
沖縄の海は生物多様性の宝庫

沖縄県の気候は亜熱帯性気候ですが,海 は熱帯に属します。         
´

その生きものは本州と異なり, さらに南の海で見られる生きものの種類に似ています。
コバル トブルーの海をながめていると,そ こには手つかずのすばらしい自然が残されているように見
えますが,実 は一歩海の中に入ると,そ れは錯覚であったことが理解できます。
沖縄の海は本土復帰以降の急激な開発と人口増加により,大 きなダメージを受けています。
現在も,開 発は続いているのです。
それでも,ま だまだ生きものの多様性は豊かです。
かつてのすばらしい手つかずの自然はありませんが,そ れでも生きものはたくましく生きているので

す。開発が続 く,い かにも汚れているように見える海中にも,た くさんの生きものを見ることができ
ます。沖縄の海はもうだめだとい う声も間かれますが,わ たしはそ うは思いません。
自然の回復力は以外に強いものです。現在でも,生 物多様性 とその生態系はすべてが破壊 されてはい

ないのです。 しか しながら,埋 立を筆頭にさらなる人為的なインパク トを与え続けるのなら,生 きも
のの種類は減 り,生 態系のバランスは損なわれるかもしれません。
今,本 気で対策をとれば間に合 うのが沖縄の海の現状なのです。

①

クラゲの仲間 。大度海岸 波のしずく 。大度海岸

沖縄の海の自然環境 ②

沖縄の海の環境にはいろいろな種類があ ります。砂浜,岩 場,サ ンゴ礁,海 草藻場,マ ングローブ

林,干 潟などです。中には,人 エビーチやコンクリー ト護岸などもあります。それぞれの環境によっ

てそこに暮 らす生きものの種類が変わ ります (棲み分けといいます)。 また,環 境の多様性が生きも
のの多様性を生み出します。それぞれの環境も様々な生きものも,み んなつなが りあつて一つの大き
な生態系をつくつているのです。その一部が失われると生態系全体に影響が出ます。
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いろいろな場所に,そ こに適 した生きものが住んでいて,全 体が一つに繋がった生態系があるのです。



干潟

沖縄本島には,泡 瀬干潟,佐 敷干潟,屋 嘉田潟原,羽 地内海干潟などたくさんの計潟があります。

干潟の機能

干潟には大きな2つ の機能があります。生物生産の場と水質浄化の機能です。
・生物生産の場 (生きものが生まれ育つ)は ,食 物連鎖を生み出し生態系をつくります。
・水質の浄化は,生 きものたちの働きによりますが,下 水処理施設に匹敵する能力があります。

それぞれの生きものの営み

人間の生活排水,糞 尿,山 林や土壌か らの天然の栄養物,動 植物の枯死体などの有機物や, リン,
チッソなどの栄養塩類を無数の生きものたちが吸収 し,食 物連鎖により干潟の外に取 り除いているの

です。 しかし,生 きものにとつては自然界からもたらされる栄養源のみで十分なのです。

・珪藻などの植物プランク トン (千潟の砂泥表面に繁殖する)→ リン・チッソなどの栄養塩類を吸収します
。トカゲハゼ,ム ツゴロウなど→珪藻を食べます (トビハゼは小動物を食べる)
・コメツキガニ類,ゴ カイ類など→干潟に沈殿 した有機物 (デトリタスなど)を 食べます
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・アサリなど→海水を体内に吸入 し有機物を濾 して食べ,そ れ以外の懸濁物 (けんだくぶつ)を

粘液でからませて排出します。排出された懸濁物を食べるバクテ リアもいます。
・サクラガイ,ニ ッコウガイ,マ ガキガイなど→海底に堆積 した有機物や微生物を食べます
。センチュウ→生きものの糞を食べて細かく分解 します

