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2016年度錆浦サンゴ白化報告

平林 勲

本年、世界的規模での有藻性サンゴ（褐虫藻

を有するサンゴ：以下サンゴ）の白化が生じ、

国内においてもサンゴ礁域を中心に深刻な被害

が報告されている。

白化とは、高水温などのストレスによりサン

ゴ組織内の褐虫藻がサンゴ外へ離脱またはサン

ゴ内で消化、壊死してしまうことにより、サン

ゴ内の褐虫藻密度が低下することである。サン

ゴは栄養の大部分を共生する褐虫藻の光合成産

物に依存しているため、褐虫藻密度の低下が深

刻化すると栄養不足となり死滅してしまう。ま

た、サンゴは熱帯、亜熱帯海域において一次生

産を担っているため、白化によるサンゴの死滅

はサンゴ礁生態系全体を脅かす問題である。

高緯度に位置する串本のサンゴ群集において

は、2008 年および 2010 年に大規模な白化が観
察されており、本誌でもその被害状況について

報告がなされてきた（Vol.39, p 44 - 45ほか）。
その後も小規模な白化は例年観察されてきた

が、本年度の白化は 2010 年以降最大のものと
なった。よって、ここでは錆浦地先のデータを

基にその被害状況についての概要を報告する。

図 1に近年の大白化時および本年の錆浦地先
の表層水温の推移を示す。水温は 8月初旬から
下旬まで 28 ℃以上の高い値で推移し、8 月 7
日以降 29℃以上の高水温を 14日記録した。そ
の後、台風 10 号の影響により、8 月末から 9
月初旬にかけて急激に水温が低下し、以降 28
℃以下の値で徐々に低下していった。過去最大

の白化を記録した 2010 年と比較すると、8 月
の月平均水温は本年が 28.8 ℃と過去最高であ
ったが、8月‐ 9月の旬平均水温は 28.3℃であ
った 2010 年に対して本年は 27.9 ℃であり、海
洋生物に与えた高水温の影響としては 2010 年
のほうが大きかったものと思われる。

表 1に本年の白化状況を示す。白化は 8月中
旬ごろから顕著となり、8 月下旬には約 75%の
群体で白化が確認された。8 月下旬には高水温

に弱いハナヤサイサンゴ、コモンサンゴ、フタ

マタハマサンゴ、ナガレハナサンゴ等で深刻な

状態が確認された。しかし、その後の水温低下

に伴いほとんどの群体で回復傾向がみられ、11
月中旬時点では 98%の群体が健全な状態まで
回復した。一方で、深刻な状態であったフタマ

タハマサンゴやコモンサンゴでは 70%程度、
ハナヤサイサンゴおよびキクメイシ属では約

20%が未だ白化からの回復途中にある。
以上のことから本年 8 月下旬時点では 2010

年と同規模の大白化が発生したが、9 月初旬以
降の水温低下により、最終的な被害は 1%未満
にとどまったものと思われる。しかしながら、

今後予測される気候変動が国内のサンゴ群集に

及ぼす影響を高解像度気候予測シミュレーショ

ンを用いて評価した屋良ら（2009）の結果によ
ると、2049 年以降、串本は深刻な白化が起こ
る可能性のある海域に含まれており、今後は大

白化が常態化する可能性がある。

33 年後、還暦を前にした私は純白の海を目
にしなければならないのだろうか。

表 1、錆浦地先における本年の白化状況（%）
2010 年度のデータは野村（2010）より抜粋。

図 1、大白化時と本年の水温変動の比較
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串本のサンゴの未来

野村 恵一

今年の 8 月は串本錆浦での定置観測におい
て、海表面の月平均水温が過去最高の 28.8 ℃
を記録し、本誌でも紹介されているように過去

最大規模に次ぐサンゴの白化現象が観察され

た。ただし、幸いにも野外では斃死するサンゴ

はほとんど見られなかった。

ところが、串本の海中景観を水槽内に再現し

た「串本の海水槽」では、深刻な白化現象が起

きた。本水槽は、地先の海で見られる約 40 種
100 点のサンゴが展示されている。サンゴが健
全に生育できるように、天井をガラス張りにし

て日光を取り入れ、地先から汲み上げた自然海

水を掛け流しで用い、冬期には水温が 20 ℃以
下に下がらないように保温が行われている。こ

れまではこの環境でサンゴを順調に飼育できて

いたのだが、今夏は違った。水温の上昇と共に 7
月から水槽内のサンゴの白化が始まり、8 月に
は程度の差こそあれ全てのサンゴが白化し、9
月以降斃死部が目立つようになった。表 1に 11
月初旬現在の水槽内サンゴの白化状況を示す。

