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大島賞受賞者総説

気候変化がもたらすフェノロジーのミスマッチ

海鳥の長期モニタリングが示すこと

綿貫豊

北海道大学大学院水産科学研究院

Climate induced phonological mismatch: an implication from a long-term monitoring study of seabirds. Yutaka 

Watanuki (Graduate School ofFisheries Sciences， Hokkaido University) 

要旨:気候変化は生物にフェノロジーの変化をもたらし、餌生物と捕食者などの出現の時期がずれること(ミスマッ

チ)をとおして生物群集に影響を与える。そのため、ミスマッチがおきる条件を理解することはますます重要になって

きており、その検証や生態系への影響を知るには、野外における長期研究が不可欠で、ある。この論文では、ミスマッチ

が生じる原理と陸上生態系と海洋生態系における例をレピ、ユーし、ミスマッチがおきる条件について検討した。謹上生

態系では、温暖化により森林性鳥類、昆虫や植物のフェノロジーが近年早まっているが、早期化の程度は異なる。異な

る物理要因(日長や温度など)がそれぞれに影響するか、ひとつの物理要国が異なる程度にこれらそれぞれの機能グル

ープに影響するため、これらの間にミスマッチが起きている O 海鳥の繁殖時期は必ずしも早期化していないが、海氷や

海水温などの年変化の影響を受け、海鳥の餌要求が最大になる時期と鱗生物の入手可能時期の聞にミスマッチが起き

ることがある。北海道天売鳥に繁殖するウトウ Cerorhincamonocerataの館として重要なのはカタクチイワシ Engraulis

japonicusである。その長期研究によって、北半球における異なる気圧分布が、ウトウの産卵時期を決める春の気温とカ

タクチイワシが入手可能になる時期を決める対馬暖流勢力に影響するため、年によってはウトウの繁殖時期と餌が利用

可能になる時期にミスマッチが起こることがわかった。このように、地域気候に影響する大スケールでの気圧分布や海

流の変化が、直接また海洋生態系の変化を通じて海鳥の繁殖成績に影響する O しかしながら、いくつかの地域における

ウトウの研究から、そのメカニズムは地域によって異なることもわかった。また、恒温動物である海鳥の活動は環境混

度の影響を直接受けることはなく、海鳥が、年ごとに、餌の利用可能性が高くなる時期に繁殖のタイミングをあわせて

いる可能性も指摘されている。そのため、気候変化が海鳥にあたえるインパクトを明らかにするには、地球規模での気

候変化が地域の海洋システムと海洋生態系に与える影響を調べるとともに、彼らが繁殖時期を調節する能力とそれを制

限する要因を明らかにする必要がある O

キーワード:ウトウ、カタクチイワシ、気温、気圧記置、海洋生態系

Abstract: Climat巴 fluctuationscan shift the phenology of many species， often greatly impacting communities by， for example， 

causing seasonal mismatches between predators and prey. Thus， understanding the factors affecting such mismatch巴sand the 

ecosystem ramifications thereof has become increasingly important， highlighting the need for longぺerms札ldies.In this pap巴た we

review empirical evidence for the mismatch principle in t巴汀estrialand marine ecosystems and discuss the conditions that induce this 

phenomenon. In terrestrial ecosyst巴ms，the phenologies of birds， insectsラ andplants have become advanced， although to different 

degrees， due to global warming. Different physical factors (e.g.， day length and temperature) and/or single factors differentially 

affect the phenology of theseおnctionalgroups， thus generating mismatches between key species. Although the timing of breeding 

in seabirds is not always advanced， it can be affected by interannual changes of sea ice and s巴awater t巴mperatures.Several studies 

have reported mismatches between the period of high food requirement in seabirds and the seasonal peak availability of prey. For 
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example， the ancho九yEngraulis japonicus， is the most important prey item of rhinoceros auklets Cerorhinca monocel・'Gta，breeding 

on Teuri Island. A long-term study has indicated that different pattems in the air pressure of the nOlihem hemisphere have affected 

both spring air temperatures， which determine the timing of egg laying in auklets， and the strength of the Tsushima Current， which 

