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はじめに

•	 はじめに

•	 このマニュアルの使い方

•	 プロジェクトAWAREについて

「われわれ人類の故郷である地球が海洋だということは明らかなのに、

それをアース（陸地）と呼ぶとは何と奇妙なことか」

– アーサー・C・クラーク

水は命です。私たちの誰もが、そしてあらゆる生物が、水

源としてばかりか、食料、輸送、電力、健康、娯楽においても、地球上

の大洋や海、大小河川、湖沼に依存しています。私たち人間と水との関

わりは多方面にわたっています。水中や水辺に棲む生物に美しさや驚異

を見出すこともあれば、しばしば水面を見ているだけで心が落ち着くこ

ともあります。一方、人類の幸福と利益のために、水資源の管理や利用

にも努めています。人間と水との関係は、現在も、そして将来にわたっ

ても、重要で否定できないのです。

「これまで多くのものをもたらしてくれた水中世界を、私たちの子供た

ちや、そのまた子供たち、そして未来の世代もが楽しむことができると

思いたい。人類が直面している重要な問題は多いが、これこそ私たちが

取り組むべき問題だ。ダイバーが水中世界の保護に積極的に取り組まな

ければ、誰が取り組むというのだろうか」

– ジョン・J・クローニン（PADI 最高経営責任者）

Photo courtesy of NOAA/Department of Commerce

はじめに
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このマニュアルは、プロジェクトAWAREスペシャルティ・コースと

AWAREサンゴ礁の保護スペシャルティ・コースの生徒用マニュアルで

す。水中環境の理解や保護に興味を持つ方に役立つ貴重な情報源にもな

っています。各章の内容は、以下の通りです。

・ どのように水中世界全体が、ひとつの生態系として成り立ってい

るか（第2章）。

・ 温帯海域と両極地域の重要性と、両海域への脅威（第3章）。

・ 

・ 海洋の最も美しい自然環境のひとつである、サンゴ礁への脅威（

第4章）。

・ 漁業関連や沿岸水域、湿原の減少・汚染など、水中生態系を危機

に曝す関連問題（第5章）。

・ 環境上、世界で最も危機に瀕している地域（第6章）。

・ どうすれば世界的な水中生態系の保護に貢献できるか（第7章）。

Photo courtesy of NOAA/Department of Commerce
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このマニュアルを最大限に活用するためには、まず集中で

きる快適な場所を見つけてください。次に、見出しや写真、イラスト、

またそれらに関する説明に注意しながら、さっと目を通してください。

大まかな内容を知ることができます。各章を読み始める前に、学習目標

を見てください。マニュアルの中に学習目標の答えを見つけたら、該当

する部分にマーカーペンで色をつけたり、アンダーラインを引いたりす

れば、学習効果は上がりますし、後で思い出すのにも役立ちます。

各章の終わりに、自分の理解度を確かめる練習問題があります。答

えを間違えたら、章のその部分を理解できるまで読み直してください。

マニュアルの終わりには各章からの問題を含んだナレッジ・リビューが

あります。答えを出すのに必要な部分を読み返して、ナレッジ・リビュ

ーを完成させてください。プロジェクトAWAREスペシャルティ・コー

ス受講の皆さんは、インストラクターが一緒にナレッジ・リビューを行

ない、わからない点にお答えします。

プロジェクトAWAREスペシャルティ・コース

1998年、プロジェクトAWAREは、プロジェクトAWAREスペシャル

ティ・コースを導入し、教育的使命を拡張しました。このコースは、ダ

イビングをする・しないを問わずすべての人に、世界の水中生態系の苦

境をきちんと、しかし楽しく紹介するものです。海洋や淡水の環境につ

いてより多くのことを知りたい人や責任を果たしたいと思うあらゆる人

に対して、担当のPADIプロフェッショナルがこのプログラムを提供しま

す。水中世界を観賞するには、ダイビングとスノーケリングが最適な方

法ですが、プロジェクトAWAREスペシャルティ・コースへ参加するた

めには、ダイバーである必要はありません。水に覆われた地球の70%に

ついて、もっと知りたいという人であれば、誰でも参加できるのです。

このマニュアルの使い方

PADI(The Professional Association 

of Diving Instructors)は、世界最

大のレクリエーション・ダイバー・

トレーニング団体です。PADIのメン

バーはダイビング企業やリゾート施

設、学術団体、インストラクター・

トレーナー、ダイビング教育者、

ダイバー、スノーケラー、その

他のウォータースポーツ・

ファンなどで構成されて

います。プロフェッショ

ナルPADIメンバー（ダイ

ブセンター、リゾート、

教育施設、インストラクター、アシスタント・

インストラクター、ダイブマスター）は、世界

のレクリエーション・ダイバーの大多数を指

導しており、毎年100万近い認定証を発行して

います。PADIのプロフェッショナルは、大勢の人

が水中のアドベンチャーを楽しめるようにする一

方で、ダイブ・トレーニング、安全性、顧客サ

ービスに対し、業界で最高の水準を保っていま

す。PADIは、水中環境保護を目的とする非営

利団体、プロジェクトAWARE財団を設立した

最初のダイビング指導団体です。

PADI–The Professional Association of Diving 
Instructors “The Way the World Learns to DiveTM”
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水中環境が健全な状態であるかを、ダイビング業界ほど独

自の意見を持って、心配している業界は他にはありません。海洋・淡

水生態系の双方が直面している問題への意識の高まりに応じ、PADIは

1989年、環境倫理キャンペーンとしてプロジェクトAWARE（Aquatic 

World Awareness, Responsibility and Education＝水中世界への自

覚、責任、教育）を開始しました。1992年、プロジェクトAWAREは、

非営利団体として登録されました。

プロジェクトAWAREは、世界中の10万以上のPADIプロフェッシ

ョナル・ネットワークを通じて、毎年およそ100万人に水中教育プログラ

ムや責任あるダイビング習慣、保護活動を伝えています。

プロジェクトAWAREの目的と使命

プロジェクトAWAREは、教育、支持、行動を通して水中環境の保護活

動を行なっています。

 

 

 

 

プロジェクトAWAREは、ダイバー

やウォータースポーツ・ファンと連

携し、世界中の水中環境を保護して

います。財団は世界の環境問題解決

のための環境プロジェクト、活動、

キャンペーンに参加するようダイバ

ーに促します。水中環境への広範囲

にわたる関わりの強化、補強のため、プロジェクトAWAREは同じ考え

を持つ市民組織や公的機関と力を合わせ、共通の目標の強化、提携関係

の構築を行なってきました。

財団はまた、寄付プログラムを通して、毎年30万アメリカドル以

上の資金を提供し、保護プロジェクトを支援しています。個人や組織か

らは、地域のダイビング・スポットのクリーンナップから長期間の研究

プロジェクトに至るまで、その活動に対する助成金の申請があります。

プロジェクトAWARE財団について
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この10年間、プロジェクトAWARE財団は、数多くの環境活動の成

功に貢献してきました。いくつかの目立った貢献例は以下の通りです。

・	インターナショナル・クリーンナップ・デー：毎年9月、数万人

のダイバーとノンダイバーの人々が、世界的な活動の一環とし

て、地元海岸の水面と水中のクリーンナップを行なっています。

クリーンナップの主催者は、回収したゴミの量と種類を記録しま

す。このデータはプロジェクトAWAREのパートナーであるオー

シャン・コンサーバンシー（The Ocean Conservancy）によっ

てまとめられ、各地域の改善や悪化をモニタリングするのに用い

ます。

・	ダイブ・フォー・アース・デー：4月22日のアース・デーには、

世界中のプロジェクトAWARE支援者が、特別な環境プロジェク

ト・イベントを実施します。例えば、水中クリーンナップ、係留

ブイの設置、サンゴ礁調査プロジェクト、魚生息数調査などがあ

り、ダイバーの知的水準を高め、水中環境との積極的な関わりを

促します。

・	人工漁礁とレック：90年代初頭以来、同財団は、船数隻をカナダ

沖やメキシコ沖、米国沖、北米五大湖の人工漁礁に変える手伝い

をしました。主催者は、船を沈める前に徹底的に掃除し、海洋生

物の棲みかとなるよう、またダイバーの安全性を高めるよう、た

くさんの通路を作ります。こうした人工漁礁は、減っている天然

漁礁の緩和策として役立ちます。

・	係留ブイ・プログラム：同財団の援助により、世界の人気ダイ

ビング・ポイントには現在数百の係留ブイが浮いており、ダイビ

ング・ボートがアンカーを下ろす必要性はほとんどなくなりまし

た。地域によってアンカーによるサンゴ礁へのダメージがなくな

ったり、大幅に減少しました。関心を持たれたダイブ・オペレー

ターは、同財団プログラムを通じて、地元のダイビング・ポイン

トにブイを設置するための完全な指導、相談、資金援助を受けら

れるでしょう。

アンカーによるダメー

ジを防ぐため、サンゴ

礁に係留ブイを設置す

るダイバー

ゴミの一覧表を作成し

ているインターナショ

ナル・クリーンナッ

プ・デーの参加者

水中モニタリングプロ

ジェクトに参加してい

るダイバー

© Reef Relief
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地球の水中環境

水中世界 —
巨大なひとつの生態系

•	 地球の水中環境

•	 淡水生態系

•	 海洋と海

•	 海の生産性

•	 沿岸水域

学習目標

マニュアルを読んで、本文の中で以下の質問の答えに

該当する部分にマーカーペンで色をつけたり、アンダ

ーラインを引いておいてください。

1. 地球上のすべての水は、最終的にはどのようにつな

がっていますか？

2. 陸地の領域と比べた場合、水中の領域は体積・面

積・生活圏・温度の点でどう違いますか？

3. 2つの主要な淡水生態系とは何ですか？また2つの違

いは何ですか？

4. 2つの主要な海洋水域とは何ですか？また2つの違い

は何ですか？

5. 海洋の平均鉱物（塩）組成はどのくらいですか？　

またその発生源は？

6. 海の食物連鎖の基礎は何ですか？また場所によって

非常に生産性が高くなるのはなぜですか？

7. 沿岸環境と外洋環境の生産性はどう違いますか？

8. 沿岸水域と湿地帯が重要なのはなぜですか？

世界の海洋と言う時、

「oceans」と複数形を使うものの、実際

に海洋はひとつしかありません。実は

地球上のすべての水は、最終的にはつ

ながっています。陸地によって隔てら

れたり囲まれたりしていても、すべて

の淡水と海水の水はつながっているの

です。

海洋が5つの異なる名前（太平洋、大西

洋、南極海、北極海、インド洋）を持つのは、地球の地理があまり知ら

れていない時代につけられたからです。今日では、ひとつの海洋中の領

域を区別するために使われています。

淡水は、地球の水圏（水本体を含む、地球を包む含水層）のかな

りの部分を占めていると思われがちですが、実はそうではないのです。

北米五大湖、ロシア・バイカル湖、南米アマゾン川、アフリカ・ナイル

川、中国・黄河、米国ミシシッピー川が各々含む水を合わせても、イン

ド洋海盆の水量にははるかに及びません。地球上の水のわずか約3%が

淡水で、しかもその4分の3が極地の万年雪なのです。そのうえ20%は

地下水なので、世界に数多くある河川や湖沼の割合は、ほんのわずかと
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いうことになります。ところが、この小さな割合の水が、地球上の生物

にとって非常に重要なのです。

それがどこであろうと（淡水であろうと海水であろうと）水は1個

の酸素原子と結合した2個の水素原子です。絶え間ない蒸発・液化・降

水という水の循環によって、どんな水滴も海洋、海、湾、河川、湖沼を

循環します。今日、海洋にある水は、昨日は川の水だったかもしれませ

ん。それとも、どこかの冷蔵庫の角氷だったかもしれませんし、深い井

戸から汲み上げられてどこかの芝生に撒かれた水だったかもしれませ

ん。

水は循環しながらも汚染物質を運ぶため、環境にダメージを与える

恐れは拡大します。だからこそ、水質問題は特定地域ではなく、世界規

模の問題なのです。

体積・面積・生活圏

水は、地球表面積の70%以上、3億6565万6200平方キロメートル（1億

4118万平方マイル）を占めています。太平洋だけで、すべての陸地を合

わせた面積の1.25倍あります。体積では、海洋は13億5000万立方キロ

メートル（3億2400万立方マイル）の水を湛えており、地球上の全生活

（生命活動）圏の99%を占めています。

海洋は、地球表面の多くを占めるばかりか、驚くべき深さを隠し持

っています。陸地の平均海抜840メートル（2755フィート）に対し、海

洋の平均深度は約3729メートル（1万2238フィート）になります。最

深部は、太平洋のマリアナ海溝内のチャレンジャー海淵です。この海淵

は、1951年に初めてマリアナ海溝の場所を正確に示した英国船チャレ

ンジャー号にちなんで名付けられました。海淵の底は、水深1万1022メ

ートル（3万6150フィート）、すなわち11.02キロメートル（6.85マイ

ル）になります。チャレンジャー海淵に地上最高峰のエベレスト山を丸

々沈めたとしても、まだ2400メートル（8000フィート）余裕がありま

す。マリアナ海溝の底の水圧は、なんと1平方センチ当たり1200キログ

ラム（1平方インチ当たり1万6000ポンド）にもなります。

大気による輸送

直接蒸発

海水面からの蒸発

輸送

降水

地下水としての流出

川への流出

海への降水

海での
蒸発

水の循環

マリアナ海嶺

マリアナ海溝

南本州
海嶺

チャレンジャー
海淵

水深3キロメートル
（1.86マイル）

3～5キロメートル
（1.86～3.11マイル）

5～7キロメートル
（3.11～4.35マイル）

7～9キロメートル
（4.35～5.59マイル）

9キロメートル以上
（5.59マイル）

マリアナ海溝周辺の

相対深度を示す

起伏地図
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地上最高峰の山脈も、海底に連なる山脈にはかないません。例え