白化度が高かったのがミドリイシ類、コモンサ

ンゴ類、シコロサンゴ類、フタマタハマサンゴ、

ウミバラ、それにサンゴイソギンチャクと八放

サンゴ類のトガリカタトサカで、これらの中で

斃死度が高かったのがミドリイシ類、コモンサ

ンゴ類、トガリカタトサカであった。ミドリイ

シ類の被害が大きかったのは病気を併発したせ

いもあるが、水槽内景観の重要な構成員である

本類のほとんど全ての斃死によって、水槽内の

景観が大きく劣化し、「日本一美しい水槽」と

自負していたものが、そうではないものに変わ

ってしまった。

この原因は高水温である（図 1）。8月の水槽
水温は野外（海中展望塔）よりも 1℃高い状態
で推移し、8 月 9日～ 29 日までの 20日間にわ
たって 30 ℃を超える状態であった（最高水温
は 30.4 ℃）。この水温差が水槽と野外における
サンゴの生死を分かったのである。

1970 年に水族館が建設された当時は暖流系
の生物を飼育するのに水温を冷却するという考

えはなかった。ところが 50 年近くを経て当時
想像も及ばなかった事（地球温暖化）が起きて

いる。もはや、冷却設備がないままでは本水槽

でサンゴを飼育することは難しい。また、見方

を変えれば、水槽内の状況は、串本の海の将来

の姿かもしれない。すなわち、温暖化に伴って

野外で水温が 30℃を超える状態になった場合、
サンゴに大きな被害が生じ、当地で生き残れな

い種が出現する可能性がある。
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表1. 11月初旬における串本の海水槽のサンゴ白化状況

種　名 白化度 斃死度 備考

クシハダミドリイシ +++ ++ 感染症併発

スギノキミドリイシ +++ +++ 感染症併発

エンタクミドリイシ +++ +++ 感染症併発

エダミドリイシ +++ +++
コモンサンゴ類 +++ +++

サオトメシコロサンゴ +++ +

シコロサンゴ ++ -

フタマタハマサンゴ +++ ++
スリバチサンゴ + -

ショウガサンゴ + -

ウミバラ +++ - たぶんダメ

パリカメノコキクメイシ + -

チヂミノウサンゴ + -
サンゴイソギンチャク +++ -

トガリカタトサカ

白化度 斃死度

　+：　 やや薄い 　 -：     斃死なし
　++：  かなり薄い 　+：    斃死率10％以下

　+++：真っ白 　++：  斃死率10～50％

　+++：斃死率50～100％

完全斃死

27
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図1. 8月の水槽と展望塔の表面水温比較

串本の海水槽 展望塔

水 温 ℃
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ウミガメ人工産卵場での産卵・孵化

－2016年の結果－

吉田 徹

2016 年度のウミガメ人工産卵場での産卵孵
化結果について報告する。

●産卵結果

アカウミガメ

アカウミガメは、3頭が 6月 4日から 7月 27
日の間に 7回の産卵を行ったのを確認した。ま
た、産卵日時・個体不明の産卵巣は 3ヶ所確認
され、アカウミガメの産卵は合計 10 回と前年
同様であった。産卵を確認した 3個体は、全て
元野生個体（野外搬入個体）であり、今年は当

館繁殖個体の産卵は確認されなかった。しかし、

産卵期間中に上陸する様子は度々確認してお

り、観察時間外に産卵していた可能性はある。

アオウミガメ

今年はアオウミガメの産卵は確認されず、

上陸も見られなかった。

●孵化結果

アカウミガメ

10 ヶ所の産卵巣の内 6 ヶ所で孵化が見られ
た。結果今年は計 1034 個の卵から 365 匹が誕
生し、全体孵化率は 35.3%であった。
個別に見てみると、No.37119 は 2006 年から

毎年 2～ 4 回産卵しており、今年も 3回産卵し
たが孵化率は近年同様 0%であった。No.37128
は、2 回産卵した内 7 月 1 日の産卵巣では孵化
は見られなかったが、6 月 14 日の産卵巣から
は 66 匹（孵化率 64.1%）が誕生した。64.1%の
孵化率は、この個体のこれまでの産卵巣では最

高値であった。No.37168 では、孵化率は 50%
以下であったが 2つの産卵巣共に孵化が見られ
た。しかし No.37168 の 7 月 7 日産卵巣は、移
動した分を含め卵数が 150 個以上となってお
り、アカウミガメの産卵数としては多すぎる結

