
長崎県地学会誌 第41号  1-10(1984)

研 究 報 告

1。 プロローグ

1978年 4月 ,鹿児島県南部,開聞町の漁師のし

かけた定置網に,生 きているオウムガイ(N%′グルs

ク
"の

グノグ雰 LINNAEUS)が かかり,当事者達の機転

によって,無事,鴨地マリンパーク(鹿児島市)の

水槽におさめられたとのニュースが伝えられた。

西南太平洋にのみ現生するオウムガイの死殻が,

はるか日本各地に漂着し, しばしば海岸に打ち上

げられていることは,古 くからよく知られている

が,日 本近海で生きたまま採集されるというのは

前代未間のことであった。10～ 15°Cを最適条件 と

するオウムガイの飼育は,種々の経験をへてきた

現在でも容易ならざることであるが,幸なことに,

それまで 3, 4年間,飼育実験で多 くの成果を挙

げてこられた研究グループ (JECOLN**)の メン

バーである浜田隆士 (東大)・棚部一成 (愛媛大 )

の両博士の指導の下,マ リンパーク職員の方々の

献身的な努力によって,そ の後63日 間の飼育に成

功し,数多 くの訪問客の目を楽しませることがで

きた。その間の飼育実験過程において,数々の貴

重なデータが得られたことはいうまでもない (浜

田他,1978:HALIADAグ αム1980;棚部 0浜田,

1978)。

ところで,世界で初めてオウムガイの長期飼育

オウムガイ自生海域の生態調査

―― フィリピン中部海域――
*

早 坂 祥 三 (鹿児島大学理学部)

Marine Ecological Studies on the Habitat of Naπ ガJws in the

Environs of Cebu and Negros lslands,the Philippines

ShOZO HAYASAKA

実験 に挑戦 した の が,前 述 の研 究 グループ

JECOLNでぁり,1967年以来,詳細な観察記録を

ともなう通年飼育の達成,交接,産卵の世界初の

撮影などと,目覚 ましい成果をもたらしてきた

(JECOLN,1979;1980a,b;1982)。 その際使

われた標本は,南太平洋のフランス領ニューカレ

ドニ ア島 に生 息 す る オ オベ ソオ ウ ム ガ イ

(Aりπ′グルs2αεω22多クカαノπS SOWERBY)で , 1973

年東京で開催されたニューカレドニア・ フェアの

シンボルとして搬入されたものにはじまり,その

後逐次入手して研究が続けられた。

鹿児島における漂着オウムガイの飼育に際して,

種々アドバイスを下さった鹿児島大学水産学部の

故今井貞彦名誉教授 (当時教授)か ら,今後は室

内の水槽飼育実験にとどまらず,現地におけるオ

ウムガイ類の自然生態の調査・研究を進めるべき

であるとの提言がなされた。これをきっかけとし

て,鹿児島大学の地質 0生物 0水産などの研究者

とJECOLNメ ンバーからなる現地調査グループ

が結成され,1980年 (予備調査)(早坂,1981;蟹

江他,1981),1981年 (本調査)(HAYASAKA θ′αノ。,
1982)の 2年次にわたって,フ ィリピン中部海域

における現地調査が実施されることとなった。尚,

本調査終了の翌年 (1982年 )に は,参加者全員に

よって室内研究が実施 された (HAYASAKA ed.,

* 長崎県地学会 昭和59年度総会における特別講演 (昭和59年 6月 24日 )

** Japanese Expert Consultation on Living Naグ グ′πsの略。
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1983)。 ぃずれも文部省科学研究費 (海外学術調査)

によるものである。

2.予備調査

現生オウムガイ類のうち,オ ウムガイ (N
夕銘リグ″郷)が最も広い分布範囲をもち,フ ィリピ

ン諸島はその北西端に位置する(第 1図 )。 フィリ

ピンでは,国内各地沿岸に,オ ウムガイが生息し

ているらしいという1青報があったが,私達は中部

海域に焦点をあてて調査を開始した。1980年の 8

～ 9月 に3名のメンバーで実施した予備調査では,

パナイ・ネグロス・セブ0ボ ホールの島々をまわっ

て,情報と標本の蒐集につとめた(第 2図 )。 毎年

数千個の殻が輸出されるというフィリピンのオウ

ムガイは,かなりの棲息密度をもっているものと

思われるが,食糧資源としての,現地人の漁業の

対象にはなっておらず,ミ ルクフィシュ(サ バ

ヒー)の漁閑期における副業として採取している

にすぎない。採取方法も地域で異なり,さ まざま

な形の竹かごや,針金と漁網で作った原始的なト

ラップ (ヴ ィサヤ語でヴィンドールとよばれる)

図 南西太平洋 におけるオウムガイ

(Ⅳo ρO177ρ ノノノυsお よ び Ⅳ.cf.
ρOttρ〃ノυs)の 地 理 的 分 布 (HAYASAKA er

aノ.1982).黒丸 :自 生群集分布地 ,

自丸 :偶発的分布地 .

