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44.伊敷 牧･渡久山章 (2000) 沖縄島中部地域における陸水の化学組成に関する研究. 日

本地球化学会年会､山形.

45.前川孝則･渡久山章 (2001) 沖縄島に産する泥灰岩の溶出および風化に関する研究､日

本地球化学会年会､東京.

46.岩崎 綾･渡久山章 (2001) 沖縄島中部における降水及びドライフォヤアウトの化学組成

に関する研究. 日本地球化学会年会､東京.

47,SaidAliVuai･渡久山章 (2001) 酸性赤色土と溶液系の相互作風 日本地球化学会年会､

東京.

48.伊敷 牧･岩崎 綾･渡久山章 (2002) 沖縄島南部と北部における林外･林内降下物(雨+

Dnrfallout)中化学成分の比較､沖縄生物学会､沖縄.
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49.Kombo,MohamedM.,SaidA.Vuaiand_A.Tokuyama(2002) Effectofacidicredsoilon

pHandchemicalcompositionsofseawater.日本地球化学会年会､鹿児島.

50.SaidAliVuaiandA.Tokuyama(2002) Characteristicsofnmofffromacidsulfatesoilsin

northernareaofOkinawaIsland.日本地球化学会年会､鹿児島.

51.岩崎 綾･伊敷 牧･渡久山章 (2002) 沖縄島における降下物に関する化学的研免 日

本地球化学会年会､鹿児島.

52.石山義仁･渡久山章 (2002) 岩石の溶出実験を通して河川水の化学組成を考える.日本地

球化学会年会､鹿児島大.

53.渡久山章 (2002) 宮古島の水の成分はどのようにして決められたいるか. 日本地下水学会,

沖縄.

(3)メディアによる公表

本研究の成果は教育情報衛星通信ネッ トワークを利用 した大学公開講座 (ェルネット

｢オープンカレッジ｣､文部科学省委嘱 :高等教育情報化推進協議会)としても公表した｡

本公開講座 ｢沖縄の自然からの警告 (全 4回)｣には研究代表者および研究分担者全員 と､

分担者ではない研究者 (横田)も参加 した0本講座は2002年 5月に再放送されたO

第 1回 :2001年 11月 16日

土 屋 誠

伊 揮 雅 子

第 2回 :2001年 11月 17日

萩 原 秋 男

横 田 昌 嗣

第 3回 :2001年 11月 17日

諸喜田 茂 充

渡久山 章

第4回 :2001年 11月 17日

酒 井 一 彦

土 屋 誠

(金)放送

｢はじめに ･干潟は掃除機｣

｢イ リオモテヤマネコの嘆き｣

(土)放送

｢森は貯蔵庫｣

｢沖縄の植物はどこから来て､どこ-行くのか｣

(土)放送

｢マングローブ生態系における水生動物の役割｣

｢赤土による水域汚染｣

(土)放送

｢沖縄島にサンゴは戻ってくるのか?｣

｢生き物からの警告｣

(4)出版物

1.土屋 誠 (2003)海洋ベン トスの生態学 第4章 種間関係 和田恵次 (編著) 東海

大学出版会 (印刷中)

2.土屋 誠 (2002) 琉球列島の海藻､底生生物､魚類群集｡ 中森 亨 (編)日本にお

けるサンゴ礁研究 Ⅰ (日本サンゴ礁学会)､13-20.

3.渡久山章 (2000)沖縄における水利用､｢日本の水環境一九州 ･沖縄編-｣日本水環境学

会編､103-111､技報堂出版.
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(5)参考資料 (発表予定論文のうち､特に重要なもの)

1.諸喜田茂充 ･成瀬 貫 ･Islam,Md.S.･田村 裕 ･酒井一彦秀太 ･翁長 均

石垣島宮良川マングローブ域の土砂流入に伴 う水生動物相の遷移一甲殻類の生態

分布と現存量の現状-

2.flagihara,A.,S.,M.N.I.m an andR Suwa ProductionsstructureandattenuatiOnof

photosymtheticallyacticeradiationinamangrovestandofKandeliacandel(L.)Druce.

