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環境変動が沿岸海洋プランクトン生態系に及ぼす影響、特にクラゲ類の増大に関連して
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The influence of environmental changes upon the coastal plankton ecosystems, 

with special reference to mass occurrence of jellyfish 

HAR UTO ISHII 

ToたyoUniversity of Fisheries, 4-5-7 Kounαn, Minαtoーたu,Toたyo108-8477, Jαpαη 

Abstract The influence of environmental changes such as eutrophication causes serious problems in 

many coastal waters. Tokyo Bay is one of the most eutrophicated bays in Japan, and mass occur-

rences of scyphomedusan jellyfish Aureliααuritαhave often been observed with progress of eutrophica 

tion. Aureliααuritαis often a predominant scyphomedusan species in coastal waters, and particu-

larly in summer, mass occurrences of the medusa cause serious problems as they clog pipes of power 

plants. In Tokyo Bay, the medusae of larger sizes than those in the other areas occur abundantly 

throughout the year. The abundance of mesozooplankton as prey of medusae have increased after the 

World War Il, because of eutrophication. The zooplankton community in Tokyo Bay is characterized 

by the significant dominance of microzooplankton and relatively small copepods, such as Oithonα 

dαvisαe. Relatively large mesozooplankton are few. It is assumed that the prosperity of A.αuritα 

medusae is caused by the increase of 0. dαvisαe population. Microflagellates, 0. dαvisαe, and A. 

αuritαare the major components of a food chain in Tokyo Bay and only a small portion of the 

secondary production is transferred to fish. In this paper, the influence of environmental changes 

upon the population of polyp stages of A.αuritαis also discussed. 

Key words: Aureliααuritα，jellyfish, plankton ecosystem, polyp, Tokyo Bay 

1 .はじめに

海洋沿岸域の富栄養化は，今や全世界的に起きている問題で

あり，特に大都市に面した内湾域でその傾向は顕著である．東

京湾は，日本で最も早くから富栄養化の進んだ内湾のひとつで

ある．特に1960年代の高度経済成長期に伴う産業排水の流入や

沿岸部埋め立て地の急増により，水質悪化は急激に進行し，天

然の海岸線も一部を残して消失してしまった．また，富栄養化

の進行に伴い1970年代以降は赤潮も頻発するようになり，それ

に伴う底層の貧酸素化が底生動物に深刻な影響をもたらすよう

になった． ‘方，沿岸域に出現する代表的な大型クラゲ類（刺

胞動物門）であるミズクラゲ（Aureliααuritα（L.））は，東京

湾では戦前にはほとんど出現しなかったにもかかわらず（平坂

1915），近年大量に発生し，臨海域の経済活動や湾内の水産

業に対して多大な被害をもたらしている．東京湾内湾域（千葉

県富津岬 神奈川県観音崎ラインより内側の海域）で観察され

る他の大型クラゲ類としては，アカクラゲ （Chrysαorα

melαnαster (Brandt）），カミクラゲ （Spirocodonsαltαtor 

( Tilesi us) ）等がある．また有櫛動物門のカブトクラゲ （Bol-

inopsis miたαdo Moser），ウリクラゲ （Beroe cucumis 

Fabricius）等も多産する．しかしながら これらの種類の出

現時期は限られており，またミズクラゲのように大群を形成す

ることもない．そこで，本論文では戦前から高度経済成長期を

経て現在に至るまでの約半世紀の聞に，水域環境が劇的に変動

した東京湾を例として その環境変動が沿岸生態系にどのよう

な影響を与えたのかを特にミズクラゲの増大と関連させて，

過去の研究例や現在のデータをもとにして考察してみたい．

2.ミズクラゲの生活環

ミズクラゲの生活環は世界各地の出現海域ごとにまちまちで

あるが，春季に出現したエフィラ幼生が夏季までに急激に成長

するというパターンは共通して観察される．例えば，東京湾で

はクラゲ世代は通年観察されるが北欧ではクラゲ世代の出現

は春～秋季までに限定される（Grりndahl1988a）.また，ス

ウェーデンのグルマルフィヨルドでは秋季に出現したエフイ

ラ幼生が冬期は休眠して春季から再び成長を始めることが知ら

れている（Hernroth & Grぬdahl1983）.福井県浦底湾のミ
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ズクラゲはプラヌラ幼生が着底後ポリプ世代を経ることなく直