果である。これは、この産卵巣の直近に未確認

の産卵巣があり、孵化調査時に混同した可能性

が疑われる。
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アカウミガメ

個体NO. 産卵日 産卵時間 脱出日 脱出日数 卵数 孵化数 孵化率 産卵間隔(日)

37119 6月24日 22：00 - - 89 0 0%

- - 94 0 0% 17

- - 10 0 0% ※

- - 83 0 0% 16

- - 15 0 0% ※

37128 6月14日 23:50 8月13日 60 103 66 64.1%

- - 78 0 0% 17

- - 10 0 0% ※

37168 6月4日 22：00 8月8日 65 95 35 36.8%

8月27日 51 126 54 42.9% 33

8月24～8月27日 25 12 48.0% ※

不明 8月9日発見 8月18日 - 99 66 66.7%

不明 8月9日発見 9月7日 - 101 54 53.5%

不明 8月17日発見 8月17日 - 106 78 73.6%

合計 1034 365 35.3%

※人工孵化器への移動分

表．2016年ウミガメ産卵・孵化結果

7月11日 22：45

7月27日 21：00

7月7日 23：30

7月1日 20：00
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また、今年は産卵された卵の一部を孵化器へ

と移し人工孵化を試みた。これは前年の孵化が

0 という結果であったため、産卵場の環境に問
題があるかどうかを調査するために行った。

7月 1日、7月 7日、7月 11日、7月 27日の 4
つの産卵巣から、10 ～ 25 個の卵を産卵時に回
収し人工孵化器に移して孵化を試みた。結果は、

ほぼ元の産卵巣と同様の孵化状況であった。よ

って、人工産卵場の砂中環境に現状大きな問題

は無いと思われるが、今後も人工孵化器を用い

ての比較は継続して行い検証していきたいと思

う。

前年はアカウミガメの孵化が 0 となり当館
のウミガメ繁殖に大きな影を落としたが、本年

は一転してアカウミガメ 350匹以上誕生と、比
較的良好な孵化結果となった。しかし、前年も

何度か見られた、産卵された卵を他の個体の産

卵時に掘り返してしまう事態が今年も確認され

た。砂浜面積は限られているため、ある程度は

仕方のない現象であるが、孵化率を向上させる

ためには新たに対策する必要がある。先ず近年

の産卵の様子を見ると、人工産卵場での産卵場

所には偏りが見られる。つまり、ウミガメが良

く産卵する場所とあまり産卵しない場所であ

る。一つに、ウミガメは産卵巣の冠水を避ける

ため、なるべく波打ち際から離れた位置で産卵

する。そのため上陸後暫く移動を続けた後に産

卵に入る。因みに自然界では主に海岸の植生が

6月 14日 No.37128産卵の様子

ウミガメのとって移動の目安になる。当館の人

工産卵場では奥行きがあまりないため、上陸後

移動を続けた結果大体砂浜周縁の壁際の何処か

で産卵する事が多い。また、当館では 2008 年
の改修で新旧 2つの産卵場が、ウミガメプール
に対しＬ字に作られているが、近年は圧倒的に

旧産卵場より新産卵場での産卵が多い。この理

由についてはまだ不明であるが、ウミガメ達が

好む産卵場所は似ているようで、掘り返しが起

こる事は避け難い。よって、来年は産卵期序盤

に産卵された卵を、これまでのデータからあま

り産卵されない場所へと移植し、産卵場所の均

等化を図る事を試みたい。懸念としては、卵の

移植というのは、デリケートな卵に余計な刺激

を与える行為であるため、孵化率が低下する可

能性がある。そのため、卵の移植は本来緊急時

以外は推奨されない手段である。これは人工孵

化器への移動も同様であるが、このリスクを減

らすためには産卵から時間をおかずに即移植を

行う事が重要である。

また、現在もう一つの課題として交尾成功

率の上昇がある。特に、近年交尾が見られず産

卵を行わなくなったアオウミガメには急務だ。

今年は、交尾期直前にウミガメプールの一角の

隔離スペースに雌雄各 2頭ずつを移動させ、他
個体の妨害が少ない状況で交尾を行えるように

試みた。結果、僅かながら交尾行動を確認する

事が出来た。産卵までは至らなかったが来年以

降も継続し、再び産卵するよう期待したい。

人工孵化器にて孵化が始まった卵
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タコクラゲの出現状況2016

中村 公一

紀南域のタコクラゲの出現状況については過

去に本誌でも紹介しており、前回の報告では

2013 年までの結果と 2014 年の執筆時点までの
状況について報告している（Vol. 43, p.34）。今
回は本年の出現状況について報告する。

まずは 2014年と 2015 年の出現状況について
簡潔に述べておきたい。2014 年は前回の報告
の末尾にて軽く触れたが、8 月上旬に襲来した
台風の影響か、非常にタコクラゲが少ない年と

