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年がそれぞれ 28.8 ℃、27.9 ℃であったのに対
し、2017 年は 27.5 ℃とそれらよりもやや低め

勲

であった。
以上のことから、2017 年に高水温 が当該海

当館の目下に広がる錆浦海岸は多様なサンゴ

域の生物群に与えた影響は、大規模な白化が観

類が高い被度で棲息しており、串本町を代表す

察された 2010 年や 2016 年よりも小規模であっ

るサンゴ群生地の 1 つに数えられる。

たものと推測される。

2008 年 以 降、 当該海 域で は夏 季の 高水温 に

図 2 に白化のピークとみられる時期に調査を

伴 う大規 模 な サン ゴ の 白 化が 確 認 され て お り

行った白化率の比較を示す。なお、2010 年の

（本誌 Vol. 39, p. 44 - 45 ほ か）、2016 年に記録

グラフは本誌 Vol.39, p. 44 - 45 のデータを引用

された白化は過去最大の白化が記録された

し、2016 年、2017 年のデータはそれぞれ 100

2010 年に次ぐ大規模なものとなった（本誌 Vol.

ｍのラインインターセプトトランセクト法によ

45, p. 42）。サンゴの白化メカニズムについて

って得られた結果を示す。白化の 階級 は本誌

は本誌 Vol. 45, p. 42 で説明しているためここで

Vol. 37, p. 38 に従って 4 段階に分類し、以下を

は省略するが、白化による大規模なサンゴの死

定義とした 。健全：褐虫藻 密度の低下はない,

滅はサンゴ群生地に暮らす生物にとって生態系

軽度の白化：やや色が薄い, 中程度の白化：未

の根本を脅かす問題となる。高緯度に位置する

だ褐虫藻は組織内に残るが明らかに色彩が薄く

串本ではこれまで、高水温によるサンゴの斃死

なっている, 重度の白化：純白かほぼ純白。

被害は 5%未満にとどまっているが、2017 年も

2010 年、2016 年に比べ、2017 年は健全なサ

当該地先では高水温に伴うサンゴの白化が記録

ンゴ群体が多く、約 27%のサンゴで軽度 の白

された。

化が観察されたものの、中程度もしくは重度に

さ らに 、2017 年 冬季 は黒 潮の 離岸 に伴い 水

白化した群体はいずれも全体の 1%程であった。

温が例年よりも低下し、また 12 月には大潮の

中程度の白化まで進行がみられたのはフタマタ

干潮と寒波が重なったことで、大規模なサンゴ

ハマサンゴ、マルカメノコキクメイシ、ニセタ

の白化、斃死被害が記録された。よって本報で

カクキクメイシの 3 種で、重度の白化まで進行

は 2017 年に記録された"夏の白化"と、"冬の白

が確認されたのは一部のフタマタハマサンゴの

化"について、被害状況を報告する。

みであった。その後、水温の低下に伴い、中程
度を含むほとんどの白化群体が順調に回復し、

"夏の白化"

11 月末時点で高水温によ る最終的な斃死被害

図 1 に高水温に伴う大規模な白化が記録され

は 1%未満にとどまった。

た 2010 年、2016 年と 2017 年との表層水温の
比較を示す。
2017 年 は 例年 に比 べて 水温の 上昇 が早 く 7
月下旬以降 28 ℃以上の高水温が続いた。その
為、8 月上旬には既に海域内の浅場に生息する
ミドリイシ類が白化傾向にあったが、8 月中旬
以降水温が低下し、合わせて白化も回復傾向が
みられ た。 29 ℃ 以上の 表層 水温が 記録さ れた
日数は、2010 年、2016 年がそれぞれ 13 日と 14
日であったのに対し、2017 年は 9 日であった。

図 1. 錆浦における表層水温の推移：大規模な白化が

また、8 月と 9 月の旬平均水温は 2010 年、2016

記録された 2010 年、2016 年と 2017 年との比較
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今回特に被害の大きかったミドリイシ類のう
ち、当該地先の優占種であるクシハダミドリイ
シや高緯度域に多産するエンタクミドリイシは
13 ℃の 水 温で 斃死 す るこ と が知 られ て いる
（Higuchi et al. 2015）。また、当該海域におい
て近年増加傾向にあるスギノキミドリイシは南
方系種とされているこ とから、13 ℃よりも高
い水温で斃死してしまうことが予測される。
実際、1984 年の白化時には 2 月 27 日から 3
月 27 日までの平均水温が 13.8 ℃で、最低水温
は 13.1 ℃を記録しており、冬季の低水温が直
接の原因であると考えられている（本誌 Vol.13,
p. 68-69）。一方、2017 年 12 月の月平均水温は
17.9 ℃であり、平年値に比べて低い値ではある
もののサンゴにとっては十分生存可能な水温で