③

リン,チ ッソ→珪藻などの植物プランク トン
→ トカゲハゼなど

有機物→カニ,貝 ,ゴ カイなど

④

千潮時広大な千潟があらわれる 。泡瀬千潟の夏

ハボウキガイ

大きな貝です。泡瀬千潟

小 さな穴は,す べてゴカイなどの生きもの

の巣穴 。この砂の下に何千何万とい う命が

息づいているのです。

ニ ッ コ ウ ガ イ ・清 ら か な 千 潟

美 しい貝殻を今でも拾 うことができ

ます。泡瀬千潟

お食事の時間 ・ミナ ミコメツキガニ



海草藻場
藻場 とは,一 般に水底で水生植物が群落状に生育 している場所のことです。沖縄でよく見られる藻場

は熱帯性海草類を中心につくられた海草藻場です。海草とは,進 化の歴史の中で一度陸上に適応 し,

再び海の中に戻つてきたもので,花 を咲かせ種子をつくります。沖縄では3科 7属 11種 の海草が確

認されています。海草藻場では,微 少動物から大型の貝類,カ ニ,エ ビ,ナ マコ,魚 類に至る様々な

生きものが生息しています。

海車凛場の機能
。生きものの産卵場…産卵に適 した安全な場所
。稚魚仔魚の保育場…泳ぐ力が弱い稚魚にとつて,潮 の流れが弱く,餌 も捕 りやす く,外 敵から身を隠すこ

とができる生育に適 した場所
。生息基盤…葉上動物の住処
・餌場…海草を食べるジュゴンやウミガメ,葉 上動物を餌にする生きものにとつての餌場
。海草そのもの…光合成を行い二酸化炭素を吸収 し酸素を放出

清らかな海草の林  酸素が満ちている  生きものの楽園

⑤

海草の種子

⑥

スクの群れ (アイゴの稚魚)。 泡瀬干潟 稚魚は体が透明 ・大度海岸 ・体長約 7ミ リ
(ベラの稚魚)

ジュゴンの食み跡 (推定)

天気のよい日に酸素を放出する海草 。大度海岸

2009. 1. 25撮 影



サンゴ礁

沖縄のサンゴ礁は世界の分布域から見れば北の端に位置しています。しかし,各 島々の間を黒潮が流

れているおかげでオース トラリアのグレー トバ リアリーフと同じくらいの種類が見られると言われて
います。普通サンゴと言えば,造 礁 (地形を造る)サ ンゴのことで,深 海で採れる宝石サンゴのこと

ではありません。沖縄には380種 類以上の造礁サンゴが生息しています。

⑦

役割

上の図はサンゴ虫 (ポリプとも呼びま

す)の 一個体です。たくさんの個体が

集まって一つのサンゴ体を作ります。

個体同士は内部で繋がつていて養分を

分配しています。

。イノーなどの多様な環境を造る
。いろいろな生きものの住処

・産卵場所
。餌場

生物多様性をつくる

サンゴは褐虫藻 (かっちゅうそう)

と共生 していて,褐 虫藻は光合成で

作つた酸素と養分をサンゴに提供 し

ます。褐虫藻はサンゴの排泄物であ

る炭酸ガスなどをもらいます。この

他,サ ンゴは触手でプランク トンな

どを補食 して食べます。

一つのサンゴ体

サンゴと共生する褐虫藻

は光合成をするために太

陽の光が不可欠です。

サンゴが成長するには,

海の透明度の高いことが

条件です。

サンゴは,ま るで石のように見えますが,動 物です。イソギ

ンチャクやクラグの仲間に入 ります。サンゴの種類を大別す

ると,ヒ ドロサンゴ,八 放サンゴ,六 放サンゴに分けられま

す。骨格を持たないサンゴはソフ トコーラル と呼ばれ,八 放

サンゴの仲間です。六放サンゴは,ハ ー ドコーラル とも呼ば

れ,サ ンゴ礁そのものを造 ります。

③

生きものにとつてサンゴは安全に隠れ られるお家

浦添市西洲のイノーの中 ・
゛

道路工事が進行中
゛

サンゴは,イ ソギンチャクやクラゲと同 じように触手の先端

に刺胞 (しほ う)と 呼ばれる毒矢のような細胞が入つていま

す。この触手をのば し,海 の中を漂 うプランク トンに触れる

と,刺 胞を打ち込んで痺れさせて捕 らえます。

ときには,小 さなエビやカニ,ゴ カイもサンゴの餌にな りま

す。捕 らえた獲物は胃で消化 され栄養分 とな ります。サンゴ

は肉食なのです。

ハ ー ドコ ー フ ル
(多彩 な 色 が あ

り,枝 の 間 に魚,

カニ,エ ビな どが

住んでいます)