influences the seasonal availability of the anchovy. Therefore， in some years， a mismatch has formed betwe巴nthe timing of auklet 

breeding and peak prey availability. Clearly， global surface pressure pattems and water currents， both of which impact local climate 

factors， can affect the breeding success of seabirds either directly or indirectly through changes in the marine ecosystem. However， 

studies of auklets have also indicated that var・iousmechanisms operate in different regions. Furthermore， because seabirds are 

homeotherms， their activity may be less affected by ambient tempera札lre;thus， th巴ycan often adapt the timing ofbreeding each year 

to match peak prey availability. Therefore， to more fully understand the effects of climate change on seabirds， the impacts of global 

climate change on the physics and biota of local marine ecosystems must be examined. In particular.ラ researchshould focus on the 

ability of se訪ね也 toadjust the timing ofbreeding as w巴IIas the factors limiting associated activities. 

Keywords: Rhinoceros Auklet， Anchovy， air temperature， air pressure system， marine ecosystem 

マッチ・ミスマッチ原理

生物の生活史において、餌を得られるかどうかが生存

と繁殖を大きく左右するクリテイカルなステージがある。

ある生物種のクリテイカル・ステージがその餌生物量の

大きい季節と一致しないとその麓の生産性が減る、とい

うのがマッチ・ミスマッチ原理である。これは、魚、のふ

化時期がその稚魚の餌であるカイアシ類の出現と一致し

ないと、その年生まれの年級群の加入量が小さくなる、

という魚、資源変化を説明する原理として提案された(同o此

1914; Cushing 1990)。

多くの生物種はその交尾・産卵・ふ化、発芽・開葉・開花、

生長・変態、休日誌や渡りなどの時期が物理的な環境要因

(光、j昆震、湿度など)によって季節的に決まっている(フ

エノロジー)。植物の場ー合は日長、光、温度、水分や栄養

塩などの条件がその展葉、ブルーミング(プランクトン

の急激な増殖)や結実時期を決める O 昆虫では日長や温

度が交尾・産卵時期を決め、その後の有効稽算温度が卵

発生速度を決め、結果的にふ化時期がi夫まる。これは動

物プランクトン、魚やイカなどの海洋生物でも l可じこと

である。環境温度変化に生理的にはそれほど左右されず

に生活する鳥類や陪乳類でも、 i度り時期、産卵時期や交

尾時期の決定には光や温度がかかわっているようである。

したがって、もし気候変化が起きて物理的環境要菌が

年によって変化し、フェノロジーが変われば、 2撞の罰

でフェノロジーのミスマッチがおこり、捕食、競争、共

生など、生態的機能の異なるグループ陪での相互作用の

話離がおこるだろう。この原理はさまざまな生物問相互

作用においてあてはまりうる普遍性が高い原理であるた

め、生態系変化のメカニズムを探る際に役に立つ (Stenseth
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and Myst巴rud2002 ; Durant et a1. 2007) 0 例えば、鳥類では

育語I~はもっともエネルギー要求が高いクリテイカルな生

活史段階である (Drentand Daan 1980)。鳥類の繁殖開始

時期は、ある種類では、日長などで大まかに決まってい

ると考えられている(ギル 2009)0一方、雛の主要な餌

であるイモムシの出現時期は積算温震や降雨量でかなり

明確に決まる O 気候変動は積算温震や降雨量を大きく変

えるが、日長には影響しない。気候上昇によってイモム
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凶 l シジ、ユウカラとその自耳のフェノロジーのミスマッチ (Visser