ば、エベレスト山の頂上は海抜8850メートル（2万9028フィート）あり

ますが、ハワイのマウナケア山と比べれば低いのです。というのは、マ

ウナケア山の頂上は、海抜では4193メートル（1万3753フィート）しか

ないのですが、海底から測ると1万173メートル（3万3367フィート）あ

るからです。

地球上で最も長い山脈も海底にあります。中央海嶺は、北極海か

ら始まり、曲がりくねって大西洋を進み、アフリカ大陸、アジア大陸、

オーストラリア大陸を迂回して太平洋を横断し、北米西海岸まで続きま

す。その全長は、南米アンデス山脈と北米ロッキー山脈、アジアのヒマ

ラヤ山脈を合わせた長さの4倍あります。

温度

もうひとつの、水中と地上の決定的な違いは、温度較差です。地上環境

は、南極で約−37℃（華氏−100°F）となる一方で、多くの地域で優に

37℃（華氏100°F）を超えるなど、較差が非常に大きいのです。

水温は、水が液体の状態を保つ温度幅が比較的狭く、しかも他の

自然物質より、多くの熱を吸収できるため、気温よりもずっと一定して

います。これらの要因により、地上環境より水中環境は、温度の安定度

が高いのです。このため、水中生態系は、日毎の温度が大きくは変動し

ないので、季節による変化は緩やかです。深海では、特にそれが言えま

す。

海面温度は、気温よりも較差はずっと小さいとはいえ、極地方の

氷点下（塩分があるため氷結しません）から、ペルシャ湾の37℃（華氏

100°F）まで、かなりの較差があります。とはいえ、海水の99%を含む

深海の平均水温は、3.5℃（華氏37°F）の低温で一定しています。

エベレスト山と比較した地球上最高峰のマウナケア山

1万173メートル
（3万336フィート）

マウナケア山 エベレスト山

8850メートル
（2万9035フィート）

隆起の縁
破砕帯もしくは海嶺
大洋隆起の頂点

大西洋の中央海嶺
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淡水生態系は、規模か

らいえば地球水中環境のほんの一部

にすぎないものの、非常に重要で多

様な領域です。淡水生態系の多様性

については、アマゾン川が最適な例

です。世界中のサンゴ礁で見られる

ほとんどすべての種類の魚と同数の

種類を見ることができ、カリブ海の

サンゴ礁の5倍の種類の魚が生息し

ているため、多くの科学者はアマゾ

ンを最も多様性のある地域と考えて

います。

淡水の移動も、重要な役目を

果たしています。継続する浸食と堆

積により、広大な土地を形成します。淡水が運ぶ堆積物は、動植物の栄

養となります。また河川を利用した輸送は、人類の歴史に大きく貢献し

てきました。

 淡水生態系を対象とする陸水学は、大きく次の2つに分けられま

す。

・ 静水：湖や池など動かない水の生息地

・ 動水：河川や小川など流水の生息地

土壌の水分が多い湿地帯や干潟、河口の中には淡水生態系に含まれるも

のもあります。

静水生態系

湖や池は、本来、静水を湛えた内陸低地に他なりません。大きさは1ヘ

クタール（2.4エーカー）以下の小さな池から、数千平方キロメートル（

マイル）にもなる巨大な内海まで様々です。深さも、1メートル（3フィ

ート）から、2000メートル（6000フィート）以上まで色々あります。

 

 

 

 

湖沼は、氷河による浸食・堆積や、小川を塞き止める岩や土石の堆積、

また土地の沈下や洪水といった地球活動によって形成されます。中に

は、地球活動以外によって形成される淡水系もあります。人は、水の貯

蔵や電力、灌漑のために意図的に河川を塞き止めます。採石場や露天鉱

には水が溜りますし、ビーバーでさえも小川を塞き止めて、浅くても、

時にはかなり広い池を作ります。

湖沼の温度の違いは、生物学的成層構造に影響を与えます。沿岸

帯域は、光が底まで通り、根づいた植物が成長する湖岸付近の区域で

す。沿岸帯域を越えると、外洋の深い水域もしくは沖帯域で、プランク

トンや魚が棲む区域です。光が届く深さを越えると、深底層です。ここ

では、水温と酸素供給量によって、生息する生物の種類が変わります。

水底は、水底層と呼ばれます。一見しただけではわかりにくいで

すが、水底では有機物の腐敗が引き起こす活発な生物の活動が展開され

ています。深水域の下の水底を支配しているのは嫌気性（無酸素）細菌

ですが、沿岸帯域の底では、有機体を分解する好気性細菌が豊富です。

淡水生態系



2-5 AWARE – Our World, Our Water

湖によっては生態系の食物連鎖が、生物の遺骸（動植物組織の微細

な残りかす）に頼っているところもありますが、多くの場合、植物性プ

ランクトン（単細胞光合成微生物）に頼っています。ほとんどの湖は、

富栄養化、すなわち下水や工業廃棄物がもたらす栄養物の急増に苦しん

でいます。多くの淡水生態系では、富栄養化が生物学上の悪影響を引き

起こしています。

海洋生態系に比べて多様性という点では劣るものの、多くの淡水

生態系は生物学的には豊かです。地球上で最古かつ最深の湖が良い例で

す。シベリアにあるバイカル湖は2500万年前に誕生した、水深1620メ

ートル（5315フィート）の湖です。バイカル湖の水量は、世界の氷結し

ていない淡水の20%以上を占めています。1500種以上の生物がバイカル

湖周辺地域に生息しています。湖に棲む最も珍しい生物は、淡水に棲む

数種のアザラシのうちの1種であるバイカルアザラシでしょう。

動水生態系

動水生態系、すなわち河川は、物理的にも生態学的にも様々な特徴を持

っています。当然ながら、川の水源付近の状態は、河口と異なっていま

す。水温や水深、川幅、流速、川底地形も、場所によって変化していま

す。

こうした物理的状態の変化は、その生態系に棲む生物に反映しま

す。動水生態系は常に動いているため、成育するには陸上の栄養源から

常に栄養物が供給されなければなりません。

多くの場合、河川は、日陰を作る森林地帯の小川から始まります。

こうした小川は、破砕したり、捕集したり、植物を食べたりする多くの

無脊椎動物が処理する生物の遺骸（死骸や残骸）に多くを依存していま

す。これらの生物は、藻類と共に、栄養物の流れ下る速度を緩める働き

をします。小川がやがて川幅を増し、日光が当たるようになると、生物

の遺骸に頼っていた生態系は、藻類や根づいた水中植物から自ら食料を

作るようになります。川幅がさらに増すと、再び生物の遺骸と溶解有機

物（水に溶け込んでいる有機物）に頼るようになります。

一般的に、下流生態系は、上流で処理しきれなかった栄養物に頼っ

ています。下流の生物は、上流の残り物で生きているのです。ところが

このために、上流生態系で流入した汚染物質が、下流の生物に濃縮蓄積

することになるのです。
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淡水における
水温の成層構造

多くの場合、湖沼は、季節的な水温の成層構造を繰り

返し作ります。まず夏に、日光によって水面が温めら

れます。水温が上がると、密度が減って、比重が下が

ります。このため、温められた水は、その下の冷たく

重い水の上に浮かぶことになります。比重が異なるの

で、2つの層はなかなか混じり合いません。層の境界

線は、水温が急激かつ急速に下がるサーモクライン現

象により特徴づけられます。

　　秋になって気温が下がると、対流・伝導・蒸発に

よって水面から大気へと熱が逃げます。このため、表

面水の水温は下がり、沈みます。しだいに、湖の水面

から水底までの水温が均一化していきます。こうなる

と、水が循環しやすくなり、湖全体に酸素と栄養物が

行き渡ります。この季節の移り変わりによっておきる

混じり合いは、オーバーターン（ひっくり返し）と呼

ばれています。

　　水独特の物理的な性質により、氷層は温度成層に

重要で意外な影響を与えます。水温が下がると共に、

水の密度は増しますが、水温が4℃（華氏39°F）よ

り下がると密度は減り始め、比重も下がります。この

ため氷結間近な、軽い水は水面に留まり、水温がさら

に下がると氷結します（この性質がなければ、氷は浮

かびません）。

　　興味深いのは、氷のすぐ下の水が、太陽放射に

よって温められることです。この水温は4℃以下のた

め、温められれば比重が増します。重くなった水は、

水底へと下がり、そこで水底の泥からの伝導によっ

て、温められた水と混じります。こうして、深い所ほ

ど水温が高い、わずかに逆転した成層構造ができると

思われます。

　　春になって氷が溶けると、表面水は再び4℃（華

氏39°F）となり、沈み始めます。この混じり合い

は、水を循環させる風にも助けられて起こり、水底の

栄養物を酸素豊富な表面水と混ぜ合わせるために、重

要な過程となります。この結果、プランクトンの成育

に理想的な環境がもたらされます。やがて季節が巡

り、再び夏の成層構造が形成され始めるのです。
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毎年、世界で最も多くの堆積物を運ぶ川は、年間16億トンの中国・

黄河で、次は13億トンのインド・ガンジス川です。

海洋底は、深海底と大陸の縁から成り立っています。

大陸の縁には、沿岸水域（海岸、沼地、河口、潟）と大陸棚、大陸

斜面があります。大陸棚は、その名が示すように大陸に接し、大陸

の周りを取り囲んでいる海底部分のことです。大陸棚は、地球総

面積の5.4%を占めます。大陸棚の水深は、20〜500メートル（60

〜1650フィート）の範囲ですが、平均は130メートル（426フィー

ト）です。浅海域と呼ばれる大陸棚は、食料の生産性の点で非常に

重要なものです。

大陸棚のなだらかで滑らかな地形は、ある地点からシェル

フ・ブレークと呼ばれる急なスロープに変わります。地球表面積の

10.8%を占める大陸斜面となるのです。大陸斜面よりも深い部分は

深海と呼ばれ、地球表面積の半分以上（54.6%）を占めるのです。

海洋は、透光層（光が届く層）と、永久暗黒もしくは無光層

という2つの層から成っています。この2層の境はあいまいなため、

透光層は、水面の光の強さの1%以上が届いている所と定められま

した。透光層は、地球上の生物にとって非常に重要な所です。しか

し、海洋に占める割合は比較的低いのです。深海の90%以上に当た

る、水深200メートル（640フィート）以上の無光層内には、全く

光は届きません。

鉱物組成

わずかな違いがあるものの、海水には地殻内で見つかるすべての元

素・化合物から成る、約3.5%の溶解無機物（塩）が含まれていま

す。仮に、海洋からすべての塩分を抽出して地上に積んだとした

ら、大地は1.5メートル（5フィート）の高さの塩で覆われるでしょ

う。金を抽出できたとしたら、地球上のすべての人が、約4キログ

ラム（9ポンド）の金を手にするでしょう。

鉱物を豊富に含む超高温の液体を噴出する海底の裂け目、す

なわち深海の熱水噴出口からも塩が供給されるとはいえ、溶解塩は

主として川から海洋に流入したものです。推計によれば、川は海に

年間160億トンの堆積物を運んでいて、その内、29億トンは溶解塩

です。

海洋と海

200メートル
（640フィート）

透光層

無光層
深海
層

水底層

深海平原 海溝

大陸棚

大陸斜面 海嶺

海山

島全体

島海

主な地形を示した海底断面図

主な層と大陸棚、大陸斜面を示した海底断面図
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水の透明度によって多少の違いはあるものの、一般的に水

深約200メートル（650フィート）を超えると暗くて光合成ができませ

ん。この限定された水域は、植物性プランクトンがよく成育する所でも

あります。植物性プランクトンは、食物連鎖上、ひとつ上位の動物性プ

ランクトン（Zooplankton：生物学では接頭辞zoo-は動物に関連してい

ることを表します）に食料を提供したり、魚類のような大きな生物の餌

となります。このため、世界の主な漁場は、植物性プランクトンの生産

性が高い場所とほぼ重なるのです。

光は生産性に不可欠な条件ですが、それだけでは足りません。栄養

物もまた絶対必要な条件です。ところが、栄養物の大部分は、無光層内

の海底付近に沈殿しているため、これらの栄養物を、光合成が行なわれ

る透光層まで運ぶ何らかの手段が必要となります。これを行なうのが海

水循環です。アップ・ウェリング（湧昇）が発生する地域では、沖へ吹

く風もしくは表層流によって送られた温かい表層水の代わりに、栄養物

が豊富な深海水が上昇して、表層に栄養物を多量に運びます。

このアップ・ウェリング（湧昇流）が、ペルー沖やカリフォルニ

ア沖、西アフリカ沖を豊かな漁場にしていて、またその他の主な漁場を

支えてきたのです。また、多くの大陸棚の浅海も、川や河口など陸上の

栄養源から栄養が流入するため、高い生産性を誇っています。極地域

は、海流と風によって海水が混合するため、かなりの生産性を持ってい

ます。

沿岸水域とアップ・ウェリングの発生する地域における漁獲高は、

世界の漁獲高の50%近くを占めます。世界の漁獲高の約98%が沖合い

1771キロメートル（984マイル）以内のもので、だからこそ多くの国が

経済水域200マイル（320キロメートル）を守っているのです。経済水

域により、これらの海域での漁獲の管理が可能になります。また、海洋

生物のおよそ90%が、沿岸水域に集中しています。

外洋の深い水域が全海洋の約90%を占めるのに、そこでの漁獲高は

1%以下です。浅い沿岸水域と比較すると、深海は、熱水噴出口付近を除

けば、生物学上の砂漠なのです。同じように、熱帯水域も栄養物とプラ

ンクトンに乏しく、このために透明度が非常に高くなっています。

海の生産性

肉食動物

分解者

栄養物プール

草食動物

食料生産者

太陽

栄養物の流れ
エネルギーの流れ

海の食物連鎖

北半球の海岸線におけるアップ・ウェリング
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親潮
アリューシャン
海流