ソフ トコーラル
(軟らか くて気持ち

よさそ う !魚の人気
スポットなのです)

子どものサンゴ 。大きさ3セ ンチ
(ハー ドコーラル)

サンゴは卵から幼生とな り,自 分の好みの場所を

探 し,そ こに定着 します。定着 し成長を始めると

移動できません。後から海が汚れると大変です。



埋め立て ⑨

埋め立ては,海 と海の生きものに大きなインパク トを与えます。たとえ,陸 岸に近い一部分だけを埋

めたとしても,そ こが干潟や海草藻場であれば,そ の周辺域全体へ大きな影響を与えます。

なぜなら,海 草藻場ならそこだけで機能 しているのではなく,干 潟やサンゴ礁域 とも密接な関係を

もつているからです。一つが失われると生態系全体が狂い始めるのです。

埋め立て工事中(計画中)

浦添 ・西洲 (カー ミ (工事中)道 路建設

済井出浜 (工事中)大 規模漁港建設

泡瀬干潟 (現在中断)人 工島建設

失われる海
浦添市・西洲～カーミジー

あなたはどちらがいいですか?

―

  ―

国道 58号 線の渋滞緩和のためにキャンプキンザーの裏の海を埋め立てて道路を建設中です。ここは,護 岸工事

がなされていない貴重な海岸でした。一部の区間で橋梁による対策がなされましたが,そ れでも大部分の海岸が

埋め立てられてしまいます。ここの生きものたちも今年いつぱいまでしか生きられないのです。浦添市立港川小

学校の生徒は, しかたに自然案内や自治会の協力で定期的に観察会を開いています。

生徒からは, 自然を残 してほしいという率直な意見が出されています。 (2010年 7月 4日 琉球新報参照)

⑩

イノーの中



赤土汚染 ①

赤土汚染の問題は, 1972年 の沖縄の 日本復帰以降お しすすめられた農業基盤整備事業や道路建

設,空 港建設に起因 しています。他にも土地の造成,山 林伐採などで土地表面が露出し,降 雨と共に

赤土などが削 り取られ整備 された排水溝を伝つて海へと一直線に流入 します。沖縄の土は,北 部に多
い国頭マージ (赤土),南 部の島尻マージ,ジ ャーガル,ク チャなどですが,ど れも海に流れ込めば

水中の透明度を著 しく低下させ,ま た,海 底に降 り注いだ土がサンゴ表面を覆い,サ ンゴや生きもの

に多大なダメージを与えてしまうのです。現在は対策も取られていますが,そ れでも,雨 が降れば本

島各地の海を変色させているのです。これは未解決の問題です。

島尻マージの場合 ・2009年 10月 25日 撮影 ・糸満市大度海岸

10年 5月 16日 撮影 。恩納村

また,農 地からは農薬などの化学物質が流れ出すため,こ の影響も考えられます。 赤土汚染により死滅 したサンゴ

2010.6.8撮 影・大度海岸

国頭マージの場合 。20

生活排水
沖縄県の下水道普及率は 2008年 現在で約 65%で す。まだまだ,排 水が河川や海へ直入 しているので

す。私の住む賃貸住宅も排水は海への直入です。 トイレは浄化槽が取 り付けてありますが,上 水が俳水さ

れるだけなので,完 全に浄化 しているとは言えないでしょう。海はす ぐ裏にあり,排 水の経路を容易にた

どることができます。最後は排水溝から海へ排出されるのですが,波 打ち際にはたくさんの生きものの営

みがあるのです。 6月 には何種類もの稚魚が見られます。そのような海に生活俳水を流すことが,ど れだ

け生きものにダメージを与えるかを考えるととても心配になります。

生活排水の種類
。洗濯ツト水 (合成洗剤)                。フライパンの食用油の残 り
。食器洗い (合成洗剤)                。食べ残 しの汁
・シャンプーとリンス (いろいろな化学物質)     。掃除後の雑巾を洗った水 (合成洗剤を使用)
・トイ レを掃除する洗剤                ・洗車
・漂白剤 (次亜塩素酸ナ トリウム)の 使用

数えると切 りがありません。排水が流れ込む裏の海の生きもののことを知ると,当 たり前の生活が
できなくなります。

私の対策(参考になれば)