図 2. 2010 年、2016 年と 2017 年との白化率の比較

あった。このことから、錆浦における今回の白
"冬の白化"

化、斃死被害は低水温が直接の原因ではなく、

一 方、2017 年 は黒潮 の離 岸に 伴い 水温の 下

大潮干潮時に干出した群体、または干潮時に浅

降が大 きく 、11 月以降表層 水温は 平年値 を下

い水深にさらされた群体が、寒波によって一時

回る値で推移した（図 1）。通常、12 月の水温

的に 13 ℃以下の気温や水温にさらされたこと

は 18 ℃から 20 ℃の間で推移するが、2017 年

で凍死したものと思われる。例年であれば、夜

は 12 月中旬以降 16 ℃から 17 ℃の間で推移し、

間寒波にさらされても 20 ℃近い水温によって

月最低水温は 16.5 ℃であった。

水温変動は生存可能な範囲にとどまるはずであ

また、当該地先では例年 12 月から 1 月にか
けて大潮干潮時の潮位が低く浅場のサンゴ群体

るが、例年よりも水温が低かったことが仇とな
ったのかもしれない。

がし ばし ば干出 する こと があ るが、 2017 年 は

2017 年、夏の白化を乗り切った矢先なんと 33

黒潮の離岸に加えて、干潮時に寒波が重なった

年ぶりに冬の大白化にさらされたサンゴ群落。

ため、大規模なサンゴの白化、斃死被害が記録

今年くらいゆっくりと療養させてやりたいもの

された。

である。

串本町 に お ける 冬 季 の サン ゴ の 大規 模 な 白
化、斃死は 1980 年、1982 年、1984 年の 3 度記
録されており（本誌 Vol.13, pp. 68-69）、今回は
実に 33 年ぶりの大規模な被害となった。
本年 1 月中旬に行った目視調査の結果、2017
年の冬季に大規模なサンゴ類の斃死被害が確認
されたのは錆浦地先のみで、斃死したサンゴの
ほとんどは潮通しのよい浅場に群落を形成する
クシハダミドリイシやスギノキミドリイシであ
った。2 ｍ以浅の浅場では 80%の群体が深刻な
被害 を受け てお り 、そ のう ち 40%の 群 体が 既

図 3. 冬季の白化により死滅したサンゴ群落

に斃死していた（図 3）。
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突出する。個体はやや小さく、莢径は 0.6 ㎜で

コモンサンゴ類の同定の話（42）

ある。共骨壁は認められるが不規則・不均一に

国内産種の紹介 30

分布し、薄く 1 列の棘の列より形成される。共

モリスコモンサンゴ群の残りの種③
野村 恵一・鈴木 豪 （水産総合研究セン
ター西海区水産研究所亜熱帯研究センター）

莢輪は明瞭で、リング状をなすが個体により厚
さは一定せず、しばしば共骨面よりもわずかに
突出するが共骨壁を越えることはない。裸地帯
は明瞭に認められる。方向隔壁は片側もしくは

マルミアバタコモンサンゴ（新称）

1 対が明瞭に認められ、長さは 0.8 ～ 1.0R で、

Montipora sp. MARUMIABATA

棘の列か不完全な歯状板を形成し、莢壁輪より

図 92（A ～ F）

上に突出することは稀である。1 次隔壁は完全

形 態：群 体 型 は被 覆状 も しく は 丈の低 い 塊 状

・やや規則的で長さは 0.7R 以下で、2 次隔壁

で、長径は 1 ｍに程になる。群体表面には長径

よりも明瞭に長い。2 次隔壁は不完全・不規則

0.5 ～ 1 ㎝の低く丸みのある瘤状突起が分布し、

で長さは 0.2R 以下で、痕跡的なものが多い。

微小突起ならびに粒状突起を欠く。個体は比較

軸柱栓はほとんど形成されず、莢内は深く空い

的均一に密生し、個体間隔は個体 1 個以内であ

て見える。共骨の肌理はやや荒く、棘は針状か

る。個体は基本的に共骨中に埋没するが、しば

細い薄片状をなし、先端は単純な針状か粗く刻

しば莢壁輪の伸長に伴い共骨面よりもわずかに

まれる。
生時の色彩：共肉とポリプは褐色をなし、触手
の先端は明色に染め分けられる。
産地：八重山諸島石西礁湖ならびに西表島崎山
湾。
近縁種との区別：微小突起を欠くこと、塊状も
しくは被覆状群体をなすこと、微妙な共骨壁と
裸地帯を持つ特徴はアバタコモンサンゴやオオ
コブアバタコモンサンゴと共有する。これらの
うち、アバタコモンサンゴは群体表面に粒状突
起が分布すること、オオコブアバタコモンサン
ゴは瘤状突起がより大型で隔壁の一部が歯状板
を形成し明瞭に突出することでそれぞれ本種と
区別される。
新称和名：アバタコモンサンゴに似るが、本種
の瘤状突起はそれよりも低く丸みがあることに
因む。和名基準 標本は SMP2161（西表島崎山
湾産）。
備考：最近行った遺伝 子系 統解析の 結果によ
り、これまでアバタコモンサンゴ Montipora sp.