アラスカ海流

北太平洋海流

黒潮 カリフォルニア海流

北赤道海流

赤道海流

南赤道海流

東オーストラリア海流

環南極海流

南極沿岸流

ペルー海流

季節風海流

北赤道海流

赤道反流

南赤道海流

モザンビーク
海流

環南極海流

南極沿岸流

西オーストラリア海流

南極沿岸流

環南極海流

ベンゲラ
海流

南赤道海流

フォークランド海流

ブラジル海流

北赤道
海流

カリブ海流

ガルフストリーム
カナリー海流

ギニア
海流

グリーンランド海流

北大西洋海流

海洋の水は常に動いていますが、一見

ばらばらに動いているようでいて、実

はあるパターンと方向があるのです。流

れは、環南極海流のように地球規模のも

のもあれば、フロリダ海流のように局所

的なものもあり、またどんな深さにおい

ても起こります。表層流は、海水の上部

10%で起こる海流で、主として風によっ

て起こります。

風は、地球表面が太陽によって暖め

られる際のばらつきによって生じます。

こうして発生した風が、水の動く方向を

左右するのです。コリオリ効果とあいま

って、大量の海水が、北半球では右へ、

南半球では左へというような、旋回と呼

ばれる循環パターンをたどります。主な

旋回は、北半球では北大西洋と北太平

洋、南半球では南大西洋と南太平洋、イ

ンド洋、環南極海流とで6つあります。

海水の流れは、海洋の深層にもあ

り、主にサーモハライン対流（熱塩循環）

によって起こります。このプロセスが、

ほとんどの海水の上下の移動を促してい

て、海洋全体を循環させているのです。

循環は、赤道地方が極地方より熱せられ

ることから始まります。極地方では、海

水が冷えて、密度を増し、塩分濃度が下

がります。すると海水は沈みこみ、赤道

方向へと流れます。海水が赤道に近づく

につれて、熱せられて密度が減り、表層

へと上がり始めます。表層に達すると、

再び極地方へと押し流され、そこでまた

冷やされて、同じパターンが繰り返され

るのです。

海流：海の川

栄養豊富な海底水は、アップ・ウェリングによってどのようにし

て表層に運ばれるのでしょうか？　アップ・ウェリングは基本的

なメカニズムであって、これを引き起こすのはコリオリ効果なの

です。簡単に言えば、地球の自転により、北半球では海洋の表層

流が右へそれて、南半球では左へとそれるのです。コリオリ効果

のメカニズムについてはここでは触れませんが、海洋の東側の大

陸棚付近に非常に重要な影響を与えます。北半球では、北から吹

く風によって表層水が右、すなわち西へそれます。表層水が沖へ

と移動すると、その場所に深層水が上がってきます。このプロセ

スがアップ・ウェリングと呼ばれるのです。時おり、南太平洋で

コリオリ効果が逆に働き、エルニーニョが発生することがありま

す。エルニーニョでは、表層水が沖へではなく、沿岸に向けて動

くのです。豊かな漁場がアップ・ウェリングが起こる地域に集中

しているため、エルニーニョが発生する年は、ペルーなどの漁民

にとって大打撃を受ける年となるのです。

コリオリ効果、アップ・ウェリングとエルニーニョ
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プランクトンの語源は、「放浪する」という意味のギリシ

ャ語の動詞なのです。この「放浪する」生物は、自ら泳ぐ

というよりは水に運ばれる、外洋（海中の中層に生息す

る）動物種なのです。種類によってはわずかながら泳ぐも

のもありますが、ほとんどのものはわずかな流れにさえ逆

らって泳ぐことはできません。

プランクトンは、植物性プランクトンと動物性プラン

クトンの2種に大別されます。プランクトンを実際目にした

ことはなくても、夜にスクーバ・ダイビングなどで、プラ

ンクトンが驚いた時に発する火花のような光や生物による

発光を目にされた方はいるでしょう。

ほとんどのプランクトンは、非常に小さい微生物で

す。しかし例外もあります。多くの方は、海中生物で最長

のものはというとシロナガスクジラを思い浮かばれるでし

ょうが、じつはクダクラゲというプランクトンの1種なの

です。クダクラゲは、クラゲに似た小さくてやわらかい

生物の集合体です。クダクラゲの集合体は、30メートル

（100フィート）以上の長さがあります。他にも、海中を漂

う、15メートル（50フィート）もの触手を持つカツオノエ

ボシも巨大プランクトンの1種です。

プランクトンの仲間は、海洋で最も多いのです。クラ

ゲや小エビ、カニ類、小さな虫類、微小な植物、浮遊して

いる海草も皆この仲間に入ります。生涯を通じてプランク

トンのままのものもあれば、幼生形がプランクトンで、成

熟してもっと大きくなるものもあります。ロブスターやカ

ニ、ある種の魚は、一生の内、幼時をプランクトンの形で

過ごします。

見過ごされがちですが、プランクトンは地球上で最も

重要な生物かもしれません。プランクトンは光合成によっ

て、水と二酸化炭素を有機物、すなわち食料に変えるので

す。プランクトンは海洋の食物連鎖の基礎であり、もしプ

ランクトンがいなければ、海洋の生物は生きられないでし

ょう。食料だけでなく、植物性プランクトンは地球の酸素

の大部分を形成しているのです。

植物性プランクトンの群れは、空から見ることができ

ます。ある種の植物性プランクトンが大発生すると、海水

の色が変わるのです。赤錆色のプランクトン大発生は赤潮

と呼ばれます。赤潮は、強い太陽光線と、海に流れ込んだ

リンや硝酸塩など栄養物の濃縮によって発生するケースが

多いのです。赤潮は、主として単細胞藻類の渦鞭毛虫が集

まったものです。渦鞭毛虫は、他の海洋生物に有害な神経

毒を作りだします。また、透明度を下げるなど、海中環境

に害を与えることで知られています。

海の気まぐれな放浪者：プランクトン
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海は海洋生物だけの宝庫ではありません。海洋は鉱物の宝庫でも

あります。塩水は、ホウ素や臭素、カルシウム、マグネシウム、カリウ

ム、ナトリウム、硫黄、ウランを含んでいます。大陸棚や大陸斜面の堆

積物からは、砂や砂利、燐灰岩、石灰、珪石が採れます。また、この堆

積物には、磁鉄鉱やルータイト、ジルコン、錫石、クロム酸塩、モナザ

イト、金などの重鉱物が含まれています。大陸棚と大陸斜面の泥は、銅

や鉛、銀、亜鉛、原油、ガス、硫黄が豊富です。

深海も、原料の潜在的な宝庫です。様々な化学反応を経て、深海底

にはマンガン団塊が眠っています。ところがこのマンガン団塊はマンガ

ン以外の銅やニッケル、コバルトも含んでいます。残念ながら現段階で

は、解決すべき実際的な問題や法律上の問題が山積されているため、深

海鉱床の採掘は困難となっています。

沿岸水域 アップ・ウェリングの発生する地域

世界の最も豊かな漁場
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沿岸水域は、大陸および島の周りの「陸、海とそれらの上

の空中の境界領域」と定義され、潮の影響が及ぶ内陸部から大陸棚の

外縁までを言います。沿岸水域に主として影響を与えるのが、沿岸に

水を供給する流域だということは注意すべき重要な点で、その流域は

数百〜数千キロメートル内陸にまで及んでいます。流域内の各地域は相

互に関係し合い、依存し合っていて、多くの生態系ばかりか法的な管理

の問題をも含んでいます。こういった理由から、なぜ沿岸水域の管理が

複雑であるのかがよくわかります。こうした煩雑さを解決するため、統

合沿岸水域管理という概念が生まれました。実際の統合沿岸水域管理を

示す良い例が、東アジア海域海洋環境管理協力計画（PEMSEA）です。

国際協力プロジェクトのPEMSEAは、東アジア地域からの参加11ヵ国

が長期的に自国および地域の海洋汚染を防止・管理するのを支援してい

ます。このプログラムは、全関係各所に、陸上および海洋の汚染源から

の廃棄物除去を求めます。数多くの統合沿岸管理手法を活用し、これま

でに中国とフィリピンで管理プログラムが実施されました。PEMSEA組

織と、PEMSEAの開発したプログラムの成功は、統合沿岸水域管理が沿

岸・海洋資源の管理に有効であることを示しました。PEMSEAの次段階

は、活動を全東アジアに広げることです。

陸と海の境界領域はすばらしい場所です。最も美しく印象的な場

所であると同時に、最も複雑な場所のひとつでもあるのです。この水域

に影響を与える要因は多く、またここならではの特徴と重要性を備えて

いることから、沿岸水域管理は今や世界中で当たり前の事となっていま

す。

沿岸水域は、最も生産性の高い水域で、日常食にも多く使われる

数多くの動植物種を育むため、人間にとって重要な場所です。また、漁

業などの採集産業も経済的利益をもたらします。沿岸に住む人々にとっ

て、沿岸水域は、台風や寄せ波など、命や暮らしを脅かす自然の脅威を

和らげる働きをします。愛好者にとって、沿岸水域は、様々な遊びを楽

しめる広大な遊園地でもあります。

ところが、このように美しく重要な沿岸水域が、人為的活動と自

然作用の両面で、危機に直面しているのです。自然作用は沿岸につきも

ので、特に風や波、嵐、大波などがあります。自然作用により、沿岸水

域は常に形を変えています。とはいえ、沿岸水域管理が必要となったの

は、人為的活動のためなのです。沿岸水域が持つ美しさも、問題を引き

起こします。米国内だけで、沿岸水域が占める土地面積はわずか10%な

のに、全国民の約半数が住んでいるのです。このように多くの住民を支

えるのに必要なインフラが、自然環境に多大な脅威を与えています。都

市部からの人口流入が、沿岸水域管理者にとって最重要問題のひとつ

で、人口の増加は状況を悪化させるだけです。また、開発のための必要

上、防波堤や突堤、防砂堤を作り、自然の地形を変えてしまうこともよ

く見られます。

沿岸水域
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前記の自然作用が人為的および社会的活動とぶつかり合う時、沿

岸水域の管理が必要となるのです。沿岸水域の人口が増加する一方で、

利用可能な資源ベースと自然作用は変わらないままです。ところが、沿

岸水域の性質上、政府による管理は難しいのです。管轄が重なったり、

もめたりすることが多いからです。また、沿岸水域はしばしば、かなり

内陸部の上流流域での活動から影響を受けます。今後、管理上問題とな

る点は、影響を受ける水域が広大なこと、管轄権が重複すること、漁民

や実業家、不動産開発業者、住民といった関係各所の権利と利益の問題

です。しかし、安定した沿岸水域管理を目指し、管理側と関係者が協力

すれば、この重要な陸と海の境界領域の恩恵を今後も受けられるでしょ

う。
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沿岸湿地帯

マングローブの森や塩湿地、河口など沿岸生態系のいくつかは、生物の

生息地や食料源となっているので、特に食料の生産性において、大変重

要な意味を持ちます。魚が産卵し稚魚が育つのはこうした所なので、世

界の漁業の3分の2が、これら沿岸生態系の豊かさに依存しているので

す。

マングローブの森は、熱帯および亜熱帯沿岸水域の水際に広がって

おり、生物の生息地の基盤となっています。温帯では、塩湿地がこうし

た場所を占めています。マングローブの森と塩湿地の両方とも、「低エ

ネルギー域」とも呼ばれる潮の干満のある川岸や、沿岸洲の後方、広い

潟の岸といった比較的波が届かない場所にできます。

塩湿地とマングローブの森の生産性を支えているのは、バクテリ

アと菌類による植物の微生物分解です。この腐敗する有機物、生物の遺

骸は、複雑な食物連鎖の基礎を成しています。マングローブの入り組ん

だ根は、多くの幼魚だけでなく、イガイ類や海綿動物、尾索類、ヒドロ

虫、カキなど、多くの無脊椎動物の生息地ともなっています。

湿地帯は、1ヘクタール（エーカー）当たり有機物を年間3.6トン産

出し、特に高い生産性を誇っています。例えば、小麦畑は、1ヘクター

ル（エーカー）当たり有機物を年間約0.36トンしか産出しませんし、外

洋の深い水域は小麦畑の半分以下です。

もうひとつの湿地帯の機能は、「ゴミ処理施設」としての役割で

す。湿地帯は、微生物腐敗によって多くの汚染物質を除去しますし、ま

た特に熱帯では海洋生態系を害する陸からの栄養物を処理します。

河口は湿地帯と同じく、一般的に栄養物に富んでいます。河口は、

河川からの淡水が海洋に流入し塩水と混じり合う、部分的に包囲された

水場です。河口から流れ込む栄養物が、多量の植物性プランクトンを養

い、次にこの植物プランクトンが魚や貝類など、より多様な海洋生物を

養います。こうして、商業的価値を持つ魚の50%以上が、一生の内、少

なくとも一時期を河口で過ごすのです。河口は、地球上で生物学的に最

も生産性が高い海洋域のひとつとなっています。

Photo courtesy of NOAA/Department of Commerce
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また、カキやハマグリ、イタヤガイなど商業的価値の高い他の多く