なった。調査を開始してもタコクラゲの姿はほ

とんど見られず、9 月上旬の調査でようやく確
認できたが、直後に襲来した台風によって完全

に消失してしまった。続く 2015 年は早期に消
失してしまった前年の影響は特に感じられず、

例年通り 8月には多くの港でタコクラゲの姿を
見ることができた。だが、出だしは順調だった

ものの、2015 年も 9 月に入って襲来した台風
によってタコクラゲは消失してしまい、2 年連
続で何とも残念な結果となった。

本年の調査は当館より西側に位置する港につ

いて計 4回行い、例年通り出現個体数、成熟度
を観察した。中でも多く出現した 5港について
は表に示した。第一回の調査では白浜町堅田港

までしか行けなかったのだが、近年タコクラゲ

の出現が低調だったすさみ町すさみ港で港を埋

め尽くすような数のクラゲを観察することがで

きた。半月ほど空いて行った第 2回の調査では、
この間に接近した台風の影響かすさみ港のクラ

ゲは消失してしまっていたが、他の港では出現

のピークを迎え、白浜町袋港、田辺市芳養港、

日高町比井港では成熟した個体も多く見られ

た。10 月に入った第 3 回の調査になると、白
浜町堅田港と比井港以外ではクラゲの姿を見る

ことができなくなった。そして、11 月に入る
間際に行った第 4回の調査ではわずかではある
が比井港においてタコクラゲの姿を確認し、

2016年の調査を終了とした。
2014 年、2015 年と、最近はタコクラゲの出

現状況は低調であったが、一転して今年は非常

に多くのタコクラゲが出現した年となった。第

一回目の調査は 8月に行っているが、実は紀伊
有田港をはじめとする近隣の港にて 7月下旬に
はすでにタコクラゲが大量に出現しているとい

う情報を耳にしていた。他の仕事との兼ね合い

で開始が遅くなってしまったが、紀伊有田港な

どは折を見て覗くと多くのタコクラゲを観察す

ることができた。これだけ多くのクラゲが見ら

れた要因として考えられるのが、紀南域に直撃

した台風の少なさであろう。例年、台風が接近

すると海が荒れ湾内をかき回し、クラゲを沖に

押し流してしまうことが消失する原因の一つで

あると考えている。また、台風は大雨をもたら

し、増水した河川水が湾内に流入すると塩分濃

度や水温が一気に下がり、クラゲを弱らせてし

まうことも消失には大きく関係しているであろ

う。しかし、今夏は台風だけでなく降雨も少な

く、安定した高水温と塩分濃度がタコクラゲを

育む好条件となったのではないかと推測する。

当館は今夏、高水温によって引き起こされた

サンゴの白化現象に頭を悩まされた。私の担当

する甲殻類の中にも高水温が原因で斃死してし

まったものもいる。海水を冷却する設備の乏し

い当館では、夏の高水温はただ過ぎ去るのを待

つことしかできない竜巻のようなものである。

しかし、クラゲ担当としては、来年も暑い夏を、

あの港を埋め尽くすタコクラゲをもう一度と心

の片隅で願ってしまっている。
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メキシコのカンクンという世

界有数のダイビングスポットに

海底美術館なるものがあるとい

う。砂地に何百体もの彫像が立

ち並び、不気味だが神秘的とい

う理由で人気の場所になってい

る。一方で、この彫像たちは周

辺のサンゴを守る役割も果たし

ている。ダイバーやスノーケラ

ーがサンゴ礁に集中するのを避

け、サンゴへのダメージを減ら

しているそうだ。訪問客が増え

ることによって環境維持が難し

くなると言うのはエコツーリズ

ムを目指す者の悩みの種である。

錆浦の海もこの夏は多くの人で

賑わった。ピークが過ぎた頃潜

ってみると、壊れたサンゴがあ

ちこちに目に付いた。知らずに

サンゴの上に乗ったり、足ひれ

で蹴ったりして壊してしまった

のだろう。これまで串本の海の

良さを伝えることばかり考えて

きたが、正しい利用について伝

える努力もしなければならない

と思う。写真で見たカンクンの

彫像は確かにグロテスクだが、

古い像にはサンゴを初めとする

いろんな生き物が定着し、魚礁

にもなって多くの魚を引き寄せ

ている。怖い彫像の目が生き物

たちを守り育てる優しい目に見

えてくるから不思議である。
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