）。この取

り組みは竜串湾で行われている自然再生プロジ

ェクトにも関連しており、様々な地域の方の協力

のもと、2006年度から継続して行われています。

内容はサンゴに関する講話、水族館での海の生

き物の勉強、グラスボートやスノーケリングによ

る海中の観察、川の生き物調べ、間伐体験や森

の散策、海中展望塔での子供ガイドなどもりだく
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図1．磯のプログラム イソリンピック
実施の様子（上）と競技種目（下）

図2．地域の学校等と連携した教育・啓発活動の例
左上：三崎小学校総合学習　右上：内海中学校海学習

左下：樫西小学校の校外学習　右下：土佐清水観光ボランティア研修

●危機一髪！タマキビ脱出レース

●激闘クモヒトデレスリング

●イリュージョン！クルマナマコ大脱出

●激走！カニ玉ころがし

●とげとげ！ウニの輪ゴム抜け競争

●立つんだジョー！ヒトデ起きあがり競争  

●ヤドカリ60cmリレー



さん。地域にある資源を最大限に活用した取り組

みとして注目されています。

　また、愛媛県愛南町にある内海中学校では以

前からシーカヤックやスノーケリングを使った海

学習に取り組んできましたが、2009年度より研究

所のサポートを受けてサンゴのモニタリング調査

を実施しています。毎年1回、中学生たちがシー

カヤックを使って須ノ川海岸周辺の複数の調査地

点をまわり、スノーケリングでサンゴの被度や攪

乱状況などを観察しています（図2右上）。これ

は学校教育の中で、保全活動を行う上で有用な

データが蓄積できるという画期的な取り組みです。

　このほかにも研究所は小学校から高校までいろ

いろな地域の学校と連携した教育活動を継続的

に行っています（図2左下）。また、最近は学校

教育だけでなく、社会教育的な取り組みに関わ

ることも増えてきました。自然解説活動や観光案

内を行うボランティア団体などに対する勉強会を

随時行っています（図2右下）。

　四国ではリーフチェックをはじめとした海域モ

ニタリング活動や、食害生物の駆除や移植など

によるサンゴ群集、藻場の保全や復元に向けた

取り組みなど、様々な海域保全活動が行われて

います（図3）。

　これらの取り組みをいろいろ

な面でバックアップするというの

も、この地域で研究所が果たす

べき役割として大きなものにな

っています。2000年代に入って

四国の各地でサンゴを食害する

オニヒトデが大発生しており、

足摺宇和海でもいろいろな団体

が協力して駆除活動を行ってい

ますが、このオニヒトデ問題に

対する有効な対策を検討するた

めに、研究所がこれまでに収集

した周辺海域のサンゴや食害生

物の分布に関する基礎的な情

報が大きく役立てられています。

また、研究所では酢酸注射によるオニヒトデ駆除

手法の開発などにも取り組んでおり、より効率的

で安全な保全活動の実施に向けた技術的なサポ

ートも行っています。

　異なる県や市町村にまたがる地域の海の変化

を見守り、その資源を効果的に保全するためには、

行政機関やモニタリング活動や保全活動を行って

いる機関や団体、そしてダイバー、漁業者など

の海域利用者などが協力して、幅広い情報を共

有し、有効活用することが必要です。　そこで、

足摺宇和海国立公園海域では2008年に黒潮生物

研究所と環境省が中心となり、「足摺宇和海保

全連絡協議会」というグループを立ち上げまし

た（図4上）。また、2010年には研究所の声かけ

により「四国 海の守人交流会」の開催が実現し、

四国太平洋岸における広域的な海の保全ネット

ワークの構築を目指して、年1回の会議が開催さ

れることになりました（図4下）。

　このような「海を通じて人と人を繋ぐ」という

研究所の役割は今後益々大きくなってくると思い

ます。この十年でつくった手がかり、足がかりを

しっかりとつかまえて今後も取り組みを続けてい

きたいと思います。
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図4．地域の海域保全ネットワーク
上：足摺宇和海保全連絡協議会

下：四国 海の守人交流会

図3．地域の海域保全活動
上：リーフチェック活動
下：オニヒトデの駆除 
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海藻の森をゆく　No.3 キレバモク Sargassum alternato-pinnatum