の生物も、河口で一生を過ごします。さらには、サケやシマスズキ、あ

る種のウナギなどが移動中に立ち寄る重要な場所ともなっています。魚

によっては河口で繁殖するものもあれば、産卵後の養育場所にするもの

もあります。例えば、タラやニシン、シタガレイは沖の水域で放卵しま

すが、幼魚は河口まで移動し、十分大きくなってから沖の水域へと戻る

のです。

淡水湿地帯

淡水湿地帯は、湖や小川に非常に近い存在です。基本的な違いは、湿地

帯では、水が土地の高さと同じか上にまで達していて、水生植物に覆わ

れていることです。草が多い湿地帯がマーシュ（湿地）、木が多い湿地

帯がスワンプ（沼地）と呼ばれています。

主として堆積した泥炭（未分解もしくはわずかに分解した物質）か

ら成っている湿地は、マイアー（泥湿地）と呼ばれています。マイアー

の内、地中を通った水が浸み出し、スゲを多く生やすところはフェン（

沼沢地）と呼ばれます。

ミズゴケが多く、水分と栄養を降雨に頼っている湿地帯はボッグ（

泥炭地）と言い、排水が阻まれて泥炭が堆積し、生産性が低くなってい

ることがボッグの特徴です。

マーシュの生態系の働きはボッグと全く異なります。マーシュの植

物は栄養分の流れを断ち切るのではなく、土壌から栄養分を引き出して

生態系が利用できるようにするというように、栄養の「ポンプ」の働き

をします。
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1. 正誤問題。地球には地理的に分かれた5つの海洋があります。

2. 地球面積の ______ 以上が水に覆われていて、陸は利用可能な生活圏全体

の ______ 以上を占めます。

 a. 50% ／ 1%

 b. 70% ／ 1%

 c. 85% ／ 50%

 d. 85% ／ 50%

3. 正誤問題。深海の平均水温は3.5℃（華氏37°F）です。

4. 湖と池は、 _______ 生態系と分類され、河川は _______ 生態系と呼ば

れます。

 a. 透光／無光

 b. 静水／動水

 c. 水中／海洋

5. 光が届かない深海の層は、 _______ と呼ばれます。

 a. 透光層

 b. 大陸棚

 c. 無光層

 d. 深淵 

 

6. 正誤問題。海水は、約10%の塩分を含んでいます。

7. 海洋の食物連鎖の基礎となる、光合成を行なう単細胞の微生物は、 
_______ と呼ばれます。

 a. 植物性プランクトン

 b. 動物性プランクトン

 c. 動物相

 d. 植物相

8. 正誤問題。浅海の沿岸水域の生産性と比べれば、深海は生物学的砂漠です。

9. 沿岸湿地帯と河口が非常に重要なのは、次のうちどの理由によりますか？（

あてはまるものはすべてチェックしてください）

a. 多量の植物性プランクトンを養う栄養物を供給するから。

b. 商業的価値を持つ魚の50%以上が、一生の内、少なくとも一時期をそこで過

ごすから。

c. カキやハマグリ、イタヤガイなどの商業的価値の高い多くの生物が、河口で

一生を過ごすから。

いかがでしたか？正解は： 

1. 誤　2. b　3. 正　4. b　5. c　6. 誤（約3.5%の塩分を含みます） 

7. a　8. 正　9. a, b, c

練習問題
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第3章
温帯水域と極地域 —
海洋の基礎
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学習目標

マニュアルを読んで、本文の中で以下の質問の答

えに該当する部分にマーカーペンで色をつけた

り、アンダーラインを引いておいてください

1. 一次生産性とは何ですか？また海洋の生産性の

源は何ですか？

2. 温帯水域で、春と秋に生産性のピークがあるの

はなぜですか？

3. 潮間生物が直面している深刻な危機とは何です

か？

4. 潮間群生地の帯状分布とは何ですか？

5. 岩場の潮間生息地の帯状分布に影響を与える3

つの要因とは何ですか？

6. ケルプが重要な生息地となっているのはなぜで

すか？

7. 中枢種とは何ですか？

8. 南極海の生産性が高いのはなぜですか？

9. 北極に南極よりも大きな動物がいるのはなぜで

すか？

温帯水域は、緯度23.5度から66.5度の間に、極地域は66.5度以上に位置

しています。もちろん海洋には境などはありませんし、常に循環してい

るので、水温で温帯水域と極地域を定義するほうがよいでしょう。

極地域が10℃（50°F）を超えることはめったになく、最低で

−2℃（28°F）まで下がります。一方、温帯の表層水の平均水温は約

10℃（50°F）です。この水域は、食物連鎖の基礎となっているため、

海洋生産性にとって特に重要です。

温帯水域と極地域 —  
海洋の基礎

•	 海洋生産性

•	 潮間帯の生物

•	 ケルプの森

•	 極地域

寒帯 寒帯

寒帯 寒帯寒帯

モンスーン

亜寒帯 亜寒帯

亜寒帯

亜寒帯

温帯 温帯

温帯

亜熱帯

亜熱帯

亜熱帯

熱帯 熱帯

亜温帯

熱帯

温帯

亜熱帯

温帯

世界の気候帯
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一次生産性とは、太陽の光を利用して化学エネルギー、す

なわち植物性食物を作り出すことを言います。このプロセスを光合成と

言います。ほとんどの食物網はこの一次生産性が支えています。海洋の

生産性の源は、植物性プランクトンです。陸上では多様な生産性があり

ますが、海洋ではこの一次生産性に限られています。

温帯海域

温帯海域では、海に注がれる太陽光の量が季節によって変化するので、

透光層内では水温が変動します。淡水生態系と同じように、この水温変

化が、温度の成層構造を変えるのです。夏の間は、海水に注がれる光量

が多く、表層が温められます。この温かい、密度の低い水が、冷たく密

度の高い深層の上を覆います。この温かい水と冷たい水の密度の違いに

よって、ダイバーが体験するサーモクラインのような温度の成層構造が

生じるのです。

この成層構造は、2つの層の間に壁を作り出し、混じり合いを妨げ

ます。この壁のため、一次生産に必要な酸素などの無機栄養物は透光層

に届かず、温かい表層の生産性は低いのです。

ところが秋になり、太陽エネルギーが弱まって日照時間も減ると、

温度の成層構造は弱まります。やがて表層と深層の水温や密度の違いが

なくなると、風による海水の攪拌に伴って混合が起こります。成層構造

が消えると共に、暴風雨の多い冬が到来し、混合はいっそう進みます。

そして春が近づき、太陽エネルギーが強まると表層水温は再び上昇し、

夏には温度の成層構造が再び現れるのです。

温帯海域では、生産性は季節と共に変わります。通常の場合、春に

生産性の大きなピークがあり、秋に小さなピークがあります。夏は温度

の成層構造により、冬は太陽エネルギーの減少により、共に生産性は低

くなります。このため、極地域の赤道寄りにあたる高緯度海域で最も生

産性が高くなります。

海洋生産性

太陽
エネルギー

植物

酸素

動物・
バクテリア化学エネルギー

水

二酸化炭素

廃熱・
力学的エネルギー・
熱エネルギー

典型的な生態系の栄養物・エネルギーの流れ

サーモクライン
サーモクライン

温度成層
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沿岸水域の生産性

沿岸水域の生産性は地域毎の要因が大きいため、このように簡単には説

明がつきません。生産性は、栄養物に富んだ深層水を表層に運ぶアッ

プ・ウェリング（湧昇流）と、湾や河川からの栄養物の流入に左右され

ます。また、大陸棚（浅海域）の海は、通常、透光層なので光合成が行

なわれます。そして、浅い沿岸水域では成層構造も強くないので、他の

海域のように栄養物が深層に閉じ込められることもありません。

このため、沿岸水域の生産性は夏の間も高く、海洋水域を大きく上

回ります。また、底生植物や、海草群、塩湿地、マングローブの森など

他の沿岸生態系が、沿岸の一次生産性をさらに高めているのです。
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潮間帯の生物

どの沿岸水域にも、潮差によって生じる潮間帯がありま

す。潮間帯は、生物が1日の間に湿った環境と乾いた環境の両方に耐えな

ければならないため、地上で最も厳しい環境のひとつです。温帯では、

多くの沿岸で大きな潮差（最大でカナダのファンディ湾の12メートル

（40フィート））となっていて、潮間帯にある群生地は、重要な生息地

となっています。

潮間帯の動植物は、干潮時の乾燥状態でも生き残れるように様々

な適応をしています。例えば、カサガイのように岩にしっかりとしがみ

つくものや、巻き貝のようにぴったりと蓋を閉める貝類、熱や風を避け

るため潮溜りや岩の裂け目、穴の中に避難するものなどです。潮が再び

満ちると、これらの生物は、湿った状態への移り変わりや、打ち寄せる

波に耐えて生き延びなければなりません。自分を守るため、海藻類（海

草）には、岩にしがみつくための付着根と呼ばれる強い組織がありま

す。中にはイガイ類のように足糸と呼ばれる特殊構造で守るものもあれ

ば、カキやフジツボのように、自らが作る接着液で直接岩に接合するも

のもあります。

潮間帯の生物は、干潮の時も捕食者と戦わなければなりません。水

が引いて外に曝されると、潮間帯は海鳥や哺乳動物にとって格好の餌場

となります。
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潮間帯の生物は、環境の大きな変化に対応する能力を

持っていますが、ではこうした変化はどのようにして

起こるのでしょうか？　潮の干満（潮汐）とは、月

や太陽などの天体の引力により、海面が規則的に短い

周期で昇降することを言います。太陽よりも月が近い

ため、特に月の運動が潮の干満に大きく影響していま

す。月の表面に近い場所にあたる海水は、月の引力に

よって引っ張られた形になり、増加するため「膨ら

み」ます。また、地球のちょうど反対側の場所にあた

る海水は、月の引力が弱いため、ここも同じように「

膨らみ」ます。逆に、それらの影響により、「膨ら

み」の場所の垂直方向にあたる海水は、減少するため

「へこむ」のです。地球の自転に伴い、ある一定の場

所は水の膨らみ部分を通過し、へこみの部分も通過し

ます。一定の場所から見ていれば、地球が膨らみに近

づけば潮が満ちていき、膨らみを通り越してへこみに

近づけば潮は引いていくように見えます。

太陽もまた、潮の干満の大きさに影響を与えま

す。太陽と月が地球に対して一直線上に並べば、重な

り合った引力は大きくなり、潮の干満差の大きい大潮

となります。一方、地球に対して月と太陽が直角にな

れば、潮の干満差の小さい小潮となります。

これに補足しなければならないのは、陸地による

妨害と、海盆の地形です。これらの理由で、地球の潮

の干満は、半日毎（1日にほぼ同じ大きさの2回の満潮

と干潮）もしくは毎日（1日に1回の満潮と干潮）、ま

たはそれらが混合した形（異なる大きさの連続した満

潮と干潮）となります。

潮の干満はなぜ起こるのでしょう？
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潮間帯の環境条件は、波打ち際より高い陸上から、干潮よりも低い