などが使われている。 トラップにつ|す るえきtt
域で異なり,パナイ島ではヒキガエ 'じ ヽ。丁す―

ル島ではウナギ,ネ グロス島ではニフト ヽ三ニ

ビ, といつた具合である。海の中に|ま ヒキ可二 し

やニワトリがいるはずはないのだが・……ヒ,景 i可

はけげんに思ったが,肉食′陛のオウムでイ,三 二っ

ては全く問題ではないらしい。オウムだ
｀
イ_1訳議

的な採集と同時に行なった海洋観測の結果,1更等

の生′害、海域には水深150m前後に温度躍層が考「 Q

ほとんどが躍層下 (水温20° C以下)の深度を三つ

海底近 くに生息しているらしいこと,ま た,湾三

線あるいはサンゴ礁外縁から沖へ向って急:ま (二 深

くなる海底斜面上に生息しているらしいこと,な

どがわかった。以上の様な予備調査の結果,it三

度の本調査は,ネ グロス～セブ島間のタニヨンだ

峡で実施することとなった。

3。 本 調 査

本調査は,1981年 8月 26日 よりlヶ 月間にわ

たつて,日本倶19名 ,フ ィリピン倶15名が参加し

て行なわれた。調査対象は,ネ グロス島～セブ島

第 |
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ミンダナオ島

第2図  フィリピン群島位置図

間のタニヨン海峡南部海域 (第 3図)であり,調

査の拠点をドウマゲテ市北方約80kmに位置する

ビンドイ部落に設定したので,現地での滞在は,

部落の網元ヴァイロセス氏宅の半地下室を借 りて

のキャンプ生活だった。外国での,キ ャンプ生活

による野外調査には,準備段階で大変困難が伴う

ものだが,今回は Silliman大学 (ド ゥマゲテ市 )

のアルカラ教授をはじめとするスタッフの方々や,

地元ヴァイロセス氏夫妻の絶大な御協力のおかげ

で順調に進めることができた。

フィール ドワークとしては,海底地形,海底堆

積物,水温,塩分濃度,溶存酸素,pH,プランク

トンなどについての海洋観測,各種の トラップに

よるオウムガイとその共存生物の採集 0調査,ス

クーバダイビングによる水中観察,水中カメラ・

水中ビデオカメラによる撮影,現地の漁師達の伝

統的な漁法によるオウムガイ標本採集などを行

なった。調査に使用した船は,シ リマン大学所属

の 2隻をはじめ,現地の漁師達の持ち船を借用し

たが, どの船にも両側につき出たアームの先に竹

亀・                  」
「

ヴ

第 3図 調査海域 (夕 ニヨン海峡 )

およびその最深部 (500m等深線 )

(HAYASAKA ed。 ,1983)

製のフロー トがとりつけてあり, このあたりの静

かな海での作業には,足場 として大変便利だった。

タニヨン海峡南部を,東西0南北に切る測線 (第

4図)沿いに実施された海洋観測によって,こ の

海域では,水深120mと 130mの 間に顕著な水温躍

層の存在することが明らかになり(第 5図),それ

を境にして上層の水温が25° C以上,下層は20° C以

下で,境界付近で約 5° Cの温度飛躍が観測された。

約10日 間の トラッピングによって52個 体のオウ

ムガイが採集されたが,それらがすべて躍層以深

の海底からのものであつたことは,オ ウムガイの

生息温度条件を示唆するものであり,ま た,現地

の漁師が経験的に実施 してきた,120～ 160mでの

トラッピングということの合理性を裏づけるもの

であった。

調査海域の海底地形は,東西断面では舟底型で,

東西両岸 とも海岸線から急斜面をもって一挙に水

深約500mに 達する (第 5図 )。 また,南北断面で

は,海峡中央部 (水深約500m)ょ り南方海峡口(水

深約120m)へ 向かって徐々に浅 くなり,海峡の外
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側では急激に深くなる。つまり海峡回は一つの鞍

部地形をなしている。前述の水温躍層を境にして,

水温の急変とともに,pH,溶存酸素量にも著しい

変化がみとめられた。このような上下三層の水塊

第 4図  調査測線 (第 5図の地形断面線)