and Both 2005 : Both et al. 2009より改変)。ふ化日数と巣立ち

日数を計算に入れると、シジュウカラ Parusmザrorにとって

餌要求量が最大となるのは、産卵後 21~ 30日程度であり、

雛の巣rr.ちが近づいたころである。オランダでは温暖化傾向

によってシジ、ユウカラの産卵時期は年々若干ネまった。しか

し、その程度はシジュウカラの脊綴矧の鈎であるイモムシの

出現時期の早まり方よりかなり小さい。そのため、問者のフ

ェノロジーのミスマッチの程度は:有三々 大きくなっている。



気候変化とフェノロジーのミスマッチ

シの出現時期が早まると、日長にあわせて毎年ほほ同じ

時期に産卵する鳥類種が雛を育てる時には、すでにイモ

ムシは踊になっており、雛に十分な餌を与えられなくな

る(図 1)。このようなマッチ・ミスマッチ原理の視点は、

人間活動による温室効果ガスによる温暖化も含めた地球

規模での気候変化が、生物資源生産に与えるインパクト

を評価し予測する場合にも重要なので、応用研究の面か

らも役に立つだろう (Stensethet al. 2002)。

ミスマッチの事例

フェノロジーに影響する要因を理解するために、温度

をコントロールした実験など生理学的な研究が行われて

いる O それとともに、実際にミスマッチが起こっている

か、それが生態系の変化をもたらしているのか、といっ

た点を明らかにするためには野外での長期研究がますま

す重要になっている。特に、大型動物を対象とする場合、

操作実験が労力的にも倫理的にもむずかしいので、長期

研究は不可欠である。まず、具体例を示そう O

地球溢暖化が陸上生態系における l次生産者のフェノ

ロジーを早めていることはよく知られている。北半球で

は 11年間に植物の成長時期はおよそ 8日間早くなって

いる (Myneniet al. 1997) 0 ヨーロッパの 21カ国におけ

る542種の植物と 19種の動物において 1971~ 2000年の

間に行われた長期研究をレビューしたところ、関菜、開

花、着実のタイミングが、春・夏の気温が 1度上昇する

ごとに 2.5日早くなっていることがわかった (Menzelet 

al. 2006) 0 1次消費者である昆虫においても、ヨーロッ

パ大陸や地中海で、は、その出現時期が大まかには温暖化

に応じて早まっているようである (Gordoand Sanz 2005， 

2006 ; Both et al. 2009)。温暖化に対し植物と昆虫のフェ

ノロジーが同じ速度で早まっているならばミスマッチは

おこらない。しかし、強い共生関係にあり、したがって

開花のフェノロジーが変わってもそれに合わせようと

する傾向が強いであろうと思われる送粉昆虫において

も、開花時期とこれら昆虫の出現時期のミスマッチが報

されている (Doiet al. 2008 ;工藤 2008; Hegland et al 

2009)。

高次の捕食者とその餌生物との間では、気候変化がミ

スマッチをもたらす例がさらに多く報告されている。鳥

類の自然誌研究が進んで、いる英国では、その産卵時期や

育雛時期が古くから調査されている。多くの陸烏種 (65

種中 51種)においては、 1971年から 1995年の聞に産卵

日が早くなった (Cricket al. 1997) 0 その後も、ヨーロッ
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パの陸烏では、繁殖時揚が早くなっているという報告が

数多く出された (McCle巴ryand Perrins 1998 ; Visser et al. 

2003)。ところが、鳥類の産卵日は、その餌である昆虫

類のフェノロジーに同調して卒まっているわけではない

こともわかってきた。その結果、繁殖時期と餌生物の出

現時期のミスマッチの程度が大きくなり、個体数が減少

しているマダラヒタキ Ficedulahypoleucaの個イ本群もある

(Both et al. 2006)。ヨーロッパにおいて、 100穫に及ぶ渡

り性鳥類の個体数の 1990~ 2000年の簡における変化傾

向をレピ、ユーした研究がある (Molleret al. 2008)。これに

よると、植物や昆虫のフェノロジーの早期化に応じて春

の渡り時期が早まった韓類では個体数が増加したが、渡

り時期が変化していない種類では個体数が減少している。

楠乳類でも似たような例が報告されている。グリーンラ

ンドでは 1993年からの 4
0

Cにも及ぶ昇温が植物の生長時

期を早めたが、 トナカイ Rangifertarandusの出産時期は

それに追いつかず、子の生存率が近年低下している (Post

and Forchhammer 2008)。

海洋生態系ではどうだろうか。 海洋における長期生物

データをつかった報告の数は陸上生態系の 0.3%に満たな

い (Richardsonand Poloczanska 2008)。それでも長期的気

候変化が、一次生産、動物ブランクトン、魚類、高次捕

食者の生物量やフェノロジーに影響していることがいく

つか報告されている (Aebischeret al. 1990 ; Mackas et al. 