3.Alhand,A.andA.Hagihara Litterfallinasubtropicalevergreenbroad-leavedforestinthe

northern partofOkinawaIsland,Japan.

4.松尾晋作 ･伊揮雅子 市街地の緑地に生息するジャワマングースHerpertesjavanicusの

社会性 と環境利用.

5.渡辺伸一 ･伊揮雅子 イ リオモテヤマネコの餌動物目録.

5.研究成果の概要

【はじめに】

本研究は大きな擾乱を受け続けている琉球列島の島喚生態系の実態と動態を､物質循環､

生態系機能の把握､主要生物の生態の解明､等の観点から調査研究し､修復のための方策

を探るために実施 したものである｡海洋生物､陸上動植物､環境化学などの専門家がそれ

ぞれの専門性を生かした研究を遂行するとともに､情報交換をしながら島喚生態系全体の

動態の把握につとめ､連携して自然環境修復 ･保全のために研究を行ったO

なお､特にサンゴ礁に関する研究については､連携先の財団法人亜熱帯総合研究所 (沖

縄県那覇市在)と共同研究を行い､サンゴの繁殖様式の違い (幼生保育型､放卵放精型)

に注目して､擾乱を受けたサンゴ礁生物群集に関する研究から､今後のサンゴ礁環境の修

復方策に関して数多くの知見が得られた｡

【サンゴ礁生態系】

テーマは ｢サンゴ礁生物群集の遺伝的変異と擾乱からの修復｣である｡平成12年度は､

1)瀬底島周辺および沖縄島南部におけるサンゴ群集の回復過程の野外調査､2)2種のサ

ンゴをモデルとした､琉球列島におけるサンゴ個体群間の遺伝子流の解析､3)高水温下で

の光の軽減がサンゴの白化に及ぼす影響に関する水槽実験､を実施した｡

1)1998年の大規模白化後､放卵放精型のミドリイシ属サンゴは瀬底島で比較的高密度な

加入があった｡瀬底島周辺に現存したミドリイシ属サンゴの小群体が配偶子をほとんど生産

していなかったことから､観察された新規加入群体は瀬底島周辺以外から流入した幼生に由

来することが示唆されたO沖縄島南部において顕著な白化が観察された大度海岸においてモ

ニタリングを開始したD特に幼生保育型ハナヤサイサンゴとそれを生息場所とする小動物群

集の動態について調査した｡

2)アロザイム分析の結果､モデルとして選んだ繁殖様式の異なる2種は､幼生の分散範

囲が大きく異なることが示唆された｡分散範囲の狭い幼生保育種では､慶良問諸島が沖縄島
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におけるサンゴ群集の回復における幼生の供給源となる可能性が､分散範囲の広い放卵放精