　キレバモクはガラモ場を作るホンダワラ類の仲

間で、高知県では土佐清水市の竜串湾や土佐市

の荻崎などで見られます。形態的には、茎状部

（主枝）にトゲがあることや、葉状部に切れ込み

があることが最もわかりやすい特徴です。生育す

る場所は、波の穏やかな内湾的な環境であり、

岩だけでなく砂地の小さな礫などにも生えています。

　キレバモクの生育地としては九州が良く知られ

ており、これまで四国からは数例しか報告されて

いませんでした。しかし、近年行った調査によって、

高知県でも各地に分布していることが分かってき

ました。これまでも普通に生えていたのかもしれ

ませんが、もしかしたら水温の上昇によって分布

が拡大しつつあるのかもしれません。

　また、キレバモクの藻場を泳いでいると、まれ

に変わった姿のキレバモクを見つけることがあり

ます。キレバモクの特徴である主枝のトゲや、葉

の切れ込みがまったく無いものが混じっているの

です。環境の違いで海藻が変わった形に育つこ

とはあり得ることですが、同じ群落の中にぽつん

と一人、変わり者が混じっているのは、不思議

な感じがします。「どうして君だけは、そうなっちゃ

うの？」こうした偶然の出会いがきっかけになり、

新しい研究テーマが、頭の中でニョキニョキと生

えて来るのです。

田中 幸記

私の愛するサンゴたち（四国編） No.3 サボテンミドリイシ Acropora florida 

　サボテンミドリイシはミドリイシ科の造礁サンゴ

です。群体形は生息場所に応じて様々で、四国

では写真のようにあまりサボテンらしくないものし

か確認していませんが、分布の本場であるサン

ゴ礁域では、その名に恥じない「これぞサボテ

ン！？」といった緑色の太い枝状群体が見られます。

　いろいろな図鑑の記録では、高知県にもサボ

テンミドリイシが分布していることになっていますが、

私は2011年まで、実際に四国の海で本種を見たこ

とがありませんでした。私が四国ではじめて本種

を見つけたのは宿毛市の沖ノ島というところです。

形も名前も面白くて、特に好きなサンゴの一つだっ

たのですごく興奮しました。

　発見されたのは2群体で、それぞれの直径は

60cmと50cmでした。他のミドリイシ属サンゴの成

長スピードから推察すると、およそ６～８年以上は

経過しているとみられます。経過年数や大きさか

らすると、十分に産卵可能な状態だと思われます。

２群体は同一地点から見つかっており、互いの精

子や卵で受精することが可能であれば、今後もっ

と群体数が増えていく可能性があります。高知県

で生まれたサボテンミドリイシが四国の他の海域

やさらに高緯度の地域に広がっていく日もそう遠く

はないかもしれません。そんなことを想像して一

人でワクワクしています。

目﨑 拓真



足摺宇和海の棘皮動物 3　世界最大級のナマコ バイカナマコ Thelenota ananas

中地 シュウ

　バイカナマコ（シカクナマコ科）は体の表面

が無数の星型の突起で覆われたとても特徴的な

形態を持ったナマコです。和名はこの体表を覆う

突起を「梅花（ばいか）」つまり梅の花に見立

てて付けられました。本種の体長は平均的な個

体で60cm程度、大きなものでは80cmを超えます。

ナマコとしてはまさに「規格外」の大きさです。

体の長さでは体長4～5mにもなるクレナイオオイ

カリナマコ（イカリナマコ科）に及びませんが、

太さや重さという点からみれば世界最大級です。

海底で堂々と砂をはむ姿は、見る人にかなりの

インパクトを与えます。 

　本種は主に暖かいサンゴ礁の海に生息してい

ます。比較的最近刊行された図鑑やガイドブック

にも国内での分布は沖縄以南、あるいは奄美以

南と書かれていますが、この足摺宇和海にも生

息しています。しかし、どこにでもいるというわ

けではなく、観察情報があるのは今のところ、

宿毛市の沖ノ島周辺や大月町の柏島周辺など一

部の海域です。これらは足摺宇和海の中でも特

に黒潮の影響が強く、海が暖かいところです。

最近では和歌山県の串本でも本種が発見されて

おり（野村・南 2009）、分布域は拡大傾向にあ

るようですが、サンゴ礁の海から遠く離れたな本

州・四国の海では、今のところなかなかお目に

かかれないレアなナマコです。

　前述の沖ノ島には確実にバイカナマコに出会

える場所があります。島の北端部東側にあるトリ

ノクビというポイントです。ここには美しいサンゴ

群集があるので、ダイビングポイントとしてよく利

用されています。私もサンゴの調査などで毎年