2007 ; Moline et al. 2008)。さらに、湖においても (Winder

and Schindler 2004)、外洋においても (Edwardsand 

Richardson 2004)、温暖化とともに生産者のフェノロジー

は早まったが、消費者のそれはそれほど早まらずにミス

マッチが起こっていることも示されている。また、マッ

チ・ミスマッチ原理によって、この原理がもともと説明

しようとしていた魚の加入量変化が説明できた倒もある。

北米太平洋沿岸のハドック (Melanogrammusaeglefinusタ

ラ科の魚、)の稚魚、の生存率インデックスは、春の植物プ

ランクトンのブルーミング時期が早すぎる年では悪くな

っている (Plattet al. 2003)。

ミスマッチの条件

次にミスマッチが起きる条件について考えよう。まず、

捕食者とその餌生物の間でフェノロジーを決める物理条

件が巽なる場合が考えられる O フェノロジーが光条件で

決まる種と温度や水条件によって決まる種が相互作用し

ている場合などである。光条件は気候変化によって変わ

らないが現度や水条件は大きく変化する O 外洋でのプラ



綿貫

ンクトンのブルーミング時期について、これにあてはま

る例が報告されている。生活史が水温変化より日長や光

強度に強く影響されるグループ(カイアシ類の一部や春

先と秋にブルーミングする珪藻類)では、温暖化に対し

てその出現が早まる傾向ははっきりせず、一方、発育成

長や幼生の放出が水温に大きく影響されるグループ(夏

にブルーミングする渦鞭毛藻類、カニや腕皮動物の幼生，

珪藻やカイアシ類)では、その出現が年々早まる傾向が

あった (Edwardsand Richardson 2004)。

水酉生態系で、は光強度が深度とともに急速に減衰する。

横物プランクトンは表層でのみ増殖するので、その場所

の栄養塩を消費しつくしてしまうことがしばしばある。

そのため、鉛直混合によって深層から栄養塩が供給され

る時期が、植物プランクトンのブルーミング時期に影響

する。シミュレーションによっても、あるi坊において植

物プランクトンのブルーミング時期が早まったのは、温

暖化による気温上昇と風速の低下が成層化の時期を早め、

鉛車混合が終了する時期が早まったためであることが示

されている (Peeterset al. 2007)。米田北東にあるワシン

トン湖では、昇ー温傾向によって年々成層化の時期が早ま

り、その成層化の直前に起きる珪藻のブルーミング時期

も早まった。それにつれて動物プランクトン Keratella

のピーク時期も早まったが、単細胞藻類を漉して食う

Daphniaのピーク時期は早くならなかった。これはこれ

らの動物プランクトンの撮度反応性の違い (Keratellaは

水温が高いと増殖率が高まる)と生活史の違い (Daphnia

は休眠卵を産みそのふ化には日長と温度の両方が効く)

によるらしい (Winderand Schindler 2004、

説あり)。

2008に解

次に、閉じ気温上昇であってもさまざまなプロセスを

経て各栄養段階のフェノロジーには異なる影響を与える

場合にもミスマッチがおきるだろう。この例としては、

植物と昆虫の温度に対する直接的・間接的反応性の違い

があげられるかもしれない。温帯林では林冠木の開業時

期は開葉開始前 1~2 カ月の平均気温に直接左右される

(Gordo and Sanz 2005) 0 一方、昆虫では気温が時間遅れ

で作用する土壌凍結・融解などの間接的影響を強く受け

る場合があったり、有効積算温度の影響を受けたりするO

そのため、同じ気温変化に対して樹木と昆虫で反応の仕

方が異なる場合もある。

北海道において気温が特に高かったある年には、春

植物の開花開始時期が 10~ 14日早まった (Kudoet al. 