種では慶良問諸島のみならず石垣 ･西表地域も幼生の供給源となる可能性があることが示唆

された｡

3)温度と光を制御した水槽実験により､水温が30℃以上であっても､光を1/10程度弱

めれば､サンゴの白化を抑えることが可能であることを示した｡

平成13年度は､1)瀬底島周辺および沖縄島南部におけるサンゴ群集の回復過程の野外調

査､2)瀬底島および沖縄島南部における2001年夏季のサンゴ白化調査を実施 した｡

1)2000年に見られたミドリイシ属サンゴの新規加入群体は､その半分が死亡し､1998年

の大規模白化後の造礁サンゴ類回復の進行は認められなかった｡造礁サンゴの被度が増加し

なかった一方で､ソフ トコーラルの被度が2000年よりも増加 したOこれは1998年の白化時に

部分的に生存した群体の成長によるものであった｡その結果､サンゴ群集はソフ トコーラル

が造礁サンゴより優占する状態となったO沖縄島南部においてはハナヤサイサンゴは全く新

規定着が観察されず､回復に大きな問題が生じていることが明らかになった｡

2) 沖縄島北部における2001年の水温は6-8月にかけて､大規模白化が起こった1998年

と同様に高い状態であった｡この結果､2001年8月には瀬底島周辺で再びサンゴの白化が起

こったが､9月初めに台風が沖縄島に接近したため水温が低下し､白化は急速に終息に向か

った｡2001年の白化によるミドリイシ属サンゴの死亡率は､約20%であった｡沖縄島南部の

サンゴ礁では1998年の白化後､回復の兆候が認められた/＼ナヤサイサンゴが再び白化し､水

深30cm以浅の浅い水域では全滅した｡タイ ドプールではシコロサンゴ類などの顕著な白化が

確認されたが､タイ ドプールによって環境条件が異なるため､回復過程も多様であり､大部

分のサンゴが死亡したタイ ドプールも認められた｡

平成14年度は､1)瀬底島周辺における1998年大規模白化前後のサンゴ幼生加入量､2)

サンゴ白化の程度が異なる地域間での､褐虫藻の遺伝的多様性､3)沖縄島南部のサンゴ群

集のモニタリングの継続､について研究した｡

1)過去10年間､瀬底島周辺で実施してきたサンゴ幼生定着量調査のデータに､2000年～

2002年のデータを加え､解析を行った｡その結果､大規模白化の直後はサンゴの受精率の低

下などで幼生の供給量が減るが､3年程度経過すればサンゴ幼生の供給が大規模白化以前の

レベルに戻ることが示唆された0

2) 2002年夏に､瀬底島南東岸 (1998年および2001年にサンゴの白化が激しく起こった

地域)､沖縄島奥東岸 (白化が中程度)､渡嘉敷島西岸 (白化が軽微)より採集 したコユビミ

ドリイシ､パ リカメノコキクメイシ､シナキクメイシ､コブハマサンゴ､リュウキュウノウ

サンゴから抽出した褐虫藻の28SrDNAのDl/D2domainsをSSCP法により遺伝子型解析し､地

域間で比較した｡その結果､サンゴ白化の程度が強い地域ほど､褐虫藻の遺伝子型数が減少

する種 (コユビミドリイシ､コブハマサンゴ､リュウキュウノウサンゴ)と､減少しない種

(パリカメノコキクメイシ､シナキクメイシ)があることが明らかとなった｡この種間の違

いは､今後さらに解明する必要がある｡

3)沖縄島南部のハナヤサイサンゴは水深 1m以探の場所では回復､成長が認められた｡

しかしながら新規定着群体は未だ観察されない｡修復の方策としては移植による方法が考え

られるが､再び悪環境に曝される可能性もあることから抜本的な解決策ではないだろう｡タ

イ ドプールには良好なサンゴ群集が長い時間をかけて発達しているが､わずかな水深の差に
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よって白化後の運命が異なった｡これは近年の環境変化がかつて観測されなかったものであ