海中まで様々です。ほとんどの生物は限られた区域に生息しますが、こ

れを帯状分布と言います。帯状分布がはっきりと見られるのは、藻類で

す。黄色と白、灰色の地衣類（菌類とバクテリアの共生体）は、波打ち

際に生息します。緑の海草は、潮間帯の高い所に見られますが、至る所

にあるヒバマタ属などの茶色い藻類は、もっと水に近い所にあります。

赤い海草は、茶色い海草よりも低い所に見られ、大型のケルプは、潮間

帯よりも低い所にあります。

土砂に棲む生物

潮間帯といえば磯を思い浮かべる人が多いと思いますが、柔らかい堆積

層もまた、海の豊かな生息地なのです。泥質の海岸のわずかな波の動き

により、栄養に富んだ有機物が蓄積し、海の植物界を養うことになりま

す。こうした植物には藻類と純粋な海草の両方が含まれます。藻類と違

って、海草は顕花植物（被子植物）で、祖先は陸上植物でした。重要

な、またよく知られている温帯の海草はアマモで、海草を食べる動物の

格好の棲みかになっています。成長の早いこれらの植物は、豊かで生産

性の高い食物網の土台となっています。

柔らかい浜辺の動物界は、表層に棲む活動的なエピファウナ（表在

動物）と、堆積層の中で生きるインファウナ（埋在動物）の2種に大別

されます。

エピファウナは、鳥類のようにチャンスを狙って捕食する動物か

ら、カニのような清掃動物まで様々です。また、エピファウナには多く

の幼生生物が含まれるため、浜の潮間帯は海の育児所と呼ばれることも

あります。多くの魚類が、特に幼魚期、河口を安全な棲みかとします。

泥質の海岸のインファウナは、その場その場に応じて活発に働く才

能と知恵に富んでいなければ生き残れません。泥の粒子は非常に小さく

密着しているので酸素がほとんどなく、この

ため生物は苦労して酸素を得る方法を身につ

けました。

底生インファウナ
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ハマグリのように穴を掘る生物は、泥

の表面にスノーケル状の呼吸管を伸ばしま

すし、酸素に富んだ海水を泥に循環させる

ために沈降流を作り出す生物もいます。

穴を掘る動生物は、泥の中に棲みかを

作れて、その上、食料も集められなければ

なりません。その中には、伸ばした触手を

使って水から食物となる粒子を濾し取るも

のもいますし、陸上の虫のように沈殿層を

掘り進むものもいます。隙間に棲む生物は

非常に小さいので、沈殿物の個々の粒子を

包む水の膜を利用して沈殿層内で生きてい

ます。こうした多様で微小な生物は、沈殿

層内の生物の遺骸やバクテリアを餌にして

います。

砂浜は、常に動いている高エネルギー

領域で、そこに棲む生物には別の問題が生

じます。砂浜には、付着する場所がないた

め海草は生きられませんが、隙間に棲む生

物は砂粒の間に生息できます。また、ハマ

グリやカニ、ある種の虫など穴を掘る動生

物や濾過摂食動物も砂浜に棲めます。
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磯の潮間帯

温帯水域の磯の潮間帯は至る所にあり、訪れやすいことから、研究者ら

は数多くの長期的な観察と、生物界の構造に関する実験を行なってきま

した。このため、海洋の他の生息地に比べて、磯の生物と生態はよくわ

かってきました。

最も注目すべき磯の特徴は、動植物の棲み分けです。帯状分布と呼

ばれるこの棲み分けは、すべての潮間帯生物界に共通する特徴ですが、

場所や潮差、大波が当たるかどうかによって、個々のパターンや種は異

なります。もちろん、移動する動物に比べ、藻類やフジツボ、イガイ類

といった付着種では、帯状分布ははっきりと表れます。

岩を覆う黒い地衣類や、青緑の藻類、原始的な虫類が、磯の波打ち

際に棲んでいます。このすぐ下の層に、タマキビ類の巻き貝が繁殖して

いることが多く、その数は1平方メートル(1平方ヤード)当たり8361個に

もなります。潮間帯内のさらに下には、1平方メートル（1平方ヤード）

当たり数千個のフジツボが生息しています。フジツボの下には、ぎっし

りと寄せ集まったイガイ類がある場合が多いです。このように混み合っ

て生息しているため、狭い空間を争う生物同士の競争は厳しいものにな

ります。

一方で、混み合って棲むメリットもあります。ぎっしりと寄り添っ

て棲むことで、これらの生物の小さな生息地は干潮時の乾燥期にも湿り

気を保つことができます。また、フジツボのような付着生物の多くは交

尾するために高い生息密度が必要なので、混み合えば生殖の可能性が高

まります。

磯の潮間帯は、潮の高さ以外にも、様々な要因の影響を受けます。

潮間帯の高い区域は、物理的な要因によって決まることも多いのです。

例えば、ある生物が、空気に曝されたり、温度の変化や塩分の変動にど

のくらい耐えられるかなどです。潮間帯の上限は、食物や捕食者の存在

など生物学的要因によっても左右されます。潮間帯の下限は、生物学的

要因によって決まることが多いです。磯の潮間帯生物界を主に養うの

は、底生藻類と植物性プランクトンなどですが、磯はこれらが生き延び

るのに難しい環境です。寒帯の潮間帯では、かなりの低温と、こすり取

る氷によって、藻類繁殖は妨げられますが、底生藻類は温帯気候で最も

よく繁殖します。
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これらの植物は、限られた空間と日光を争って確保しなければなら

ないため、物理的要因と生物学的要因の両方が、底生藻類の帯状分布を

も決定します。高い区域は、主に空気に曝されたり乾燥に対する藻類の

耐性によって決まりますが、捕食者も重要な要因です。さらに人間も影

響を与えます。例えば、1967年のトリー・キャニオン号の座礁の後、南

西イングランドの潮間帯に繁殖していた草食性の軟体動物が死滅しまし

た。すると、ある種の潮間帯藻類の帯状分布が高い区域にまで広がり、

空いた空間を埋めたのです。軟体動物が復活すると、高い所にある藻類

を食べ、元の帯状分布へと戻りました。

潮間帯における捕食動物と餌の関係は複雑です。カサガイやヒザ

ラガイ、ウニは、定着した藻類を食べます。イガイ類やフジツボ、ハマ

グリ、尾索類、海綿動物、チューブワーム類は水を濾し、プランクトン

を主食としています。ヒトデなど潮間帯の肉食動物は、カサガイや巻貝

類、フジツボ、イガイ類、カキなどを食べます。肉食性巻き貝は、ハマ

グリやイガイ類、フジツボなど様々なものを捕食します。イソギンチャ

クは、エビや小魚、虫類を捕食しますし、清掃動物は数多くいます。岸
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辺に棲む鳥類も、引き潮で生物が無防備にな

った時、強力な捕食者となります。

また捕食は、磯の潮間帯における一次生

産量と、底生藻類の種類も左右します。ある

実験によって、草食性のカサガイとウニを除

去すると、一次生産性が増加し、海中生物の

種類が変わることがわかっています。

磯の潮間帯における生物種の構成と多

様性は、競争と捕食によっても左右されま

す。イガイ類やフジツボ、肉食性のヒトデ、

パープルスターは、北米の太平洋北西海岸に

多く生息しています。この肉食ヒトデは、様

々な軟体動物やフジツボを餌にしています。

実験的にこのヒトデを除去してみたところ、

この海域の種が約30種からイガイ1種へと減

ってしまいました。ヒトデは、多数いるイガ

イを減らすことで、イガイやその他の生物が

圧倒的に増えるのを阻止していたのです。こ

のヒトデは、ある生物界内の生物種の数と種

類に、自らの数に不釣り合いなほど大きな影

響を与えることから、中枢種と呼ばれていま

す。
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冷温帯では磯の潮間帯生物界はなくなり、その代わりに、

亜潮間帯にケルプの森が広がっています。ケルプとは、夏水温が約20℃

（68°F）のところに生育する、多種多様な茶色の大型藻類のことで

す。ケルプには、岩などのしっかりとした定着場所が必要で、強い海流

や大波に曝される水域の、水深20〜40メートル（65〜130フィート）か

ら亜潮間帯生物界を作ります。

ケルプは世界中に広く分布していて、太平洋では北米・南米の西海岸や

日本、中国北部、韓国で見られます。大西洋では、カナダ東海岸やグリ

ーンランド南部、アイスランド、北ヨーロッパに大きなケルプ床があり

ます。南洋では、ニュージーランドやオーストラリア南部、南アフリカ

の他に、南米東海岸やフォークランド諸島、サウスジョージア・サウス

サンドウィッチ諸島にケルプの森があります。

ケルプの森
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ケルプは藻類なので（陸上にある顕花植物ではありません）根を持

ちませんが、付着根によって水底に定着します。また、ケルプの茎はス

タイプ、葉はブレードと呼ばれます。ケルプの中には、光合成を行なえ

るよう葉を水面に浮かせる気胞を持つものもあります。ケルプ界は、光

合成を行なえる表面積が広く、海水が掻き混ぜられることで常に栄養物

が供給されるため、とても生産性が高いのです。

ケルプは藻類の中で最大で、また地球で最も早く成長する植物でも

あります。多くのケルプは1日当たり6〜25センチ（2.5〜10インチ）成

長しますが、ジャイアント・ケルプ（Macrocystis pyrifera）は1日当た

り50〜60センチ（20〜24インチ）も成長します。

他の藻類と同様に、ケルプには世代交代があります。オスとメスの

胚細胞が作られない無性世代に、成体の胞子体が形成されます。胞子体

の胞子が、オスとメスの配偶子（ヒトの精子・卵子に当たります）にさ

らに成長すると、生殖期が始まります。無性胞子体は、海面にコロニー

を作り、成体に成長します。有性生殖によって、オス配偶子とメス配偶

子が合体して接合体と呼ばれる受精卵を形成します。有性生殖は多量の

エネルギーを要しますが、遺伝子の交配という進化の上での利点があり

ます。

ケルプの森は、非常に生産性が高く、米国アラスカ州アリューシャ

ン列島のケルプ界には、かつてステラー海牛（Hydrodamalis gigas）

が生息していました。この巨大な草食動物は、マナティーやジュゴンが

属する今日の海牛目の中でも最大で、全長が8メートル（26フィート）

もありました。ところが、ロシアの毛皮業者によって、発見された1741

年からわずか27年で絶滅してしまったのです。ケルプは人にも広く利用

されていて、カリフォルニア沿岸では毎年、乾燥ケルプが2万トン以上収

穫されます。その用途は、肥料やヨウ素塩、それに塗料からホイップク

リームまで様々な製品に増粘剤として使われているアルギンという添加

物になります。

ケルプ界は、ケルプの森と呼ぶのがぴったりでしょう。陸上の森と

同じく、水底に付着根で「根付いて」いて、日光に届くまで伸びていき

ます。また、葉はひさしとなるので、日差しは水底まで届かず、日陰に

適応した藻類が繁殖することになります。

B

C
D

A

ブル・ケルプ（Bull Kelp）のライフサイクル：A）成体から胞子が放出

される：B）胞子が精子もしくは卵子に成長する：C）体外受精が起こ

り、胚が海底に定着する：D）胚が成長し、成体の胞子体段階となる
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この森には、動物の多様な群生もあります。多種多様な藻類が持

つ大きな葉の上は、小さな藻類や珪藻、コケムシ、ヒドロ虫など付着生

物界となります。様々な虫類や甲殻類、軟体動物も、葉の上を棲みかと

し、またある種のウミウシや巻き貝はケルプの葉を食べたり、大きなケ

ルプの葉の表面に生える着生藻類を食べたりします。

ケルプの森は草食性ウニの餌にもなりますが、またケルプの森に

棲む生物を食べたり、森を避難場所にする魚類の棲みかにもなっていま

す。ケルプの森に棲む魚の腹からケルプが見つかったことがあります

が、これはケルプの上にいた餌を捕まえようとした時、偶然入ったもの

と研究者は見ています。

ラッコ（Enhydra lutris）は、磯の潮間帯でのパープルスター種の

ヒトデのように、北太平洋の中枢種と考えられます。ラッコは、カニや

ウニ、アワビ、軟体動物、動

きの遅い魚など様々なものを

1日当たり9キログラム（20

ポンド）ほど食べます。驚く

べきことに、アリューシャ

ン列島での調査によれば、1

平方キロメートル当たり20

〜30頭（1平方マイル当たり

52〜78頭）のラッコが年間

に食べる餌の重量は、約35

トン（7万7000ポンド）にも
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なりました。このラッコと、その餌のひとつであるウニの関係が、ケル

プの森の分布を調節しているのです。

オオバフンウニ属のウニは、ケルプ床を直接食べ、ケルプを水底に

繋いでいる付着根を切り離してしまいます。切り離されたケルプは、海

流によって流されてしまいます。ラッコがウニを食べることで、ウニの

生息密度を一定に保ち、ケルプが食べられすぎないようにしています。

以前、アメリカンロブスター（Homerus americanus）が、西大西洋の

ケルプの森で似たような中枢種の役割を果たしていると考えられていま

した。ところが、その後の研究により、ケルプとウニの変動は、環境変

化によって起こる自然現象である可能性が高いことがわかりました。問

題点は残るものの、ウニの生息密度がケルプ界の生態を調節しているこ

とは明らかです。
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極地域

極地域には、栄養物がアップ・ウェリング（湧昇流）で循

環するのを妨げる温度の成層構造がないため、その一次生産性はじつに

膨大です。ところが、この生産性は季節によって大きく左右され、主と

して夏の白夜の時期に限られるのです。この時期、豊富な栄養物と日光

により、プランクトンが大量発生します。ところが、この生産性のピー

クもほんのわずかの間で、短い夏は、長く非生産的な冬の埋め合わせは

できません。北半球の北極海の生産性は、海水の循環とアップ・ウェリ

ング（湧昇流）が陸地によって妨げられるため、高くありません。南極

とそれを取り巻く南極海では、海水の循環を妨げるものがなく、それに

加えて、アップ・ウェリング（湧昇流）によって、大陸近くで沈下した

冷たく重い水が入れ替わります。また、環南極海流が海水の混合を促す

ため、高緯度での一次生産性は、南極が北極を大きく上回ります。 Photo courtesy of Daniel West
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南極海