何回かトリノクビを訪れます。バイカナマコは水

深15m付近の岩礁域から砂底に変わったあたりに

よく見られます。少し前まではたいてい1個体し

か見つかりませんでしたが、最近では1度に4～5

個体が見られることもあるそうです。

　地元の方によると、沖ノ島には30～40年前から

すでにバイカナマコが分布していたようです。さ

すがは南方種の宝庫、沖ノ島。ここはオニヒトデ

やマンジュウヒトデなどが本土海域で初めて記録

されたところでもあり、ヤマトナンカイヒトデやア

カオニヒトデなど非常に珍しいヒトデにも出会える

足摺宇和海でもちょっと特別な場所なのです。

　足摺宇和海に本種が分布するという証拠を残

すため、以前から1個体つかまえて標本をつくりた

いと考えているのですが、いまだ実現していませ

ん。毎回「今日こそは…」と意気込んで沖ノ島

に出かけるのですが、いざバイカナマコを目の

前にするとあまりの巨大さに躊躇してしまいます。

小振りの個体が見つかればいいのですが、いつ

も出会うのは60cmオーバーの大物ばかり。持ち

帰りの手間と後の保存のことを考えて、結局、採

集するのをあきらめるてしまうのです。

　ちなみに干しナマコを高級食材として利用して

いる中国では、バイカナマコの干しナマコを「梅

花参」と呼び、「最珍貴」なものとして大変珍重

しているそうです。こんなけったいな奴が食べら

れるということに驚きを隠せませんが、それはと

もかく「干しナマコ」というのはいいかもしれま

せん。これはつまり乾燥標本です。水分さえ抜

けばかなりコンパクトなサイズになることは間違

いありません。収蔵スペースは取らないし、内臓

だけ液浸標本にすれば保存用薬液もたいしてた

くさんはいりません。試す価値はありそうです。
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（機関誌の配布を希望される方はご連絡下さい）

海水温データ  （2011年7月～2011年9月）

水温月別平均値

7月

25.3℃

9月8月

26.6℃ 26.9℃

地域の自然と遊ぶ 　研究所が開所10周年を迎えたということは、私がこの

地域で暮らすようになってもう10年が経ったということ

です。全然実感が湧きません。私はただ「自分の暮らし

ている地域の自然の姿を知りたい」という欲求に突き動

かされて、来る日も来る日も、海、川、山、そして里を

うろつき回っていただけです。仕事を通じて、そして日々

の遊びの中で、私はひたすらこの地域の自然の姿を理解し、

自然とのつきあう「すべ」を学ぼうとしてきました。こ

の地域の自然は無限の楽しみを私に与えてくれます。例

えば、自宅から30分圏内で自然を相手にしたどんな遊び

ができるか、ということを考えてみます。まず、海では

海水浴、スノーケリング、ダイビング、カヤックなどが

楽しめます。海釣りではモイカ、アジ、サバ、カマス、

カサゴ、イサギ、イギス、メジナ、スズキなどをいろんな魚が狙えます。また、磯遊びは最高です。アサリ掘り、に

な拾い、テングサ採り、メノリかき、ナガレコ採りなど。磯はおいしい生きもので満ちあふれています。これを「遊

び」というと漁師さんにしかられると思いますが、その気になればすぐ近くでカツオ釣りや宝石サンゴ漁だってでき

ます。それから、川もいいものです。夏は冷たい水につかるだけでも楽しいですし、川釣り、エビ突き、ウナギとり

と男の狩猟本能をくすぐる遊びがたくさんあります。また、ちょっと山に入れば季節に応じて山菜採り、タケノコ掘

り、ヤマイモ掘り、ヤマグリ拾い、アケビ採りなどが楽しめます。夏になればクワガタ、カブトムシをはじめとした

いろいろな虫が湧いてくるので、昆虫少年は大喜びです。優しく自然とつきあいたいのなら、野草の観察やバードウ

オッチングなどもいいでしょう。静かで豊かな時間を過ごせるはずです。水晶を拾ったり、化石を掘ったりできる場

所もあるので、悠久の時間の流れに思いを馳せることができます。海岸では教科書に出てくるような見事な地層を観

察することができるので、地学好きにはたまらないと思います。夜、出歩けばタヌキ、ノウサギ、シカ、ハクビシ

ン、アナグマなどのいろいろな野生動物に出会えます。これはいうなればタダで楽しめるナイトサファリです。ま

た、夜空を見上げればすばらしい星空が広がっており、

星座の勉強や天体観察にもってこいです。やっぱり

この地域の自然はすごいです。明日はなにをして遊

ぼうかといつも迷ってしまいます。（中地シュウ）
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