ることを意味する｡白化現象が地球温暖化に起因するものであることは疑いないようである

ので全地球的な議論により解決を図ることが期待される｡そのためにサンゴ礁は貴重な情報

発信源となることが確認された｡

【マングローブ ･干潟生態系】

干潟生態系は近年埋め立ての対象となり面積が大きく減少しているO干潟の機能を正確

に把握し､保全のための理論を確立することも本研究の大きな目的であった｡沖縄の場合､

干潟域に対するマングローブ植物の影響が無視できないのでこの観点からの研究も実施し

た｡

マングローブ植物は種によって分解のスピー ドや質の変化のパターンが異なり､時間的

に早く分解を受ける種とそうでない種が存在することが明らかになった｡これは干潟環境

に対する有機物供給源 としての寄与過程､あるいは貢献度が種によって異なることを意味

する｡干潟に生息している多くの動物は､堆積物を主として摂食する堆積物食者と懸濁物

を主 として摂食する懸濁物食者に大別できるが､脂肪酸による食物源の解析により､マン

グローブ域ではマングローブ由来の有機物が､またマングローブが繁茂していない地域で

はバクテ リアが食物として重要であることが確認された｡さらに季節的には微小藻類も食

物 として貢献している時期も存在する｡干潟には類似した生活様式を持つ多様な動物が共

存しているが､それらの共存を可能ならしめている大きな要因は十分な量の食物の供給で

あることが示唆された｡

干潟は常に埋め立ての対象となる｡多様な生物の生息環鏡を維持するためには､その機

能を明確にし､環境が維持される過程を調べる必要がある｡多量の有機物が干潟に流入す

る一方で､動物による消費活動が干潟環境を維持していることは明白である0本チームの

研究によって環境維持の能力が解明されつつあるが､干潟環境浄化作用のモデル化が当面

の大きな課題である｡それによって干潟の重要性が一層明確になり､かつ多くの場所に対

して応用するための理論的基礎が確立する｡

マングローブ生態系に生息する生物の生活史を解明することは､その管理保全方策を策

定するにあたって重要である｡本研究では小型甲殻類を対象として石垣島の宮良川河口を

主調査地として研究を行った｡生物相の組成は､陸域､陸と林内境界､林内､林内のタイ

ドプール､干潟､水路､転石地帯､河川で明確に異なり､特徴ある生物群集が確認された｡

待た数種の小型甲殻類について生活史を解明した｡しかしながら陸上における開発行為の

影響も大きく､赤土の堆積が底生動物やマングローブ植物に悪影響を及ぼしている様子も

観察された｡今後は､定期的な監視体制を確立し､問題が生じた場合直ちに対応可能な体

制を作り､同時に赤土の流入を減少させる努力が必要であるO又エコツアーのようなワイ

ズユースをすることも重要である｡

【森林生態系の動態】

沖縄島北部にはイタジイを優占種とする亜熱帯常緑広葉樹林が存在 し､その生物地理

学的な貴重性から保全の重要性が言われており､研究もこの亜熱帯常緑広葉樹林を中心に
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行われてきた｡ しかし､この地帯に面積は少ないが､イタジイを優占種 とする亜熱帯常緑