(HAYASAKA ed。 ,1983)

の存在は,海峡内A,F-1, F-2,F-3,
K,L(第 4図・第 5図)の観測点を通じて安定

しており,オ ウムガイの生活圏と考えられる下層

水は,海峡南国の鞍部地形を超えて海峡外へ出る

ことは困難であり,従って,海峡内に自生するオ

ウムガイ群集は,外洋から隔離された,や な閉鎖

的な環境に適応しているものと考えられる。海峡

南 回の南 東方約30kmに 位 置 す る シキ ホール

(SiquijOr)島 (第 3図)か ら採集されたオウムガ

イが,本地域のものにくらべて著しく小型である

ということは, このような事
′
清を反映しているこ|

かもしれない。

この地域では伝統的に,竹の枠組みの上に漁編

を張った長方型 (175× 130× 100cm)の かごで,ニ

ワトリ肉,エ ビ,魚などをえさとして用いてtモ
3

日本から持参した小型のカニカゴでの実験 も,あ

る程度の成績をおさめたが,伝統漁法には及はな

かった。オウムガイと共に採集される底棲共存主

物 として は,小 型 の ウエ (腕%の″ εθ,´ル良7

MORDENSEN)が多 く,海底でのウエの密棲状態 |ま

水中テレビでも確認することができた。

夕方 トラップを設置し,翌朝ひき上げると、イ

作業が続けられたのであるが,採集されたオ
ニニ

ガイは,そ の都度80kmの 道のりをシリマン大学毒

洋学実験室の水槽まで運ばれ,15～ 20° Cに 俣たでl

た海水中で飼育された。52個体の中から,元気_E

よい 5個体を選び,15° C前後を保ちながら空路≡

本へ持ち帰った。

第 5図  夕ニヨン海峡南部の
,

(断面線は第 4図参照)

東西および南北方向の海底地形断面と水温分布

(HAYASAKA ed., 1983)
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4。 帰 国後 の 室 内研 究

現地調査の翌年,1982年には,日本へ持ち帰っ

たオウムガイと,オ ウムガイの共存生物について

室内研究を行なった (HAYASAKA ed。 ,1983)。 そ

の内容について,こ こでは,研究報告書の目次を

御紹介するにとどめたいと思う。

1. Environmental  Background Of the

Habitat of Naπ′′′%s in the Southern Part of

TanOn strait,the Philippines.

2。  Morphologic Variation  of Nα%′グJπs

ρθηηクグ″ZιS from the Philippines and Fiji

lslands.

3。 Geneticヽrariation in Nαπガιas夕θηlクグ′グZιS.

4。 OXygen lsotope Analysis of the Shens of

A砂%′グ滋s夕θηクグJグ
`バ

frOm Tanon strait,the

Philippines.

5。  Shen lmp10sion]Depth of Living Nα%ガ′%s.

6. Prelirninary Report on Some Nα%′グJzs

E)rifts and the Epifauna on Na%″ ノπs Shensin

a Living State frOm the Taion Strait,the

Philippines.

7. Study on the Plankton Cornlnunity in the

Environs of Cebu and Negros lslands, the

Philippines.

8. Prelirrlinary Report on Forarninifera from

the Southern Part of Taion Strait,bet、 veen

Cebu and Negros lnlands,the Philippines.

9. Additional Record of Observation on

Nα%′グJzsクθ7ηクグノグZイS in the Aquarium of the

Kamoike Marine Park,Kagoshima,Japan.