接エフィラ幼生に変態すると報告されている（安田 1988）.こ

のような観点から，以下に東京湾におけるミズクラゲの生活環

を説明する

春季にエフイラ幼生が出現する．この時の大きさは，約3-4

mm  （内径）で船上からでも観察できることがある．エフイラ

幼生は徐々に成長し， 1ヶ月後には約 1cmの稚クラゲとなる

稚クラゲは，さらに成長を続け，夏季には約20cmの成体クラ

ゲとなる．このころから有性生殖が始まり 下傘の口腕基部付

近に多数のプラヌラ幼生を付着させた雌個体が観察される．成

体クラゲの一部は，秋季には放卵・放精を終え縮小・死亡して

行くが，一部の個体は成長を続けて越冬し，翌年の春季には30

cm 以上になる．ミズクラゲの受精は雌の胃腔内で行われ，受

精卵はプラヌラ幼生となって約 1週間雌の口腕基部付近の育嚢

内に付着した後，泳ぎだし，適当な基盤上に付着しポリプに変

態する．ポリプは自身が成長するとともに出芽することによっ

て無性的に繁殖していく．やがて12月頃に水温が低下するとポ

リプの体にくびれが生じ横分体となる（ストロピレーション）

そのくびれによって生じた盤が横分体から遊離してエフィラ幼

生となるのである（Fig.1) 

h 

Fig. 1 . The life cycle of Aureliααuritα，including the 

annual sexual medusa stage and the perennial asex-

ual polyp or scyphistoma stage. The different stages 

are: (a) medusa, (b) planula, (c) polyp, (d) asexual 

budding of daughter polyp, (e) strobila, (f) strobila-

ti on, (g) ephyra and (h) young medusa (Gr加 dahl

1988b). 

すなわち，東京湾のミズクラゲにおいては， 7～ 8ヶ月程度

のクラゲ世代と 8～ 9ヶ月程度のポリプ世代があり，それぞれ

の世代において様々な環境の変動にさらされ，またそれらに適

応した結果，現在の個体群レベルにまで増大したのであろう

そこで，それぞれの世代について東京湾における環境変動がど

のような影響をもたらしてきたのかを考えてみることとする

3.クラゲ世代

戦前には東京湾内湾域におけるミズクラゲの現存量はかなり

低く，局所的にのみ分布していたと推定され，一方，アカクラ

ゲやアンドンクラゲ（CαrybdeαrαstoniiHaacke）は当時

頻繁に観察されていた（平坂 1915）.現在では，アカクラゲは

春期の限られた時期に局所的に観察される程度であり，アンド

ンクラゲにいたっては内湾域ではほとんど出現しない．ミズク

ラゲは，東京湾では周年観察され 1960年代には25inds m-3に

達する大規模な群れ（パッチ）が記録されている（桑原ほか

1969）.東京湾におけるミズクラゲの個体密度の研究における

それぞれの最高出現密度は 1.53 inds m 3 ( Omori et al. 