南極海は、世界の海洋の4分の1を占めていますが、平均水温が2℃

（36°F）と低く、南極海の持つ熱量は世界の海洋の10分の1しかあり

ません。冬期は、南極海の約2000万平方キロメートル（800万平方マイ

ル）が氷に覆われます。氷に覆われると、海洋と大気の間の熱・湿気の

交換条件が変わるため、氷が覆う状態がわずかでも変化すれば、この地

域の海洋と大気の循環パターンが影響を受けます。

100年前から地球の表面温度は上昇し続けているため、南極の氷床

への影響が懸念されています。南極の氷床の一部が溶けると、世界的に

海面上昇が起こります。しかし研究者の中には、降雪量が増加して氷床

を厚くし、海面を下げるのではないかという見方もあります。

もっと懸念されているのが、地球を守っている南極のオゾン層の破

壊です。オゾンは、上層大気内の反応性の高い酸素分子層で、地上生物

を有害な放射線から守っています。フロンガスは、オゾンと反応してオ

ゾン層を破壊し、かつては広く使われていた化学物質です。オゾン層の

破壊により、地表に届く紫外線の量が増加します。太陽の紫外線は、地

上植物や植物性プランクトン、ケルプといった食物連鎖の基礎となる生

物を害する恐れがあります。

南極は独特な地域です。年間降雨量がわずか5センチ（2インチ）と

いう世界最大の砂漠地帯でありながら、その万年雪は、地球上の淡水の

80%近くを占めています。他の大陸棚の平均深度が150メートル（500

フィート）なのに対し、南極の大陸棚は水深600メートル（2000フィ

ート）もあります。大陸棚がこ

れほど深いのは、大陸と万年雪

が非常に重く、地球の半固体マ

ントルに沈みこんだためなので

す。

南極の水も、他の大陸の

ものと異なっています。南極深

層水は、海洋水の中でも最も密

度が高く、海水が大陸近くで凍

る際に作られます。海水が凍り

結晶化する際、塩分が除かれて

氷の下に塩水の濃い水をつくり

ます。この密度の高い水は沈ん

で水底に広がり、数千年かけて

北半球まで達することもありま

す。南極深層水の動きは遅いも

のの、毎秒2000万〜5000万立

方メートル（2600万〜6500万

平方ヤード）もの速さで作られ

ています。

産業革命以来、人類はます

ます多くの二酸化炭素を排

出してきました。この二酸

化炭素が大気中に放出さ

れ、断熱壁の働きをするの

です。温室と同様に、太陽

光は地表まで到達します

が、放射線として地球から

放出される熱は、二酸化炭

素やフロンガス、メタンな

どの温室ガスによって閉じ

込められるのです。

温暖化により氷河の一

部が溶けたとしたら、海洋

の水量が増加し、海面上昇

をもたらすでしょう。そう

なれば、低地や沿岸、島な

どは水没してしまいます。

また、サンゴの成長が海面

上昇に追いつかずに死滅し

たり、生産食物網に必要な

栄養物の循環が妨げられる

可能性もあります。

気温の変動と 
氷河の消滅

Photo courtesy of John Boyer
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当然のことながら南極は非常に寒く、史上最低気温を記録していま

す。1983年には、科学者らによって、−89.2℃（−128.6°F）が計測

されました。この寒さのため大陸には食料がなく、定住する鳥や哺乳動

物は生き残るために海へと向かいました。実際、南極で越冬するのは皇

帝ペンギン（Aptenodytes forsteri）のみです。

地上に天然資源がなくても、海洋には豊富にあります。親指大の甲

殻類オキアミ（Euphausia superba）が、この生態系の中枢種です。

短い夏の間、草食のオキアミは大発生した植物性プランクトンを食べま

す。海鳥やヤリイカ、魚類、クジラまでもが多量のオキアミを餌にしま

す。オキアミが大量発生するウェッデル海のアップ・ウェリング（湧昇

流）を始めとして、南極海では、毎年5億〜7億5千万トンのオキアミを

産出します。オキアミは動物性プランクトンとみなされるものの、その

動きは魚の群れと似ていて、プランクトンのように垂直方向には動かず

に水平方向に動きます。ある研究チームがオキアミの群れを追跡したと

ころ、14日で278キロメートル（172マイル）も移動しました。

南極地域は重要な鉱物・生物資源の宝庫ですが、最近まで資源利

用に関する国際条約がありませんでした。南極の海洋生物資源、特に

クジラは、長い間乱獲にさらされてきました。セミクジラ（Balaena 

glacialis）とマッコウクジラ（Physeter catodon）漁の波は、代替漁

獲物が見つかり19世紀に収まりましたが、現在は、近代的な船と爆発物

を仕掛けた銛が、シロナガスクジラ（Balaenoptera musculus）とナ

ガスクジラ（Balaenopteraphysalus）を脅かしています。1930年代に

は、1シーズンで4万3千頭のクジラが殺されました。現在のクジラの数

© Michel Verdure

オキアミ（Euphausia superba）
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は、漁が行なわれる前の6分の1から10分の1になっています。例えば、

南極のシロナガスクジラはかつて25万頭もいましたが、現在は500頭ほ

どしかいません。ザトウクジラも同様で、数千頭となっています。

現在は国際条約によって資源管理が行なわれています。1961年に

は、12ヵ国が南極条約を承認し、南極大陸での軍事活動禁止や、科学協

力の推進、領土権主張の凍結を決めました。以降、条約に同意する国は

44ヵ国に増え、条約は無期限に効力を発しています。そしてさらに、条

約の元の条項は、5つの国際付加条約により、強化されました。その条

約とは、南極地域の動物相及び植物相の保存に関する合意協定、南極ア

ザラシの保存に関する条約、南極地域の海洋生物資源の保存に関する条

約、南極鉱物資源活動の規制に関する条約、環境保護に関する南極条約

議定書です。これらの条約は、南極条約体制として知られていて、南極

の保護を最大限に推進することを目指しています。

北極海

南極は海に囲まれた大陸ですが、北極は大陸に囲まれた海洋です。平均

の厚さが3メートル（10フィート）の流氷層に覆われた北極海の氷は、

風と膨張の力によって、海面から10メートル（33フィート）の高さに隆

起し、また水面下40メートル（130フィート）まで発達しています。北

極海の大陸棚は地球で最も広く、その海水温は地球で最も低くなってい

ます。北極海の塩分濃度は、夏にシベリア地方やカナダの河川から淡水

が流入するため、南極海より低くなっています。

北極海の循環は、環南極海流に相当するものがないため、南極と

は大きく異なっています。他の海洋とは違って、北極海はグリーンラン

ド、ユーラシア、北米に囲まれていて、海水の流れの80%以上は、グリ

ーンランド海で発生し、グリーンランドとスピッツベルゲン島の間にあ

る狭い隙間を通ってきます。これは北極が、世界の海洋と深層でつなが

る唯一の場所です。流れの20%以下は、浅いベーリング海峡を通って太

平洋へと向かいます。

北極海には氷に閉ざされていない海面があるため、南極より生物が

棲みやすく、また流氷があるため、南半球

より大型動物が生息しやすいのです。風と

海流により、流氷にはポリニアと呼ばれ

る氷のすきまが作られ、アザラシやク

ジラの息継ぎの穴として使われる一方

で、北極グマ（Ursus maritimus）

やシャチ（Orcinus orca）がアザラシ

を狙いに来ます。こうして、アザラシ

や、時には北極グマまでもが極点付近でも

見かけられます。流氷は、ある種の鳥や野ウサ 　　

ギ、時には人の一時的な棲みかにもなります。

北極地方
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北極海の海水の2% 

は、氷山として流れて

いきます。氷山は、グ

リーンランドの流氷か

ら分かれ、グリーンラ

ンドとバフィン島の間のラブラドル海流に乗って移動します。南極で作

られる平たい氷山と違って、北極の氷山は山型をしていて、氷河タイプ

と呼ばれます。

北極地方は、漁場や原油、ガス鉱床など、重要な資源の宝庫です。

しかし、南極と同様、冬期にはほとんど光合成が行なわれないため、北

極の一次生産性も季節によって大きく左右され、総一次生産性は温帯の

10分の1に留まります。

北極では16世紀以来、毛皮を狙ったアザラシ猟が行なわれてきまし

たが、最近は禁止されています。商業捕獲は禁止されたものの、北米や

シベリア、グリーンランドの原住民による生活のための猟は続いていま

す。このわずかな捕獲は、北極海のクジラの生息数にほとんど影響を与

えていないと思われます。

NOAA/Department of Commerce

1. 海洋の一次生産性の主な源は、 _______ です。

 a. 深海の熱水噴出口

 b. 無光層

 c. 植物性プランクトン

 d. サンゴ礁

2. 正誤問題。プランクトン大発生は、生産性のピークで、通常は春です。

3. 潮間帯を脅かすのは、次の内どれですか？（あてはまるものはすべてチェッ

クしてください

 a. 波の動き

 b. 乾燥

 c. 捕食者

 d. 上記のすべて

4. 正誤問題。帯状分布とは、潮間帯における動植物の棲み分けです。

5. 磯の潮間帯生物の帯状分布は、次の要因の内、何に左右されますか？（あて

はまるものはすべてチェックしてください）

 a. 潮の高さ

 b. 物理的要因

 c. 生物学的要因

 d. 1平方メートル(1平方フィート)当たりのタマキビ類の巻貝の密度

6. 正誤問題。ケルプは維管束植物で、海洋生物の棲みかとして重要ではありま

せん。

7.生態系に対し、自らの数に不釣り合いなほど大きな影響を与える生物は、 

_______ と呼ばれます。

 a. 軟体動物

 b. フジツボ

 c. 中枢種

 d. 上記のすべて

8. 正誤問題。南極の生産的な食物網の中枢種は、草食性オキアミです。

9. 南極に比べて北極に大型動物がいるのは、次のうちどの理由によりますか？

 a. 陸地が多いから。

 b. 氷のない海が多く、そのため気温が低いから。

 c. 海水密度が南極より低いから。

 d. グリーンランドに近いから。

いかがでしたか？正解は： 

1. c　2. 正　3. d　4. 正　5. a, b, c　6. 誤（ケルプは藻類であり、 

ケルプの森は多様な動物の棲みかです）　7. c　8. 正　9. c

練習問題



CHAPTER ONE第4章
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「危機に瀕している生態系の中でも、サンゴ礁が作る環境は、私たちダ

イバーにとってほんとうに大切な資源です。そして私たちひとりひとり

が、サンゴ礁の環境保護の手助けをすることができるのは幸せなことで

す」

– ドリゥ・リチャードソン／PADIプロジェクトAWARE 財団総裁

ダイビングやスノーケリングをする人にとって、地球上で

サンゴ礁ほど特別な領域はありません。温帯海域もダイビングにとって

おもしろくすばらしい場所ですが（第3章参照）、熱帯のサンゴ礁の楽

園に潜り、色彩豊かな生物を眺めることもダイバーにとって無上の喜び

なのです。だからこそ、ダイバーはサンゴ礁の健康状態を心配している

のです。

サンゴ礁には独特な美しさがあり、ダイビングやスノーケリング

のポイントとして人気を集めている一方で、知られている海洋生物種の

25%の棲みかと成育場所にもなっており、その多くを人間は食料にして

います。これは、全海底のうち、サンゴ礁の占める割合が非常に低いこ

とを考えると、実に興味深い数値です。推定は難しいものの、一般的に

サンゴ礁 —  
多様性とその美しさ

サンゴ礁 —
海の熱帯雨林

•	 サンゴ礁 — 多様性とその美しさ

•	 サンゴ礁の魚

•	 繁栄の限界

•	 自然の脅威と人為的脅威

学習目標

マニュアルを読んで、本文の中で以下の質問の答えに

該当する部分にマーカーペンで色をつけたり、アンダ

ーラインを引いておいてください。

1. サンゴ礁が海洋環境にとって、とても重要なのはな

ぜですか？

2. サンゴ礁（coral reef）と言うより、生物礁

（biotic reef）と言ったほうが正確なのはなぜです

か？

3. サンゴ礁にはおよそ何種の魚が棲んでいますか？

4. 世界のサンゴ礁の内、何%が危機に瀕しています

か？　それらの今後の見通しはどうですか？

5. 現在、サンゴ礁の破壊を引き起こしている自然要因

と人為的要因は何ですか？

6. ダイビングがサンゴ礁の破壊にどのような影響を与

えると考えられていますか？
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サンゴ礁の占める総面積はおよそ28万4300平方キロメートル（11万平