5。 成果 と展 望

以上が,フ ィリピンにおいて実施 したオウムガ

イ生態調査の概要であるが,調査期間の短かかっ

た こ とや,南 太 平 洋 にひ ろが る この種 (N
夕
"リ

グ″πS)の 広大な分布域 に一部 にす ぎない

フィリピンの,そのまた一部を対象としているに

すぎないことなどから,本来の目的に程遠いもの

であることはいうまでもない。しかしながら,オ

ウムガイに関する野外調査 という仕事に初めて第

オウムガイ自生海域の生態調査

一歩を進めることができ,その自然生態に関する

さまざまな経験を通じて, この,謎に満ちた
｀
生

きている化石
″

生物を理解するための足場が得ら

れたことは,一つの成果であったと思う。

未知の問題の多い,オ ウムガイの生活史,習性 ,

群集組成などの研究のためには,更に広域にわた

る調査が必要であるので,私達は上述のフィリピ

ンにおける調査に引き続いて,1982年 (早坂・四

宮,1982;HAYASAKA θ′αJ.,1984),1983年 に,

南太平洋フィジー諸島において同様の調査を実施

した。フィジーは西サモアと共に,オ ウムガイ(N
ク銘″グノグ%S)の 分布域の南東端に位置し,北西端の

フィリピンとは数千キロはなれている (第 1図 )。

分布域の両端における,同一種の生態についての

比較研究を,現在続行中である。

6。 オ ウム ガイ研 究セ ンター設立 に

向 けて

フィリピンの現地調査に際し,日 本側参加者が

共通の努力目標 としたことの一つに,将来現地の

研究者が自分達の問題 としてオウムガイの研究に

取 り組んでゆくように働きかける, ということが

あった。本来,「地域研究」は,その地域の研究者

が行なうことがベス トであり,今後我々は,そ れを

外側から応援する形で協力し研究の推進をはかっ

てゆきたい,と いうのが全員の一致 した意見で

あつた。そのために,調査開始に先立ち,日本側

の二人が,オ ウムガイ研究の意義と従来の経過に

つぃて Silliman大学内で講演し,ま た調査終了後

には日本側二人,フ ィリピンからの参加者一人が

調査結果に関する講演を行なった,ま た,同大学

の学長,副学長 との話し合いに際しては,世界に

先がけた「オウムガイ研究センター (N%ガJWS

Center)」 の設立を提言したが,こ れもそのような

気持からであった。N″′グルs Centerに ついては,

海洋生物学者である副学長アルカラ教授が強 く賛

同され,近い将来の設立を確約され,ま た,今後

同大学が行なうべき具体的な調査研究計画について

は,生物学教室のヴアンデヴッセ教授が一つのプ

ロポーザルをまとめられ,それをもとにグループ

全員でつっこんだ検討を行なうことができた。
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もう一つの共同研究機関である,マニラのフィ

リピン国立博物館 (館長代理エヴァンジェリスタ

博士)か らは三名の研究者が参加され,かつ多大

の援助を頂いた。フィリピン国内での調査許可,

共同研究に関する公式文書の作製,大量の調査器

具の運搬に関する便宜供与等は,いずれも,私達

の現地調査にとって基本的に不可欠な事柄であっ

た。

7.エ ピローグ

今から思うと,かなり欲ばった調査内容に対し

て,予備調査,本調査あわせて三ヶ月という期間

は短かすぎたようであるが,それでも何とか目的

を達成できたのは,ひ とえにフィリピンの方々か

らの適切な御援助によるものと,参加者一同心か

ら感謝している。

椰子林の一角の, ビンドイ部落での最後の晩,

顔なじみになった多勢の子供達と共に,一台のギ

ターを囲んで,夜ふけまで歌い合った日本の歌,

フィリピンの歌の歌声は,今 も頭を離れない。
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オウムガイ自生海域の生態調査

図 版 写 真 説 明

図版  I

Io Silliman大学所属調査船 “Orcinus"。 海洋観測への出発準備。

2。 パナイ島で使われているオウムガイ用 トラップ。

3。 トラップにとりつけられたエサ。頭部を切り落とし,皮をはいだヒキガエル肉。 (パ ナイ島)

4。 ボホール島で使われている竹カゴ式 トラップ。前後 2か所に入国がもうけられている。

5。 日本から持参したカニカゴ。オウムガイ採集実験で,かなりよい結果が得られた。

図版  Ⅱ

6.ネ グロス島ビンドイ部落で,伝統的に使われているオウムガイ用 トラップ。竹枠に漁網が張ってあ

る。入回の両側に可動式の竹の棧があり,入回の幅が調節できる。エサはニワトリ肉と魚肉。

7～ 8。 早朝の トラッブ引揚げ作業。

7:200m前後の海底からノ、力でひき上げられた トラップが水面に到着。

8:ト ラップを船上にひき上 |デ る。

9。 採集したオウムガイは,バケツに入れて,Silliman大 学の実験槽に運ばれる。

loo Silliman大 学海洋生物実験室の水槽 1二 おさまったオウムガイ。水温は15～ 20° Cに保たれる。

図版  Ⅲ

H.海洋観測作業。すべて手まわしウインチによる。

12.水中カメラとテレビの取り付け作業。電源は乾電池c(付図参照)

13.向かって左iよ り,テ レビカメラ,ス トロボ, スティルカメラ取付状況。

14.殻 をはずしたオウムガイを売る朝市風景。 (バナイ島)
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早 坂 祥 三 :オ ウムガイ自生海域の生態調査 図 版 I
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早 坂 祥 三 :オ ウムガイ自生海域の生態調査 図 版 H
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図 版 Ⅲ早 坂 祥 三 :オ ウムガイ自生海域の生態調査
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