2004)。そういった年にもハヱ・ハナアブ媒花のフクジ、ユ

ソウ・ニリンソウでは結実率が低下しなかったが、ハチ

4 

媒花のエゾエンゴサク・キパナノアマナでは結実率が低

下した。これは、ハエ類の出現は開花と同時だったが、

地中越冬するマルハナパチの出現は土壌凍結のため遅れ

たせいであると考えられている。気温が上昇しても土壌

融解はすぐには始まらない。気象庁の観測によると長野

県において 4種の桃 (Prunus)の開花時期は 1953年以来

まったが、送粉者のチョウ (Pierisrapae)の出現時期

は早まってはいなかった (Doiet al. 2008) 0 これは、桃の

開花は、それに先立つこと 30~ 40日の気温が効いてい

たが、チョウの出現には気温の効果は弱くまたそれに先

立つこと 15日の気温が効いているようであり、桃の開花

に影響する時期の気温は年々高くなる傾向にあったが、

チョウの出現に影響する時期の気温にはその傾向がなか

ったためである。

鳥類における繁殖時期の調整

変温動物に比べると、鳥類の生理・行動的反応、は環境

温度の影響を受けることが少ない。そのため、先には産

卵時期が日長で決まると述べたが、餌の資源量が最も高

くなる時期にあわせて雛を育てられるよう、産卵時期を

前もって調整するとする考えもある (Lack1968)。しかし、

図 1にも示したように鳥類が斜生物の反応に向調すると

はかぎらず、実際には鳥類においても餌生物のフェノロ

ジーとのミスマッチが観察される。鳥類において、餌の

季鮪性の年変化にあわせて産卵時期を調節することを難

しくしている要因はなんだろうか。まず、鳥類が夏の餌

フェノロジーの情報を泰に得られるかどうかが問題とな

るだろう。開えば、越冬地と繁殖地が離れており、長距

離渡りをする鳥類の場合、繁殖地の情報を越冬地で得る

ことは困難で、ある。長距離渡りをするマダラヒタキでは

その渡り時期は越冬地の気温に左右され、繁殖地の鎮の

フェノロジーにあわせるために繁殖時期が早期化すると

ころまでは調整されないだ、ろうとされている (Bothet al. 

2005)。

また、鳥類では繁殖を決める時期と餌要求が最大とな

る時期との時間差が大きいことも、繁殖時期調節を難し

くしている原閣の一つだろう (Visseret al. 2004 ; Both et 

al. 2009) 0 例えばカラ類などでは産卵 5から餌要求が最

大となるまでの日数は 21~ 30日桂度と決まっており、

気視の影響を受けない。そのため、産卵時期がほぼ自動

的にふ化日を決定する(鴎 lも参照)。ふ化日数が長い種

類の場合、産卵日のキューとなる春先の気象条件と育雛

時期の餌の量を左右する初衰の気象条件との関連性が弱
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くなり、ミスマッチが起こりやすくなるだろう。産却か