広葉樹林とは全く相観を異にするイタジイを欠いた亜熱帯常緑広葉樹林が点在 しているこ

とはあまり知られていない｡この亜熱帯常緑広葉樹林は､イタジイを優占種とする亜熱帯

常緑広葉樹林が珪酸塩岩質土壌に生育するのに対 して､石灰岩質土壌に生育するO近年の

石灰岩の採掘により､この亜熱帯常緑広葉樹林が減少の一途をたどっているO

我々は､石灰岩質土壌に生育するイタジイを全く欠いた亜熱帯常緑広葉樹林の保全と修

復のための基礎資料を得るための研究を遂行した｡その結果､この亜熱帯常緑広葉樹林に

は4層の階層構造が発達していることが認められ､種の豊富さを示す〝'の値は､イタジ

イを優占種とする亜熱帯常緑広葉樹林よりも高いものであることが判明したOまた､階層

ごとの〝'値は第2層､3層､4層､1層の順に低くなっていった｡種の均等性を示す

ノ'の値は上層から下層にかけて連続的に減少していた｡下層でノ'の値が低いというこ

とは､下層における希少種の存在を示しており､下層樹木の保全の重要性を物語っている｡

この亜熱帯常緑広葉樹林の樹種構成をイタジイが優占種する亜熱帯常緑広葉樹林と比較す

ると､種類似度示数は0.25となり､これら2つの亜熱帯常緑広葉樹林の樹種構成は非常

に異なっているものであることがわかった (ちなみに､石灰岩質土壌に生育する亜熱帯常

緑広葉樹林の階層構造の3層と4層での種類似度示数は0.81であった)o更に､各層での

個体数と平均個体重との間には､自己間引き曲線 と同様の関係が認められ､下層樹木が上

層樹木に成長するに伴い､個体数を減少させながら個体重を増加させているという亜熱帯

常緑広葉樹林内での更新過程を定量的に明らかすることができた｡

以上の結果をまとめると､石灰岩質土壌に生育するイタジイを全く欠いた亜熱帯常緑広葉

樹林は､珪酸塩岩質土壌に生育するイタジイを優占種とする亜熱帯常緑広葉樹林とは樹

種構成を異にし､樹種の豊富さにおいてより高く､また､下層樹には希少種が多く存在す

るOこのように､石灰岩質土壌に生育する亜熱帯常緑広葉樹林は､他のブナ科が優占する

亜熱帯常緑広葉樹林とは異なる特異的な存在である｡ しかしながら､石灰岩質土壌に生育

する亜熱帯常緑広葉樹林は､珪酸塩岩質土壌に生育する亜熱帯常緑広葉樹林より面積が少

ないにも関わらず､石灰岩採掘により減少の一途をたどっている｡早急な保全 ･修復の対

策が求められている｡

【陸上動物の動態】

本研究では沖縄に生息する2種の食肉目晴乳類を対象とし､イリオモテヤマネコについて

は特に食物連鎖に注目して､また移入種であるジャワマングースについては生息環境につい

て調査を行なったO

イリオモテヤマネコは本種自体が国内希少野生動植物種､特別天然記念物として保護が叫

ばれているのみならず､西表島生物群集の食物連鎖の頂点にあることから西表島の生物相全

体の健全性を示す重要な一つの指標となる種であると考える｡本研究では､まずこれまでの

知見をまとめ､イリオモテヤマネコの現状と問題点を整理することを行なった｡次に､これ

までに収集された糞の分析から､餌種の詳細な特定を行ない､特に重要な餌種である両生腫

虫類についてさらに生息状況を考慮した利用状況を分析 した｡本研究では､GISデータを使

用することによりイリオモテヤマネコの生息地解析を行なうと共に､その餌動物種の分布の

推定手法の開発を試みた｡
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その結果､イ リオモテヤマネコは西表島のほぼすべての分類群の動物を餌としていること