方マイル）しかありません。これは、総海底面積の約0.1%、または、ア

メリカ、ネバダ州やエクアドルと同じ広さしかありません

サンゴ礁は、多様な生物の貯蔵庫という意味合いから重要なので

す。サンゴ礁（coral reef）という用語は、その生態系の複雑さを物語

るのにふさわしくありません。生物礁（biotic reef）と呼ぶほうが的確

でしょう。生物学者の中には、サンゴ礁が実に多種多様な生物の棲みか

となっていることから、海の熱帯雨林と呼ぶ人もいます。薬理学者はサ

ンゴ礁から、抗生物質から抗がん剤にいたるまで、実に豊富な生物医学

的化合物を発見してきましたし、今後も数千種の化合物が発見されるだ

ろうと見ています。

純粋に物理的な視点から見ると、サンゴ礁は生きている建造物で

す。サンゴ礁は、島や沿岸地域を嵐や、波による被害や浸食から守って

います。サンゴ礁やマングローブは波のエネルギーを最大で90％吸収し

ます。

多くの熱帯諸国は、観光の目玉をサンゴ礁にしています。中には、

サンゴ礁でのダイビングやスノーケリング・ツアーが重要な収入源をな

し、国の経済を支えている所もあります。

サンゴ

サンゴが最も良く成長す

るのは、年間の水温が18

〜30°C（64〜86°F）

の熱帯や亜熱帯の浅く透

明度の高い海です。サン

ゴ礁は、巨大なサンゴの

コロニーなのです。サン

ゴは、刺胞動物門の海洋無脊椎微生物で、炭酸カルシウム（石灰岩）の

骨格を分泌し、サンゴ石と呼ばれる小さな杯を作ります。礁は、サンゴ

ポリプと呼ばれる個々のサンゴ動物が、この石灰岩の杯内に定着し、集

まって大きな構造物を作ることで成長します。

ほとんどのサンゴは、すばらしい建築の腕を持っています。生物が

作った地球最大の建築物は、オーストラリアのグレート・バリア・リー

フで、これは宇宙からも見ることができます。

巨大サンゴ礁を作るサンゴ（造礁性サンゴ）は、サンゴポリプの組

織内深奥部に棲む藻類と、特殊な共生関係にあります。この藻類（褐虫

藻）により、サンゴポリプは、植物と動物の両方の働きをします。この

藻類が光合成によって食物を生産する間、サンゴポリプは水中からプラ

ンクトンを摂取します。この藻類が放出する酸素と糖を、サンゴポリプ

© Michel Verdure
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が摂取し、サンゴは藻類を養う二酸化炭素と窒素排出物を放出します。

藻類には日光が必要なため、造礁性サンゴは、25メートル（82フィー

ト）より深い所では成長しません。

自然要因あるいは人為的要因によってサンゴ・コロニーは死滅する

と担体を作り、その上に新しいサンゴが成長します。サンゴ石藻（石灰

岩を分泌する藻類）は、砂とサンゴ片を固めて、死んだサンゴの骨格の

大きな隙間を埋めます。このように固めて成長することで、基礎がしっ

かりと安定し、サンゴ礁は波や嵐によっても壊れにくくなります。

礁

サンゴは礁の基礎を作りますが、礁の生態系は、他の多種多様な生物の

おかげで豊かに繁栄しているのです。例えば、バクテリアと藻が、砂質

の水底や、生きたサンゴに覆われていない礁の部分を覆い隠します。こ

れが、軟体動物や甲殻類、ナマコ、ウニ、草食性の魚の餌となります。

次にこれらの生物が、サンゴ礁をきれいにすることでサンゴ礁は健康を

保つことができ、また食物連鎖上、上位の生物の餌ともなります。

海綿や虫、軟体動物のような他の生物は、サンゴ礁の巨大石灰岩を

侵食することで重要な役割を果たします。この種の侵食は、サンゴ礁内

に新たな居住空間を作るため、プラスの働きをします。科学者は、サン

ゴ礁内の40%から70％が空き家になっていると推定しています。サンゴ

の壊れた部分に新たな生物が棲みつけば、やがてはサンゴ石藻の凝固作

用でサンゴ礁へと戻って行くのです。ブダイやウニのような生物がサン

ゴを食べれば、多量の堆積物が生じ、そこがまた小さな魚や無脊椎動物

の新たな棲みかとなるのです。

Photo courtesy of Tom Haight
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サンゴ礁の成
長速度は同じ
でしょうか？

一般に信じられているの

と違って、サンゴの成長

速度は同じではありま

せん。種によってかなり

の違いがあります。例え

ば、スタッグホーンサン

ゴのような分枝サンゴ

は、水平方向に年間約10

センチ（4インチ）伸び

ますが、ボールダーサン

ゴのような塊状サンゴの

成長速度はその10分の1

です。垂直方向の成長速

度も異なり、年間数ミリ

メートル以下というスロ

ーペースです。

生物学では、GPP（gross primary 

production：総一次生産量）という用語は、

ある地域で植物が生産する生体の総量を表しま

す。これは、食物連鎖の基礎を定量化する方法

です。GPPは栄養物が豊富な沿岸水域では高

く、外洋では非常に低くなります。理屈から言

えば、サンゴ礁のGPPはこの中間より低い方に

なるはずです。ところが、サンゴ礁のGPPは、

周囲の海洋の250倍になることもしばしばある

のです。このため、サンゴ礁は、自然生態系の

中で生産性が最も高いもののひとつになってい

るのです。

このことは、栄養物の少ない水で生産性が

高いという、熱力学の法則に反しているように

思われますが、これは極めて複雑で完全には解

明されていません。しかし、大まかに言えば、

これはサンゴおよびサンゴの群生が、栄養物（

硝酸塩とリン酸塩）を極めて効率的に循環させ

ているため、採り入れられた栄養物が外に出な

いからなのです。

その高いGPPから、サンゴ礁は、そこに

棲む生物の必要量を大きく上回る生産量を上げ

ていると考えても無理はないでしょう。ところ

がサンゴ礁の生産量は、消費量とほぼ同じで、

余分な量はほとんどないのです。このようにバ

ランスが取れていることが、サンゴ礁漁業にと

って重要な意味合いを持ちます。生産性の高い

海洋生態系と違って、サンゴ群生に害を与えず

に獲ることができる有機物（魚と無脊椎動物）

の量は少ないのです。数世紀もの間、生計を立

てるための小規模な漁業を支えてきたサンゴ礁

に、一旦商業的な漁業が導入されれば、数年の

内に死滅してしまうでしょう。

繁栄の制限

Photo courtesy of Robert Baker
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世界には2万1千種以上の魚がいて、そのうち4千種以上が

サンゴ礁で見られます。サンゴ礁の魚の多くは鮮やかな色彩とおもしろ

い模様がありますが、中には周囲に溶け込むため、色合いや模様が単調

なものもあります。サンゴ礁の魚は、沖の水域の魚に比べてほとんどが

小ぶりですが、その大きさと形は多種多様です。

その行動や餌、生殖方法、ライフサイクル、生き残り戦略もまた、

種類によって大きく異なります。例えば、スズメダイはほとんど絶え間

なく泳ぎ回っていますが、カサゴは、餌となる生物に見つからないよう

カムフラージュして、静かに横たわっています。ブダイは、岩棚の下

で、粘液質の繭に守られて眠りますが、テンジクダイは夜になると隠れ

場所から外に出ます。また、ほとんどのチョウチョウウオは一生涯、つ

がいとなりますが、オスのゴンベはハーレムを作ります。

魚の見分け方

サンゴ礁の魚の種類は実に多いため、すべてを覚えるのはもちろんのこ

と、その多くを覚えることさえ不可能です。しかし、普段よく見かける

魚は30〜50の科に絞られるため、これをうまく使えば、識別はいくらか

簡単になります。

プロジェクトAWARE財団とPADI、リーフ環境教育財団（REEF）

は、PADIスペシャルティ・ダイバーコース「AWARE - 魚の見分け方」

を共同で開発しました。このコースでは魚を個々に見分けるのではな

く、科に共通の特徴で見分けるフィッシュ・ウォッチングの方法を勧め

ています。REEFの教材や他の資料を使って、コース参加者は魚の科の主

な特徴を覚え、科をグループ分けすることで魚を見分けます。30以上の

異なる科を持つ、一般的な12のグループは以下の通りです。

サンゴ礁の魚
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1. チョウチョウウオ、キンチャクダイ、ニザダイの仲間

このグループの多くは胴が薄く、楕円形もしくは円盤状をしています。

色は明るく、はっきりとした模様があります。チョウチョウウオの仲間

は丸い形をしていて、小さな胴体とくぼんだ額を持っています。また、

裂け目から餌を取れるように、口先が長くなっています。キンチャクダ

イは、背びれが長く、前頭部が丸くなっています。ニザダイの仲間は、

通常濃淡のない色合いをしていて、尾の付け根の各側面から突き出てい

るトゲがあります。

2. アジ、オニカマス、タイ、イスズミの仲間

このグループは通常、銀色をしていて尾がV字に分かれています。サン

ゴ礁の魚の中では大きな方です。アジはサンゴ礁外辺近くを泳ぐ、銀色

または青みがかった魚です。アジは強力な捕食者です。オニカマスは、

長い筒状の体形をしていて、鋭い歯のある大きな口を持っています。タ

イは楕円形の体形をしていて、額は急勾配の曲線を描いています。イス

ズミは細長い楕円形をしていて、通常銀色をしており、礁の上域で見か

けることが多いです。

3. フエダイ、イサキの仲間

このグループの特徴は、頭から口に向かってゆっくりとカーブを描き、

長くて先細りした身体をしています。フエダイは上向きの口先を持って

いて、目で見ることができる糸切り歯があります。イサキは、その名が

示すように捕まったときに鳴き、カラフルで、よく群れを成していま

す。

4. スズメダイ、クロミス、ハムレットの仲間

このグループは、小型で楕円形をしており、裂け目付近で出たり入った

りしているところがよく見られます。様々な模様やまだらのある、カラ

フルな種もあります。スズメダイは、藻類を主食としていて、縄張り

を守る習性があるため、棲

みかに近づくダイバーを威

嚇することもあります。ク

ロミスはスズメダイよりも

細長い体形をしており、尾

は深く二叉に分かれていま

す。ハムレットは正確には

スズキの仲間ですが、外見

はスズメダイに近く、頭の

輪郭はスズメダイよりも平

らで傾斜しています。
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5. ハタ、スズキ、ハナダイの仲間

ハタは、大型のスズキ科の通称です。通常、大きな口と唇を持つ大きな

胴体が特徴で、サンゴ礁で見られる魚の中でも大型で、陰に潜んでいる

ことが多い種です。また、少しずつ尾に向かっていく短いトゲ状の背び

れを持っています。スズキの仲間には小型種もあり、ハタよりも細長い

体形をしています。ハナダイは小さくカラフルな魚で、深い所にあるサ

ンゴ礁や岩棚辺りでよく見られます。

6. ブダイ、ベラの仲間

このグループは、カラフルな魚で、オウムのようなくちばしと虹色の外

観を持つブダイと、ブダイより小型で細長い体形のベラが含まれます。

ブダイは、がっちりしたくちばしでリーフ表面から藻を削りとります。

ベラは、砂の中の小型の無脊椎動物を探して、砂地をあさり回ります。

7. キンメダイ、キントキダイ、テンジクダイの仲間

このグループの多くは夜行性で、夜になるとリーフ上に姿を現わし、日

中は岩の割れ目や裂け目に隠れています。赤みがかった体と大きな目を

手がかりに見分けることができます。キンメダイは、後部に、リスの尾

に似た目立つ背びれ

があります。キント

キダイは、切れ目の

ない背びれを持ち、

目がキンメダイより

大きく、うろこが少

ない外観をしていま

す。テンジクダイ

は、小型の赤みを帯

びた魚で、短い口先

と2つに分かれた背

びれを持っています。

8. ギンポ、ハゼ、アゴアマダイの仲間

このグループは小型で長い胴体を持っており、水底の小さな穴の中で、

頭だけ出しているところをよく見かけます。ギンポは通常、胸びれで体

を支えていて、頭部に、毛状突起と呼ばれる眉毛や小さな角に似た外肢

があります。ハゼも、胸びれで体を支えて、まっすぐに体を伸ばし、停

止姿勢をとっている魚です。クリーニングフィッシュとも呼ばれます。

アゴアマダイは長い体形と大きなあごをもっており、石を移動して作り

上げた穴の中でよく見かけます。
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9. ダルマカレイ、カサゴ、エソ、カエルアンコウの仲間

このグループは水底を棲みかにしており、非常にカムフラージュがうま

く、珍しい形状をしています。ダルマカレイは平たい魚で、海面側の体

の側面に両目があります。砂に潜りこむことも多いです。カサゴは周囲

に合わせてカムフラージュしており、ずんぐりした体形で、毒を持つト

ゲ状の背びれがあります。エソは細長い体形をしていて、大きな上向き

の口を持ち、水底にじっとしています。カエルアンコウはずんぐりした

体形をしていて、膜のある胸びれと腹びれを持ち、大きな上向きの口が

あります。針金のような外肢を口の前に餌のようにぶら下げて、小魚を

おびきよせます。

10. カワハギ、モンガラカワハギ、フグ、ハコフグ、ウミスズメ、ヒメ

ジ、ヤガラ、ドラムの仲間

このグループは、自由に泳ぎ回る、特異な形状をした魚です。カワハギ

とモンガラカワハギは、非常に固い皮膚をしていることから、レザージ

ャケットと呼ばれる種が含まれています。薄い胴体を持っており、特徴

のある唇の形をしています。フグは、海水を体内に入れることで体を膨

らませることができます。膨れる時に、トゲを立てることができる種類

もあります。ハコフグとウミスズメは、三角形とその骨鱗からボックス

フィッシュとも呼ばれます。ヒメジは長く、円筒状の体形をしていて、

あごから垂れ下がった特徴のある口ヒゲがあります。ヤガラは、管状の

体形と、餌を吸い込める長い口を持っています。ドラムは背中前部に非

常に長い背びれがあり、目立つ白黒の模様があります。

11. ウツボの仲間

ウツボの仲間は、へびのような長い形をしていて、昼は裂け目や穴の

中、岩棚の下にいます。自由に泳いでいるのが見られるのは、ほとんど

が夜です。

12. サメ、エイの仲間

このグループの魚は、軟骨によって作られた体内「骨格」を持ってい

ます。サメは尾びれを使って泳ぎますが、エイは変形した胸びれを使っ

て、飛ぶように泳ぎます。
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REEF（リーフ環境教育財団）とは、1990年に、水中カメラ