ら最大餌要求までの日数が 53日と長いハイタカ Accipiter

nisusにおいて、産卵日が温暖化傾向にほとんど反応して

いないのはそのためだろうとされている。

議食者がその餌要求量のピーク時期を餌生物のフェノ

ロジーの年変化に問調させるメカニズムとして自然選択

も考えられる。その場合、選択の強さが同部の程度を制

限するかもしれない。餌生物は消費者による捕食をさけ

るよう適応しており、捕食者は餌生物のフェノロジーに

追随できないためにミスマッチがおこるとする説がある

(Both et al. 2009)。また、他の生活史段階が制約条件とな

る場合もあるだろう。パルチック海と北海で繁殖するカ

ナダガン Brantaleucopsisのふ化日はその餌である草本類

が繁茂する時期より遅く、早く繁殖する方向に選択がか

かっているが、ここ 20年の春の早期化には追いつけず、

早い繁殖への選択圧は年々強くなっている (Vander・Jeugd

et al. 2009)。本種では、秋の日長が繁殖地から越冬地への

渡り前におこなわれる換羽時期にかなり強く影響してい

るようで、換羽時期すなわち秋の渡り時期もそれほどは

変化しない。カナダガンは、越冬地に滞在する聞に体に

エネルギーを蓄積し、春先、繁殖地に渡った宜後にそれ

を使って産卵する O 秋の渡り時期が変わらないため、早

く繁殖をはじめたくともそれまでに十分なエネルギーを

蓄積することができない、ということが春の早期化に繁

嫡時期がおいっけないひとつの理由らしい。

このように、フェノロジーを決める日長、気温や水温

といった物理条件の年変化傾向が、餌生物と捕食者とで

完全には向調しないことがミスマッチをひきおこす大き

な条件である。潜在的にはフェノロジーを調整しうる鳥

類などでも、繁殖開始に影響する春先の気温などのシグ

ナルが、餌生物のフェノロジーに影響する夏の気温など

と強い相関関係にないことが、フェノロジーの調節を難

しくするだろう。鳥の繁殖開始時期に影響する春の気温

と彼らの餌資源量のピーク時期に影響する夏の気温とな

どとの棺関がそう強くない場合があるのはどうしてだろ

うか。一つは、先にあげたハイタカの到のように、繁殖

開始時期と餌要求が大きくなる育雛時期との時間的な差

が大きい場合である。もう一つは、大スケールの気候変

化が地域のさまざまな気象条件に異なる程度に影響する

ことだろう。後者について、 1970年代から継続されてい

る海鳥の長期研究を紹介し、我々が継続している天売島

での海鳥のモニタリングが示すことを述べる。

5 

海鳥の長期研究とミスマッチ仮説

海鳥は集団繁殖するため、サイトを決めた長期研究が、

海洋生物の中では比較的よくおこなわれている。海鳥の

繁殖地への渡来時期や産卵時期は水温、海氷などの年変

化に伴って変化する (Aebischeret al. 1990 ; Frederiksen 

et al. 2004 ; Barbraud and Weimerskirch 2006 ; Moline et al 

2008)。その場合、餌資源量のピーク時期が変化したりし

なかったりすることでミスマッチがおこる。

部をあげよう。カナダ、大西洋側のハシブトウミガラス

Uria lomviaでは、海氷の流失時期と餌の入手可能性が最

大となる時期は 1988~ 2007年の開に 17B早まったが、

本麓の産卵日は 5日しか早まっておらず、両者のミスマ

ッチの程度は年々大きくなっている (Gastonet al. 2009)。

カナダ太平洋岸のトライアングル島に繁殖するアメリカ

ウミスズメ P砂choramphusaleuticusの主たる餌は大型カイ

アシ類である。この大型カイアシ類は冬に深層でふ化し

て春に表層に浮上し、植物プランクトンを食べて成長す

るO 大型カイアシ類の現存量は、表層水温が彼らにとっ

て好適となる初夏にピークを迎える。この地域では 1975

年から 2006年までの間に表菌海水温度は上昇しつづけ、

そのため大型カイアシ類の表層での現存量がピークにな

る時期も 2カ月近く早まった。一方、アメリカウミスズ

メのふ化時期はそれにつれて早まることはなかった。そ

のため 1990年代には、大型カイアシ類の現存最のピー

クが、雛がふ化するよりも王手くなったため、これらの簡

にミスマッチがおこり繁殖成績が低下した (Be抗ramet al. 

2001 ;日ipfner2008)。

海鳥の繁殖開始時期およびその餌の出現時期を決める

メカニズムを調べ、気圧分布がそれらにどう影響するか

を明らかにした研究について紹介しよう O 私たちは北海

道天売島でウトウ Cerorhincαmonocerataの餌と繁殖生態

を 1984年からモニタリングしてきた。その結果、春先の

気損が低くて雪が多い年には、地面が凍っていて巣穴を

掘りづらいため、ウトウの産卵が 1カ月近く遅れること

がわかった (Watanukiet al. 2009)。ウトウは 1980年代後

半までは寒冷性の魚、を雛に与えていたが、 1990年代以降

は温暖性のカタクチイワシ Engraulisjaponicusが雛の主た

る餌となった (Takahashi巴tal. 2001 ; Deguchi et al. 2004)。

カタクチイワシは北海道沿岸では表面海水温 12~ 130

C 

の海域に分布する。 13
0

Cの等混線が季節とともに日本海:

沿岸を北上し、天売島からウトウが日帰りで帰れる最大

採食範囲(約 150km) の南端に達したころに、ウトウは

餌をカタクチイワシに切り替える(図 2)。その切り替え
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タイミングは対馬暖流の流量が大きい年ほど早かった。

つまり、春先の気温が高い年にはウトウは繁殖を早く始

め、その年に対馬暖流が弱いとカタクチイワシの来遊が

遅れるため、ウトウの育雛期とカタクチイワシの入手が

可能になる時期との間にミスマッチがおこり、餌中のカ

タクチイワシの比率が小さくなった(鴎 3)。そのため、

雛の成長速度も巣立ち率も低下する傾向があった(罰的。

餌の出現時期だけでなく餌現存量も海鳥の繁殖成績を

さめる重要な要因である。魚、資源量が大きいと、海鳥の

餌要求量の高い時期が多少変化したとしても、その時期

における餌資源量は、結果的に常に高いということもあ

りうる (Durantet al. 2005)。しかしながら、カナダのア

メリカウミスズメ (Hipfner2008) と天売島のウトウの例

では、餌の資源量自体は繁殖成績に影響せず、餌が入手

可能になる時期によって決まるミスマッチの程度の方が

重要だった。

このように、天売島のウトウでミスマッチが起こるの

は、産卵臼を決める春先の気i昆とカタクチイワシへの切
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ウトウ産卵日

l88T13 C至1]来日 春の気温

西部北太平洋の気圧対馬媛流の駆動 北極の気配.冬のアジア地域の季節風

図4 天売島で繁殖するウトウの雛の生産性に影響する要因。 3月の平均気温が低い年には、地閣が

凍っていて巣穴を掘りづらいため、ウトウの産卵は lカ月近く遅れる。表面海水温 13'tの等温線

が季節とともに日本海沿岸を北上し、天売島からウトウが日帰りで帰れる最大採食範閣の南端に

達すると、ウトウは餌をカタクチイワシに切り替える。その切り替えタイミングは対馬暖流の流

設が大きい年ほど早い。つまり、春先の気jELがおい年にはウトウは繁姐を早く始めるが、その:9三、

もし対馬l渓流が弱くてカタクチイワシの来遊が遅れると、ウトウの育昔日時郊とカタクチイワシの

入手可能な時期の関にミスマッチがおこり、餌中のカタクチイワシの比率が小さくなる O カタク

チイワシはエネルギー{阪などの点から良い餌であるので、その比率が下がる:9三には語症の成長速度

がでがり、巣立ち率も低下する。

り替えaを決める 13
0

Cの到来日に強い相関がないためで

あった。なぜ相関がないのだろうか。北半球の各場所の

気圧と春先のコロニーの気祖との相関分析から、北極圏

の春の気圧が低くその周辺の気圧が高い年には天売島の

春先の気温が高い傾向があった (Watanukiet aL 2009) 0 

これは北極振動 (ArcticOscillation)パタンと一致し、こ

のパタンの年には冬の季節風が弱くなり日本の緯度では

春先の気温が高くなる (Minobeand Nakamura 2004)。一方、

西部北大西洋の冬の気圧が高い年にはウトウの採食閣内

に表面海水温 13
0

Cの水が到来する呂が早かった。この気

圧パタンによる風によって対馬暖流が駆動されやすくな

るためである (Minobeet aL 2004)。つまり、春の気温と

対馬暖流勢力というニつの地域的気候要因が、それぞ、れ

異なる気圧分布パタンによって影響を受けるために、こ

れらの間に相関がないのである (Watanukiet al. 2009)。

海鳥において、餌の季節性が予ì~Uできるようになると、

産卵時期を調節していそうな例が報告されている。ブリ

7 

テッシュコロンビアに繁殖するヱトピリカ Lundacirrhata 

では、周辺の海水温が高いと卒く繁殖する。海水温が急、

に低いフェーズに入った 1999年から 3年間は繁殖が早い

ままだ、ったが、 4年後の 2002年には、雛の餌の出現を“予

測しているかのように"繁殖持j鳴を遅らせた (Gjerdrum

et al. 2003)。カナダのニューファウンドランドのハシブト

ウミガラスの繁殖時期は、その餌であるカラフトシシャ

モMallotusVillOSllSが前年に産卵のため岸に寄ってきた時

期と一致しており、前年の経験をもとに繁殖時期を調節

しているのかもしれないと考えられている (Regu!aret al. 