が明らかになった｡イリオモテヤマネコはその環境選択の際に､地形と餌条件の両方に大き

く影響を受けており､それらのファクターの違いによって生活様式も柔軟に変化させている

ことが明らかになった｡今回このような動物の環境利用や分布の解析にGISデータが有効で

あることが確認され､その手法が確立できたのは大きな成果だと考えているO今回は両生腫

虫類を対象としたが､今後野外資料のさらなる蓄積と分析技術の改良により､その他の餌動

物種の分布もかなり正確に把握することができると考えられた｡それによって､今後イリオ

モテヤマネコの好適生息地をより具体的な形で把握し､そのような地域の保全をするととも

に､すでに悪化した環境の修復を行なう上での基礎資料とすることができると考えるO

ジャワマングースは近年沖縄島で希少種を捕食 し生態系に大きな悪影響を与えるとして問

題になってお り､北部やんぼる地区ではすでに現状把握と対策が実施されている｡本研究で

は都市部の公園と周辺住宅地においてラジオ ･トラッキング調査およびアンケー ト調査によ

って､その生息状況と生態を調べた｡その結果､ジャワマングースは調査地とした公園の主

に川沿いの緑地を中心として活動していた.さらに住宅地内もその行動圏としていたOこれ

まで報告されて来た北部山地部と比較して､｢小さな行動圏を持ち高密度に生息している｣

ことが明らかになった｡将来的に沖縄島全体を視野に入れてジャワマングース個体群のコン

トロールを行なうためには､このような都市部は無視できない好適生息地として考慮する必

要がある｡

【河川生態系の環境化学】

沖縄を含めた亜熱帯地域で最も大きな環境問題の1つに､陸地からの河川や海洋-の土砂

流入がある｡中でも沖縄島中･北部に産する赤色土 (国頭マージ)は酸性 (蒸留水中でpH

4.5)であるから､問題は大きい｡本研究では､1)赤色土の粒土分布､鉱物組成､化学組成

を明らかにした上で､2)赤色土が河川や海域に流入すると､どんな変化を起こすのかを調

べ､3)生物にどんな影響があるかを実験し､4)赤土の流出を防ぐにはどうしたらよいかを

考えた｡

粒土分布､鉱物組成､化学組成は通常法を用い､河川水や海水に流入したときの化学変化

や生物-の影響は､室内のモデル実験で調べた｡赤土流出防止策を考えるため､与那国島

(2001年1月)､石垣島 (2001年1月)､宮古島 (2002年1月)､沖縄島東村と宜野座村 (2002年

12月)を調査し､役場の方々と話し合いを行った｡県全体と西表島における水利用について

も調べた｡

赤土は粒土分布に基づいてLoam に分類されたO鉱物組成は粘土鉱物とそれ以外に分けて

測定されたO化学組成はSiO2,Fe20,,Al20,,Na20,KzO,CaO,MgO,TiO2,uno,灼熱減量

を合わせるとほぼ100%であった｡2)河川水､海水との反応O河川水の化学的特徴は論文

2に報告し､県全体と西表島における水利用についてまとめた｡河川水との反応については

現在投稿中である｡海水との反応については琉球大学理学部紀要に印刷中であり､また本研

究ではAlが重要な元素であるので､特に海水における分析法について検討 し､論文として報

告したO赤土が河川水や海水に入るとイオン交換､吸着､溶出など､激しく反応することが

わかった｡その結果､海水の場合だと､サンゴや砂を構成している炭酸カルシウムの溶出さ

え起 しかねない03)生物-の影響Dル リスズメダイを赤土を加えた海水中で飼育し状態を
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調べた｡赤土の悪影響が顕著であった04)赤土流出防止対策｡本研究では発生源対策に焦

点をしぼったDこの間題についてはこれまで国､県 (県庁内の研究会も含め)､市町村など

でも議論され､対策も講じられてきている｡赤土流出防止条例も発効され､問題解決に取り

組んでいるOその結果､新規事業からの流出は抑えられていると評価されている.ところが

実際に与那国島で見た例は未だ不十分であった｡土地改良のため山積みにされた土壌から流

れっぱなしの所や､土改地に作られた排水溜めますも裸地状態だったりであった｡石垣島で

は排水溜めます内に石灰岩などを利用して滅過装置を作っているが､有効性を追跡してほし

いOそれから既存農地の工事やり直しは急務である｡それを怠ると､将来に禍根を残すと思

われる｡宮古島には川が発達しておらず､比較的赤土流出はみられないが､今後土改地の側

溝を通してどれだけの流出があるのか､把握されなければならない｡沖縄本島では既存農地

の問題が大きい｡新規事業については大がかりな流出防止工事がなされていて注目したい｡

石垣島と同様､グリーンベル トの強化など､もっと発生源対策に力を入れてほしい｡全体と

してこの問題の解決には発生源対策に力を入れることである｡そのためには､パ トロリレと

指導､流域協議会の実動が不可欠である｡加えて既設 ･新設設備の追跡調査を行い､改良を

加える努力が必要である｡

【まとめ】

濃乱を受けた自然環境を修復することは簡単ではない｡ しかしながら大部分の擾乱要因

が人間活動に起因するものであるのであれば､人間の手によって修復可能であるとも考え

られる｡

いずれにしても琉球列島の島喚生態系が多様な生物たちが微妙なバランスを維持しつつ

成立していることを科学的に証明し､そのバランスを崩すことのないような保全策､修復

策を見つけなければならない｡本研究を進める過程において多くの生物の生態と環境との

関連性が解明されてきた｡バランスを崩さないということは､それらの生物の生活を保証

し､全体として生態系の成 り立ちを健康的に維持するということでもある｡

本研究において分担して研究したサンゴ礁生態系､マングローブ生態系､干潟生態系､

河川生態系､森林生態系などが相互の深い関連性を有しながら島喚生態系が構築されてい

ることを認識することが重要である｡各研究から提案された幾つかの方策を､今後相互の

関わりに注意を払いながら如何に実践するか､が大きな課題である｡実践するためにはさ

まざまな分野の方々との議論が必要になる｡産官学の連携協力の重要性はこのあたりにも

大きなポイン トがあるO大きな目標に向けて一層遭進 したい｡
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