・食器洗い用の洗剤…食器は紙でふき取り,油 汚れ以外はお湯で洗 う,必 要に応 じて石鹸タイプの洗

剤を少量使用。
・シャンプーとリンス…石鹸タイプを使用。
・トイレの洗剤…環境への負担の少ないタイプを使用。
・掃除は水雑巾で行 う。 (洗剤は使わない 。汚れがひどいものはティシュに洗剤を付けてふき取る)
・洗濯…石鹸タイプを少量使用。
。フライパンの油…紙で拭き取る。
・食べ残 しや汁…紙に吸収させるか,で きるだけ食べる。野菜の皮などは植木の堆肥として利用。

⑫



わたしの家の生活排水 ⑬

洗剤を使 うと汚れが落ちるのは成分に界面活性剤などの化学物質が含まれてい

るからです。 しかし,こ のような化学物質は生きものにダメージを与えてしま

います。店頭ではさまざまなの種類の洗剤が売られてお り,私 たちの生活の中

に普通に用いられています。便利になる一方で,実 際は水質環境を悪化させ,

多くの生きものたちに影響を与えているのです。 「志摩の海を守る会」のホー

ムページでは,合 成洗剤が魚に与える影響について実験をし,そ の結果をわか

りやすく公開しています。

それによると,石 けん水では生きられる魚も,合 成洗剤やシャンプーを入れた

水槽の中では数分で死滅することが証明されています。私たちは,普 段の行い

の中に隠れている真実を見抜き,よ く考えることが必要ではないでしょうか。

流 し台の排水は,側 溝を流れて海へ向かいます。排水溝周辺の水はよどんでいます。
このような一見汚れた海にもたくさんの生きものの営みがあるのです。

稚魚たち 。今年 6月

裏の海の住人たち

スズメダイの仲間 ・稚魚 ギンポの仲間 ギンポの稚魚

釣り糸の問題
⑭

釣 りはポピュラーな娯楽でたいていの人が経験を持つていることでしょう。子 どもと一緒に日曜 日に

は釣 りに行 くとい う光景は微笑ましいものです。 ところが,海 の中の状況を見た者なら釣 りがいかに

海にインパク トを与えているかを理解するでしょう。釣場はどこの海にでもあります。釣場前の海中

では切れた釣 り糸が縦横無尽に走 り,サ ンゴなどに絡みついています。また,釣 り針が刺 さつたまま

の魚や釣 り糸で身動きが取れなくなり死んだウツボなども見たことがあります。他にも飲料水の空き

缶や釣 り餌の空き袋なども海底に散乱 しているのです。

サンゴヘの影響

サンゴに絡みついた釣 り糸は,潮 の流れや波の力でサンゴの上部に団子状に絡みつきます。こうなる

と海面からの光を遮ったり,サ ンゴ虫を直接刺激 し,ダ メージを与えたりします。サンゴは自分で除

去できないため,い ずれ弱つてきます。サンゴに耐性がなければその個体は死滅 してしまうのです。

どうしたものか

海の中は誰もが見ることは出来ませんから,気 がついた人がみんなに教えてあげなくてはなりませ

ん。まず,知 ることです。知れば考えざる得ないからです。

ささやかな活動ですが

友人に教えられ,釣 場前の海に入つた時,そ の状況を見て驚きました。私たちは見ぬふ りをすること

ができず,毎 週 1回 , 日曜 日にサンゴなどに絡みついた釣 り具の回収作業をすることにしました。

今 日まで約 1年 半ほど活動を続けてきて,周 囲のサンゴ礁も少 しはよい状態になったと思いますが,
一週間後に入ると新たな釣 り具が水中に放置されているのです。それでも,私 たちの活動を知った人