1995) , 2. 6 inds m 3 （野村・石丸 1998), 1.6 inds m 3 (Toyo-

ka wa et al. 2000）等である．しかしながら，これらの値は，ネッ

ト採集によって得られたものであり その海域における平均的

な個体密度を表してはいるものの しばしばパッチ状に分布す

るミズクラゲのパッチ内の個体密度を示しているものではない．

ミズクラゲ？の高密度パッチは現在でも頻繁に観察され， 1998年

に表層に出現したパッチ内の個体密度の平均値は， 54inds m 3 

と極めて高い値を記録した（石井未発表）

Table lに東京湾を含めた世界各地の沿岸域におけるミズ

クラゲの個体群動態に関する報告例をまとめた．東京湾におけ

る値はパッチ内の個体密度ではないが，それにしても他の多く

の海域における値に比較して高く これを上回っているのは半

閉鎖・閉鎖海域における値のみである（Lucas& Williams 

1994 Olesen et al. 1994 Lucas 1996 Ishii & Bamstedt 

1998）.しかしながら これら半閉鎖・閉鎖海域に出現する個

体の傘径は極めて小さい．東京湾のミズクラゲは傘径が比較的

大きい上に個体密度も高いので現存量では他の沿岸域と比べて

柿．めて高く，ミズクラゲが根めて卓越した存在となっているこ

とが理解できる

東京湾におけるミズクラゲのこのような増大をもたらした要

因のーっとして，富栄養化の進行に伴う餌生物の個体数の増加

があげられる．東京湾における戦後1948年から1990年までの塩

分，栄養塩，クロロフィル等の経年変化については，野村

(1995）による詳細な報告がある．それによれば，首都圏での

生活用水や産業用水の確保のため利根川や相模川水系の河川

水が首都圏に供給されるようになり，その結果，高度経済成長

期の1960年代後半から現在に至るまで塩分は低下し続け，現在
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Aureliααuritα：summary of the occurrence of medusa populat10n. 
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一方，植物プランクトン相は，珪藻類にかわりナノサイズの微

小鞭毛藻類の占める比率が上昇しており （野村 1995,1998, 

山口・有賀 1988），植物プランクトン全体のサイズ組成が小型

化している傾向が伺われ，栄養塩の濃度やそれらの比率の変化

との関連牲が指摘されている（野村 1998)

の表面塩分の年平均値l土29psu前後で

おける経j斉j舌動の上昇や人口集中は，同時に栄養塩類の増加を

もたらし，特に溶存態無機窒素は一貫して増加傾向にある

ロロフィルα濃度については，平均40μgl・l前後の高い値が湾奥

から湾口まで観察され しかもこの値は周年維持されている

ク
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Fig. 2. Seasonal variation of species composition of mesozooplankton in Tokyo 

Bay (Anakubo ＆孔1urano1991) 
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Fig. 3. Taxonomic composition of prey as numbers in the stomach of Aureliααuritαin Tokyo Bay. The total number 

of prey items in a stomach on each date is indicated in parentheses (Ishii & Tanaka 2001). 

ミズクラゲの餌となる動物プランクトンの出現密度は，戦後

から1970年代初頭までの東京湾の富栄養化により植物プランク

トン生産が高まると共に増加した．しかし動物プランクトン

相については多様性が低下し代表的な動物プランクトンであ

る榛脚類ではAcαrtiαomoriiBradford等の中型携脚類から

Oithonαdαuisae Ferrari & Orsi等の小型携脚類への移行が

観察されるなど，植物プランクトンと同様にサイズ組成が小型

化したと報告されている（野村 1993).Oithonαdαvisαeは，

現在の東京湾で最も優占している動物プランクトンであり，単

独で健脚類群集中の最優占種と言っても過言ではない．特にミ

ズクラゲの現存量の多い夏～秋季にかけて，その傾向は顕著で

ある（Fig.2). Oithoηαdαvisαeの繁栄をもたらした原因の

ーっとして，植物プランクトン相が珪藻類から小型鞭毛藻類へ

と変化し，鞭毛藻食者である0. dαuisae (Uchima 1988）に

有利に働いたことが考えられる．榛脚類以外では微小動物プラ

ンクトンの有鐘繊毛虫類の出現密度も上昇している（野村ほか

1992) 

このような動物プランクトン相の小型化は，高次の捕食者に

どのような影響を与え東京湾における膨大な基礎生産は0.

dαvisαeを通してどこに転送されているのであろうか．このこ

とに関連してEianeet al. ( 1999）が非常に興味深い研究を行っ

ている.Eiane et al. (1999）は，全く異なる食物網を持つノ

ルウェーの 2つのフィヨルドすなわち動物プランクトン捕食

者として魚類が優市するフィヨルドとクラゲ （Periphylla

periphyllα（Peron & Lesueur））カf優占するフィヨルドに

ついてそれぞれ調査を行ったその結果体サイズの大きい中

型動物プランクトンの現存量は“魚類フィヨルド”の方が“ク

ラゲフィヨルド”に比べて極端に低いことが判明し，魚類のよ

うに視覚によって捕食行動を行う生物は選択的に大型個体を摂

餌しており，一方，接触して機会的に摂餌を行うクラゲ類の摂

餌行動は餌の大きさにそれほど影響されていないことが示唆さ

れた．東京湾においても かつては Acαrtiαomorii等の中

型携脚類が優占しており 体サイズが大きいため魚類等の視覚

的捕食者の好適な餌科となっていた．しかし，近年最優占種と

なった0.dαuisaeの体サイズは視覚的捕食者には小さすぎ，

餌料として利用しにくい結果となってしまっているのではない

だろうか．逆に，ミズクラゲのような接触捕食者にとって， 0.