図 92. マルミアバタコモンサンゴ
Montipora sp. MARUMIABATA
A, SMP2157（八重山諸島西表島崎山湾産）, 生時群体; B,
同骨格標本; C, SMP2161（西表島崎山湾産）, 生時群体;
D-F, 同骨格標本. スケールは 1 ㎜.

ABATA とみなしてきた標本群に複数の隠蔽種
が存在する可能性が示唆された。本種もその 1
つであり、アバタコモンサンゴとは形態的にも
十分な相違点が確認できたので別種として扱っ
た。未記載種と思われる。
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オガサワラアバタコモンサンゴ(新称）

ンサンゴほどは顕著ではなく、隔壁はアバタコ

Montipora sp. OGAABATA

モンサンゴよりもやや短いもののホンアバタコ

図 93（A ～ F）

モンサンゴよりは明瞭に長い。そのため、形態

Montipora turgescens; 野村, 2017: 117, 図 1-11.

では本種を識別するのがやや難しいが、本種は

形態：群体は被覆状に近い塊状で、群体周縁全

群体周縁に板状部を持つことでこれら 2 種と区

体もしくは一部は板状に短く張り出す。群体は

別される。

最大で長径 50 ㎝程になる。群体上面には大小

新称和名：アバタコモンサンゴに形態が良く似

不規則な瘤状突起が不均一に分布する。個体は

ることと、
小笠原諸島が初産地である事に因む。

微小突起（細粒状突起）もしくはそれが成長し

和名基準標本は SMP3463（小笠原父島産）。

た粒状突起や共骨壁に囲まれ、基本的に共骨面

備考：既報（野村, 2017：平成 28 年度小笠原諸

より突出しないが、莢壁輪や隔壁の伸長に伴い

島海域生態調査報告書）では本種をホンアバタ

わずかに突出する場合がある。共骨壁は不規則

コモンサンゴとして記載した。しかしながら、

・不均一に分布し、発達度合いは弱く薄くて低

遺伝子系統はホンアバタコモンサンゴと同じク

いが、部分的に厚さ 1 ㎜程にやや厚く肥厚する

レードに位置するものの、上述したように形態

場合がある。個体は群体周縁部ではやや疎らに

的識別点が確認されたため、本種を別種として

分布し、それ以外では密生し、個体間隔は個体 2

扱った。未記載種と思われる。

個分以内である。莢径は 0.7 ～ 0.8 ㎜である。
共莢輪は明瞭な指輪状をなし、共骨面よりも幾
分盛り上がる場合があり、上縁の棘は弱い。裸
地帯は明瞭に認められる。方向隔壁は片側のみ
顕著か 1 対が認められ、長さは 0.5 ～ 1.0R で、
歯状板もしくは不完全な歯状板を形成し、他の
隔壁より肥厚して上方に伸長する場合がある。1
次隔壁はやや不完全・不規則で長さは 0.5R 以
下で、2 次隔壁よりも明瞭に長いか亜等長であ
る 。2 次 隔 壁も や や 不 完 全・ 不 規 則 で 長 さ は
0.3R 以下 であ る。 軸柱 栓 は発 達し ない か、 弱
く発達する。共骨の肌理はやや緻密で、棘は針
状か細い薄片状をなし、先端の形状は単純な針
状か細かく刻まれる。群体板状部下面はエピテ
カが末縁 1 ㎝程までを被い、エピテカに被われ
ない末縁部の表面は滑らかで莢径 0.5 ㎜以下の
小さな個体が極めて疎らに分布する。
生時の色彩：共肉・ポリプ共に灰褐色か淡緑褐
色をなし、群体周縁の共肉は紫色を帯びる場合
がある。
産地：小笠原諸島の父島ならびに媒島。
近縁種との区別：本種はアバタコモンサンゴと
ホンアバタコモンサンゴの中間的な形態形質を
有する。すなわち、本種の共骨壁はアバタコモ
ンサンゴよりは発達するもののホンアバタコモ