たちが,釣 場周辺のゴミを拾 うなどして協力 してくれています。とても嬉 しいことです。



釣場前の海の中 ⑮

釣場前の海底は美 しいソフ トコー

ラル が群生 し,そ の間 にハー ド
コーラルが点在 している。

サンゴは釣 り糸を自力で除去できないのです。 釣 り針にかかつたまま海底

で生きていたオジサン。

ソフ トコー ラル にイ カエ ギが

引つかかつて傷つけている。

ときどき工事現場用のロープな

ども絡んでいる。

釣 り針 と糸が首に巻き付いて死

んだウツボの子ども。

↑
釣 り糸がサンゴ虫の個体を押さえつけている様子。

生きものの採取
沖縄のあちらこちらのホテルや空港,飲 食店などで,美 しい熱帯魚の水槽を見たことがあるでしょう。ま

たご家庭の水槽で大切に飼育 している人も多いと思います。あの青色や黄色の小さな魚たちは,石 垣や宮

古の海,ま たは,外 国で採取 して輸入 しているそ うです。本島の海岸でも業者が採取 している現場に出会

うことがよくあ ります。彼 らが好んで採取するのは,高 価で売れる珍 しい魚や子 どもの魚です。 6月 から

7月 にかけては稚魚のシーズンなので,こ の時期に合わせて採取に来る業者もいます。生まれて間もない

子 どもの魚たちは無抵抗に採取され,三 度 と生まれ故郷の海に戻ることはありません。一生を人工の環境

下の水槽の中でおくることになるのです。

私が思うこと

私は,海 の中でたくさんの生きものたちの営みを見てきました。その一匹一匹は,卵 から発生 し,過

酷な自然環境の中でなんとか生き抜いてきたものたちです。そのような命を目の前にすると, とても

手を出すことができません。できるだけそつとしておきたくなるのです。その様な思いで,水 槽の中
の生きものたちを見ていると, とても不自然さを感 じるのです。私たちは,自 分の思い一つで,た い

ていのことを実現できます。 しかし,だ からといつて何でもしていいとは思えないのです。

私たちは命をどう考えているのだろうか
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知ることが始まり

私たちの日常は,仕 事のことや家庭のことに追われて毎日が過ぎていきます。
でも,今 日の講演会のテーマのように,自 然界のことや生きものについての話を聴 くことで, 日常の出来事

から少 しだけ離れ,別 の視点により,私 たちの生きている周 りの様子について思いどはせてみることができる

と思います。 自然を守るとよく言いますが,な にか漠然としていてつかみどころがないように感 じませんか。

それならば, 自然とは,生 きものたちと彼 らの暮 らす環境のことだと置き換えて考えるとわかりやすいと思
います。あなたは,お 一人で,ま たは,お 子さんと一緒に草むらや近所の磯に出掛けて,そ こにしゃがみ込ん

で生きものたちの営みを静かに観察 したことがあるでしょうか。そこには,よ く観察すると,た くさんの生き

ものたちの営みがあるはずです。植物のツルの上を忙 しそ うに行つたり来たりするアリたち,触 角の手入れを

している甲虫,好 物のアブラムシを探 しまわるテン トウムシ…,私 などは,い ったい何をしているのだろう?

という好奇心で見ているので何時間見ていてもあきません。

彼らの生を考えてみると,そ れはただ,淡 々と自らの営みを続けているにすぎません。

海の中でも同じです。卵から生まれた仔魚 (しぎょ)た ちは泳ぐ力もまだほとんどありませんが,過 酷な自

然界に耐えて成長 していきます。たくさん生まれても生き残れるのはほんの数匹です。

そ うして生きている命の一つを目の前にして見ていますと,私 は,そ の生きものに対 し,決 しておかしては

ならない畏敬の念を感 じるのです。

まずは,何 でも 「知ること」です。それが始まりだと思います。

対象を知れば,そ れについて考えます。深く考えてみればその本質が見えてきます。

それから行動につながつていくのだと思います。例えば,前 述したように生きものについて畏敬の念を心に

持てば,生 きものに対 して何でもしていいとは思わないでしょう。また,戦 争でも敵国の人々にも暖かい家族
の団らんがあると知れば,い つたい誰が彼 らの頭上に爆弾を落とすことができるでしょうか。

対象をよく知ることが,問 題解決の糸日となると思 うのです。
この世界は,科 学技術は格段に進歩 しましたが,そ れに伴 う精神が追従 していないように思えてなりませ

ん。心の根底に倫理観を据え,自 らを戒め,限 りなく善の道を模索するときに,地 球のすべての生命が一つに

なり,ほ んとうの平和が訪れるように思います。あなたは,ど う思いますか。
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