dαuisaeの卓越は，何ら負の要因にはならず，そのまま利用可

能な餌量の増加につながっているものと考えられる．実際に現

場海域で採集したミズクラゲの胃腔内容物の主体は，ミズクラ

ゲ現存量の低下する冬期を除いて0. dαuisaeで、占められてお

り，特に10月は胃腔内容物の実に94%が0.dαvisαeで、あった

(Fig. 3）.このことは現在の東京湾では，特に春～秋季にかけ

てミズクラゲが高次捕食者として重要であると同時に，微小鞭

毛藻類－ 0.dαvisαe ミズクラゲと連なる食物連鎖が，東京

湾生態系内では極めて卓越した食物連鎖となっていることを示

H変している

ミズクラゲは東京湾のように餌の豊富な環境下ではどのよう

に成長するのだろうか.Ishii & Bamsted t ( 1998）は，ノル

ウェーのベルゲン近郊のフィヨルドに生息する小型のミズクラ

ゲを用いて様々な餌密度のもとで約 2ヶ月間飼育実験を行い

その成長を追跡した（Fig.4）.この海域は半閉鎖的な海域で

ミズクラゲの餌となる梶脚類等の個体数は非常に低く，東京湾

に比べてはるかに餌不足の状態下にある．ここで採集したミズ
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Fig. 4. Changes of mean bell diameter of Aureliααuritαin Vagsb0pollen, Norway, and of 

well fed and starved individuals cultured in the tank (Ishii & Bamstedt 1998) 