マンと海洋生物ライターのポール・ヒューマンとネッド・デロ

ーチによって設立された、民間非営利団体です。REEFの目的

は、ダイバーおよび一般の人々に援助を求めたり、啓蒙活動を

することで、海洋生息地の保存運動に参加してもらうことで

す。REEFが進めているひとつの方法は、ボランティアのダイバ

ーやスノーケラーに援助を求めて水中調査に協力してもらい、

そうして集めた重要なサンゴ礁および沿岸の魚類生物の多様性

に関するデータを、海洋科学者や資源管理者、自然保護団体な

ど関連各方面に提供することです。

REEFのプログラムに参加することで、フィッシュ・ウ

ォッチングは単なる遊びではなくなり、水中環境の調査保護活

動へ個人的に貢献できるのです。REEF魚類調査プロジェクト

は、REEFとザ・ネイチャー・コンサーバンシー（The Nature 

Conservancy：TNC）が共同で進めている活動です。TNCと

は、地球上の生物多様性を示す動植物と自然界を、生存に必要

な陸地や水域の保護によって守ろうとする、1951年に設立され

た民間非営利団体です。

同プロジェクトに参加することで、ボランティアの方々

は、多くの種のいろいろな情報を集め、そのデータを同プロジ

ェクトのデータベースに移します。その後データベースを通じ

て、サンゴ礁に棲む魚類の生息数の過去のデータだけでなく、

長期的かつ広い地域をカバーした種の保存リストを学界や資源

管理者、自然保護団体などに提供します。

REEF魚類調査プロジェクトに参加するためには、基本

的な魚の見分けができ、そしてREEFに入会しなければなり

ません。魚の見分け方を覚えるのに最適な方法は、PADIの

「AWARE - 魚の見分け方」スペシャルティ・コースに参加す

ることです。プロジェクトAWAREがREEFと共同で開発したス

ペシャルティ・コースは、REEF魚類調査プロジェクトへ参加で

きるように、ダイバーの地元の水域でよく見かける魚の種類を

示し、魚類調査の方法を教えるものです。

REEFとはどんな組織で、どのようにすれば参加できるのでしょうか？
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世界のサンゴ礁の5分の1は機能上死滅しています。残され

たサンゴ礁の35％は危機的状況に陥っており、すべてのサンゴは気候変

動により長期間におよぶ脅威に曝されています。

国際自然保護連合（IUCN）が行なった調査によれば、人為的な要

因が発生した109ヵ国のうち、93ヵ国のサンゴ礁が大きく破壊された

り、深刻な被害を受けました。現在、最も深刻な危機に瀕しているの

は、南アジア、東南アジア、東アフリカ、カリブ海のサンゴ礁です。

サンゴ礁は、未来の世代まで残るのでしょうか？残念ながら、私た

ちには知る由もありません。しかしながら唯一確かなのは、サンゴ礁が

生き残れる可能性があるとすれば、サンゴ礁を保護するしかないという

ことです。サンゴ礁の国々は、その破壊を防ぐ強力な環境プログラムを

開発、推進する必要があり、世界中の国々は協力して気候変動と戦う必

要があります。

サンゴ礁の敏感さ

サンゴ礁は、自然要因と人為的要因の両方から脅かされています。サン

ゴ礁は、日光や水温、栄養物のどれに対しても耐性幅がとても狭く、デ

リケートなので、害を受けやすいのです。水温が高すぎたり、低すぎた

りすると、温度ストレスによって死滅する恐れがあります。海水が濁れ

ば日光が遮られ、光合成が減って栄養不足となります。海水に栄養分が

多すぎれば、栄養分を好む大型藻類によって追いやられてしまったり、

成長過多になります。海面が急に変化すれば、サンゴ礁が浅くなりすぎ

たり、深くなりすぎて、ゆっくりと死滅していきます。

サンゴ礁は環境条件のわずかな変化にも敏感なので、汚染や大気

の変化を最初に感知する生態系のひとつです。様々な専門領域の科学者

は、この敏感なサンゴ群生を調査することで、環境の悪化や地球の気候

変動の兆候を見つけようとしています。生態系の指標となることが、サ

ンゴ礁のもうひとつの重要な役割なのです。

 

 

 

 

 

 

自然の脅威

サンゴ礁は、誕生してから数億年経っているため、ある程度の変化への

適応能力があります。自然の環境条件がサンゴ礁にダメージを与えて

も、それ以上何も加わらなければ回復できるのです。自然の脅威による

サンゴ礁のダメージは、より高いレベルの生物の多様性へ進化する機会

となるかもしれないのです。自然の脅威とは、例えば以下の通りです。

 ・エルニーニョ現象のような地球規模の気候不順

 ・強い嵐（ハリケーンや台風など）

 ・淡水の氾濫

 ・特定の生物種の大発生

 ・極端な干潮による空気への露出

 ・病気

 

人為的脅威

当然ながら、サンゴ礁への最も深刻な脅威は、人為的な環境変化です。

多くの科学者や資源管理者は、人為的な環境変化は陸上で起きていると

自然の脅威と人為的脅威

ハリケーン・カトリーナによる被害：ミシシッピ川、セントルイス湾に浮かぶ油膜
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衛星から見たハリケーン・カトリーナ
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考えています。例えば人口増加や、高度な機械を用いた沿岸開発です。

沿岸開発への影響が小さかった以前の工業と違って、現在は重機や浚渫

機など建築機械が進歩し、沿岸水域での都市開発やリゾート開発は簡単

になりました。しかしその際、付

近のサンゴ礁のことはほとんど考

慮されていません。

森林伐採や過度の放牧など

と、けっして上手とは言えない土

地利用の方法が、大規模な土壌侵

食と川への沈泥を招きました。サ

ンゴ礁へ堆積物を捨てれば日光が

遮られますし、肥料や殺虫剤、開

発が生む下水など、家庭ゴミや農

業・工業廃棄物は富栄養化をもた

らします。その結果、サンゴは死

滅し、かつて健康だったサンゴ礁

は泥色に変わってしまいます。

サンゴの白化現象：
暗い未来

80年代、世界中の岩礁のかなりの数のカラ

フルなサンゴやムチヤギ、海綿が白化して

死滅するというサンゴ白化現象が起きまし

た。海洋生物学者は、カリブ海やソサイエ

ティ諸島、グレート・バリア・リーフ、西

インド洋、インドネシアで白化現象を見つ

けました。1998年と2005年に起きた世界

的な白化現象は、サンゴ礁の未来に対する

強力な警告メッセージとなりました。

気候変動の主な原因は人為的要因で

あるとして、多くの科学者の意見は一致し

ています。気候変動への流れをくいとめな

い限り、私たちの知るサンゴ礁は今後30年

から50年の間に消滅してしまうかもしれま

せん。

サンゴの白化現象 © Reef Relief
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魚の乱獲やサンゴ採掘といった沖合いでの資源の乱獲もまた、サン

ゴ礁に壊滅的なダメージを与えます。捕獲した魚の種類ばかりか、魚の

平均捕獲高や最高捕獲高が減るといった乱獲を示す指標は、ずさんな漁

業管理のために見過ごされがちです。捕獲高が減少すれば、漁民はダイ

ナマイトや青酸カリを使った破壊的な漁法を使いたくなります。魚を穫

りすぎれば、サンゴ礁の掃除をする魚や藻類を食べる魚がいなくなり、

藻類が増えすぎてサンゴを追いやってしまいます。

東南アジアでは、建築資材やおみやげ用にサンゴを採る産業によ

り、大きなサンゴ礁が破壊され、シャコ貝などの種を絶滅の危機に追い

やりました。水族館の取引でさえも、魚や無脊椎動物、「生きた岩」で

あるサンゴ、それに岩自体さえも採取することで、その生息数に影響を

与えます。

最後に、だんだん大きな脅威となりつつあるのが、観光の影響で

す。観光が、サンゴ礁で収入を得る方法として環境に優しいと言えるの

は、リゾート開発・運営が十分慎重に行なわれる場合に限ります。ス

ポーツフィッシングやアンカーリング（投錨）、スノーケラーやダイ

バーが偶発接触してしまうといった人為的活動がサンゴ礁を傷つける

ことは確かです。と

はいえ、これらのケ

ースはほとんどの場

合、他の脅威に比べ

れば比較的軽いもの

です。しかも、ダイ

バーやスノーケラー

や海洋観光客は、自

ら海洋環境に働きか

けることで、自分た

ちが与えた傷を最小限に止めることが可能です。　アンカー（錨）によ

る傷は、係留ブイを使うことで完全に防ぐことができます。係留ブイ

は、ボートをダイビングや釣りのポイントに繋ぐことができる半永久的

に使える固定装置で、アンカー（錨）がサンゴ礁を傷つける可能性がな

くなります。プロジェクトAWAREは、係留ブイの設置と利用をサポー

トし、係留ブイプロジェクトを行なう際に考慮すべき点を説明した、詳

しい係留ブイ立案ガイドをまとめました。

もっと重要な脅威となるのが、観光施設から流れ出てサンゴ礁水域

を汚染する未処理のままの下水です。また、建築業者が、海岸やマング

ローブの森、海草床など沿岸生息地にリゾートを作った場合、ただちに

破壊が始まります。

人為的脅威の内、最も解明が遅れているのはおそらく大気の変化に

関する脅威でしょう。まだ論争は続いているものの、オゾン層の破壊と

温室ガスの増加がサンゴ礁の破壊をもたらすのではないかと考える科学

者が増えてきました。オゾン層が破壊されれば、地表に届く潜在的に有

害な紫外線の量が増えます。データによれば、紫外線の増加はサンゴや

その他の褐虫藻と共生する生物に極めて深刻な影響を与えます。

地球気候変動は、海水温が上昇したり、熱帯性暴風雨のパターンや

分布、頻度が変わったり、降雨パターンが変わったり、海流の動きが変

わるなど、壊滅的な影響を与えています。

サンゴ礁に対する人為的脅威

 ・沿岸地域の人口増加

 ・沿岸地域の港湾開発や宅地開発、リゾート開発

 ・特に大河や河口部において、内陸部の侵食がもたらす沈泥

 ・化学物質や肥料、殺虫剤、下水による汚染と富栄養化

 ・乱獲と、それに伴う生態系バランスの崩れ

 ・ダイナマイトや青酸カリなどを使った破壊的な漁法

 ・建築資材やおみやげ用のサンゴやサンゴ砂の採取

 ・水族館向けの魚や無脊椎動物、サンゴの採取

 ・サンゴや貝類、魚などサンゴ礁生物の必要以上の収集

 ・アンカリング（投錨）や衝突による破壊

 ・大気変化
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プロジェクトAWAREの

サンゴ礁保護活動

サンゴ礁生息地に対する自然の

脅威と人為的脅威が増す中、プ

ロジェクトAWAREはサンゴ礁

保護活動に正面から取り組んで

きました。「プロテクト・ザ・

シャーク（サメを守る）」キャ

ンペーンという成功例に基づい

て、このキャンペーンではパン

フレット類や展示ポスター、ス

テッカーなどのキャンペーン道

具を用い、さらに様々なイベン

トへの参加、法律制定に向けた

活動を通して、認知度を高める

ために企画されました。この活動では、ダイビング出版物の記事や記者

会見、行政サービス公告を通じたマスコミへの頻繁なアピールも行ない

ました。

一般の認知度を高めるキャンペーンに加えて、プロジェクト

AWAREのサンゴ礁保護活動には、教育的な内容を含むPADIスペシャ

ルティ・コース「AWARE - サンゴ礁の保護」があります。

練習問題

1. サンゴ礁が海洋環境にとって重要な理由は、次のうちどれですか？

 a. よく知られている海洋生物種の25%の成育場所になっているから。

 b. 生物の多様性の貯蔵庫だから。

 c. 島の潟や沿岸地域を守る防壁となるから。

 d. 上記のすべて。

2. 正誤問題。生物学者の中には、サンゴ礁が多種多様な生物を養っているため、

海の熱帯雨林と呼ぶ者もいます。

3. 世界の約2万1千種の魚類のうち、サンゴ礁で見られるのは、 ___________ 

種以上です。

 a. 16000

 b. 8000

 c. 4000

 d. 2000

4. 正誤問題。現在、世界のサンゴ礁の50%もが、回復不可能なほど壊滅していま

す。

5. サンゴ礁に対する人為的脅威は、次の内どれですか？（あてはまるものはすべ

てチェックしてください）

 a. 淡水の氾濫

 b. 魚の捕獲のための青酸カリやダイナマイトの使用

 c. 沿岸建設による沈泥

 d. アンカーリング（投錨）による破壊

6. 正誤問題。スノーケラーやダイバーが偶然接触してしまったことによるサンゴ

礁へのダメージは、比較的軽いものです。

いかがでしたか？正解は： 

1. d　2. 正　3. c　4. 誤（10%近く と推定されています）　5. b, c, d　6. 正