図 93. オガサワラアバタコモンサンゴ
Montipora sp. OGAABATA
A･B, SMP3318（小笠原諸島媒島産）, 生時群体; C, 同骨
格標本; D, SMP3463（小笠原諸島父島産）, 生時群体; E･F,
同骨格標本. スケールは 1 ㎜.
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平年比は+383.9mm であった。10 月下旬に紀伊

錆浦定置観測結果
中村 公一

串本 海中 公園セ ンター では 設立翌 年の 1971

半島に接近した台風 21 号、22 号の影響により、
10 月の降水量は過去最高の 949.2mm を記録し
た。その他については 2 月、6 月、8 月におい

年以来 47 年にわたって（通年データは 46 年）、

て平年値を上回る結果となった。

地先（錆浦）沖に設置された海中展望塔におい

《水中透視度》

て毎朝 9 時に気象観測が行なわれている。本文

年平均値は 14.3m で、日最低値は 0m（10 月 23

では、その中から 5 項目に関する 2017 年の観

日）、日最高値は 28m（1 月 25 日、26 日、11

測結果を報告する。なお、本文中の平年値とは

月 28 日、12 月 21 日）で、前年比は-0.6m、平

1981 年から 2010 年までの 30 年間の平均値で

年比は-1.1m であった。降水量と同様に 10 月

あ る。ま た 、 観測 方 法 の 詳細 に つ いて は 本 紙

下旬の台風によって透視度は著しく下がり、10

Vol. 22, pp. 16-17 を 参照されたい。

月の平均値としては過去 5 番目に低い値を記録

《気

した。

温》

年平均値は 18.6 ℃で、日最低値は 4.3 ℃（1

《まとめ》

月 24 日）、日最高値は 31.2 ℃（8 月 26 日）で、

過去最大規模と言われるエルニーニョ現象の

前年比-0.8 ℃、平年比+0.9 ℃であった。各月の

影響を受け、串本において 8 月の月間平均水温

平均値を平年値と比較すると 11 月、12 月を除

が過去最高値を記録した 2016 年。地先海域で

く全ての月において平年値を上回っており、特

も過去最大級のサンゴの白化現象が引き起こさ

に 5 月と 7 月は 2 ℃以上高かった。一方、12

れた。2017 年の水温も平年値と比べると 8 月

月においては平年値を 2 ℃下回っていた。前年

頃までは比較的高く推移しており、前年並みの

値と比べると 5 月、7 月、8 月以外の月は全て

大規模なサンゴの白化が危惧されたが、蓋を開

下回っている。

けてみるとサンゴの白化は起こったものの

《表面水温》

2016 年ほど酷くはなかった。

年平均値は 21.5 ℃で、日最低値は 15.0 ℃（2

一方、9 月に入ると黒潮が大きく蛇行しはじ

月 12 日）、日最高値は 29.3 ℃（8 月 1 日）で、

め、紀伊半島沖において離岸した影響か水温が

前年比は-1.0 ℃、平年比は+0.1 ℃であった。本

徐々に下がり始めた。近年は 12 月の中旬にな

年は夏季の水温が高く、7 月においては平年比

って 20 ℃を下回る傾向にあったが、2017 年は

+1.4 ℃、前年値と比べても+0.3 ℃高かった。ま

12 月に入ると すぐに 20 ℃を下回っ てしまっ

た、8 月の平均値は過去 4 番目の値であった。

た。実は、2013 年も今回 と似たような水 温の

しかし、10 月以降は平年値を下回り、12 月は

推移を見せており、この時の原因も黒潮の蛇行

前年比-2.5 ℃となった。

だとされている。その結果、翌 2014 年は 2 月

《塩分濃度》

に水温が 14.2 ℃まで低下しており、地先の所

年平均値は 35.0 ‰で、日最低値は 30.4 ‰（6

々で斃死した熱帯性魚類が沈んでいたのを記憶

月 26 日）、日最高値は 36.2 ‰（2 月 28 日）で、

している。また、合わせて 12 月に入ると気象

前年比+0.1 ‰、平年比± 0.0 ‰であった。平年

庁よりラニーニャ現象の発生が発表され、今季

値と比べると台風が頻発した 10 月は-1.0 ‰、11

は黒潮の大蛇行とラニーニャ現象のダブルパン

月も-0.5 ‰となったが、それ以外の月では± 0.2

チに耐えなければいけない厳しい冬となる。

‰の範囲内で推移した。

2018 年に入っても寒さは増すばかりで、1 月

《降水量》

12 日にはすでに最低水温 14.3 ℃を記録してお

年 間 降 水 量 は 2669.1mm で 、 日 最 多 値 は

り、今後どこまで水温が下がるか心配される。

289.3mm（ 10 月 23 日）で、前年比は-146.6mm、
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