Jun May 

しかし，クラゲ世代における大発生例を考えれば，ポリプ個体

数も増加していると考えるのが自然であろう．それでは，東京

湾の環境変動がどのようにポリプの増殖や生残に関わっている

かについて考察を試みる

ポリプの餌として成体クラゲにとって好適であった梶脚類

（コペボディット期）は体サイズや遊泳力から考えると必ずし

も好適とは言い難く 一回り小さく遊泳力もそれほとぐ無い微小

動物プランクトンが摂餌の対象となっているようである

Martinussen et al. （未発表）は ポリプに様々なタイプの

餌を与えて飼育を行い，その結果植物プランクトンやコベボディッ

ト期槙脚類については全く成長を認めず，アルテミアのノープ

リウスゃある種のヒドロポリプを与えたときにのみ成長・出芽

ヒドロポリプは付着性であるので，ミズクラ

ゲのポリプは触手を伸ばすことによって周囲にあるヒドロポリ

プを摂餌することが可能である．しかしながら，これは天然海

域ではまれなケースであると思われる．主要な餌である微小動

物プランクトンの個体密度は東京湾では0.dαvisαeと同様に

増加傾向にあり，特に有鐘繊毛虫類の増加は顕著である（野村

ほか 1992，野村 1993）.このことは，ポリプにおける餌料環

境も東京湾の富栄養化に伴い好適化したことを示している

一方，高度経済成長期以降進行した沿岸域の埋め立ては，干

潟などの海岸線を次々と人工護岸に変えていき，ポリプが付着

可能な基質の面積も同時に増加していった.Fig. 5は， 1947年

から1988年までの東京湾内湾における埋め立て地を示したもの

この期間，干潟や浅瀬が埋め立てによってどんどん失

われていったことが明瞭にわかるであろう．ポリプの付着基盤

としては，容易に流されてしまう砂泥上よりしっかりとした人

工構造物の方が適していることは明らかであり，特にある程度

年月がたって有機溶剤が消失したコンクリートのような堅い構

造物の表面は，ポリプにとって好適な付着基質の A つである

（石井未発表）．またポリプの付着率が基盤の上面よりも側

を観察している

クラゲに餌として，近くのフィヨルドで採集したCalαnus

finmαrchi-cus (Gunner）を高密度で与えると，その成長速

度は現場海域に生息している個体をはるかにしのぎ，実験終了

時の 7月下旬における傘径は現場海域における個体が約 7c 

mで、あったのに対し，高密度の餌条件下では14cm以上に達し

また同時に雌個体の卵細胞の成熟度を観察すると，餌密度

の低い現場海域で採集した個体より，高密度の餌条件下で飼育

した個体の方が成熟が遅かった．このことは餌密度が高いとミ

ズクラゲは獲得したエネルギーを再生産よりも個体の成長に回

すことを示している．すなわち ミズクラゲは餌の少ないとき

には成長速度を抑えて再生産に獲得したエネルギーを振り分け，

餌の多いときには非飽和的に摂餌し高い速度で生長するという

柔軟な適応能力を持っていることを示している．同様の指摘は

Lucas & Lawes (1998）によってもなされている 個体が大

型化すれば当然のことながら産卵個体数も増加することとなる

餌生物の豊富な東京湾では，ミズクラゲの体サイズは大型化し，

結果として産卵量も大きくなることが示唆される．前述したよ

うに東京湾では，他の海域ではあまり見られない傘径30cmを

越す個体が秋～冬季にかけてしばしば観察されている

ことから，ミズクラゲは，その環境適応力という点で極めて優

れた生物であり，東京湾では富栄養化と並行しておきた動物プ

ランクトン個体密度の増加と群集構造の変化が，ミズクラゲ群

集の増大を引き起こした一因であると考えられた

以上の

た

である4.ボリブ世代

ミズクラゲは，ポリプ世代（以下，ポリプ）において無性的

に個体数を増殖させることが可能であり この時期の個体数の

増加もまた，クラゲ世代における大発生に密、接に関連している

と考えられる．しかし残念なことに天然海域におけるミズク

ラゲのポリプの出現量の変動を調査した例は皆無であり，ポリ

プ個体数が近年になって増加しているのかどうかは不明である
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Fig. 5 . Change of shoreline of Tokyo Bay. The closed 

area indicates the land reclaimed during 1947 and 1988. 

面や下面の方が高いことからも（Brewer1978，石井未発表），

沿岸部に人工構造物特に浮き桟橋や係留しである船舶等が増

えたことがポリプの付着面積の増加に大きく寄与しているもの

と思われる．さらに，このような人工構造物上の付着生物群で

最も優占しているムラサキイガイ等が夏の終わりから秋にかけ

て脱落した後に残る貝殻の隙間などは，ポリプが最も好んで付

着するところである（石井未発表）．以上のことから，ポリプ

の生育環境は付着基質の面からも，東京湾内湾域では好適化し

ているものと推察される．また，この傾向は，最近のさらなる

埋め立て地の増加やメガフロート等の建設によりさらに強まる

ものと考えられ，以上のことから，東京湾の富栄養化と沿岸域

の埋め立てはポリプの生育にとっても好適な環境をもたらし，

結果的にミズクラゲの増大にも大きく寄与しているものと推測

された

s.おわりに

東京湾におけるミズクラゲの現存量は最近約20年間は顕著に

増大したという報告はなく ミズクラゲの増大も現在では落ち

着いた状況にあるとも考えられる．しかしながら，ポリプ世代

の高い増殖能力や東京湾での豊富な餌量を考えると常に大発生

を起こす可能性があり その高密度なパッチは，他の動物プラ

ンクトン群集のみならず臨海域の産業や湾内の水産業にも甚大

な影響を及ぼすものと思われる．また，今回はふれなかったが

東京湾で頻繁に観察される夏の終わりから秋にかけての塩分の

低下や夏季に底層で形成される貧酸素水塊に対する影響などに

ついてはさらに研究を積み重ねていく必要があると思われる

塩分については， Bamstedtet al. ( 1999）が，様々な塩分で

エフイラ幼生を飼育した結果その摂餌量や成長速度に顕著な

差が見出せず，広範囲な塩分に適応可能であるという興味深い

報告をしている．今後は，様々な環境要因をパラメーターとし

たシミュレーションモデルを構築し環境変動に対応してミズ

クラゲの個体数がどのように変動していくのかを推定し，次の

年の出現量を予測するという方向での研究が肝要ではないかと

考えられる
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