2009)。例えば、繁殖を始める春先の気温と雛の餌が入手

可能になる時期との聞に強い祁闘があり、しかも捕食者

が産卵を始めるキューとして春の気温を使えるとしたら、

このように、年ごとに産卵時期を調節することが可能か

もしれない。北大西洋振動 (NorthAtlantic Oscillation) な

どの広域気候指標の春先の値は、夏の育雛期の銀資源季

節性を決める気候要閣とも強く関係している可能性があ



綿貫豊

るO 北海で繁殖するミツユピカモメ Rissatridactylusは繁

殖地からはなれた越冬海域において経験する NAOに関

連した要国によって産卵期を決めており、そのため夏の

餌のピークに育雛時期をあわせていると考えられている

(Frederiksen et al. 2004)。天売島のウトウにおいて、なぜ

カタクチイワシの季節性を予測して産卵時期をあわせて

いないのか十分にはわかっていない。北海道日本海側の

夏の表層水温と春のそれとの相関は弱く、産卵時期の調

節が閤難なのかもしれない。

気候変化と海鳥の反応:長期的傾向と地域差

最後に、気候の年変化に対する海鳥のフェノロジーの

変化を、時間スケーjレを変えて、また地域を変えてみて

みよう。龍上生態系における剖では、地球温暖化傾向に

ともない、生物のフェノロジーが年々早くなっていた。

海鳥ではどうだろうか。天売烏のウトウの例では、繁殖

時期に対する年の効果は有意で、はなく、長期的な傾向は

はっきりしなかった (Watanukiet al. 2009)。北極域の海

鳥では、産卵時期が阜くなっているとする報告がいくつ

かある (Murphyet al. 1991 ; Gaston et al. 2009など)。逆に、

北大西洋 (Fred巴riksenet al. 2004 ; Wanless et al. 2008) と

南板 (Barbraudand Weimerskirch 2006)では、年々繁娘時

期が遅れる傾向が報告されている O また、天売鳥のウト

ウも含め、長期的傾向がはっきりしない例も多い (Thayer

and Sydeman 2007など)。このように、海鳥のフェノロ

ジーの長期傾向はさまざまである。 i毎i羊生態系において

は、高次捕食者のフェノロジーに対する温暖化の影響は

直接的ではないのがその理由かもしれない。例えば、温

暖化傾向が海氷の減少をもたらし、 1次生産性の低下な

ど、栄養段階を通じて、海鳥の繁殖時期を遅らせる可能

性がある O 海洋生態系では、太平洋十年規模振動 (Pacific

Decadal Oscillation) に代表される気候のレジーム・シフ

ト(見延 2007) の影響が大きい。これも海鳥のフェノロ

ジーにおいて一貫した長期的傾向がみられない理由のー

っかもしれない。

我が国間辺でのマイワシ資源の長期的変動はこのレジ

ーム・シフトと関連すると考えられている (Watanabeet 

al. 1995 ;川崎 2007)。先に示した天売島のウトウの研究

は、温援レジーム内における年変化を分析したものであ

り、寒冷レジームになってからの反応をさらに調べる必

要がある。興味深いのは、太平洋の西と東で水温傾向は

逆のフェーズになることが知られているのに、マイワシ

類の資源傾向、またその逆の変化を示すカタクチイワシ

8 

類の資源傾向は太平洋の西側と東側で、部分的に一致し

ていることである (Cha¥明 etal. 2003 ;川崎 2007)。これ

には、産卵・ふ化適水温として日本のマイワシの方がカ

タクチイワシより低い水温を好み、カリフォルニアのマ

イワシS.sag，αxの方がカリフォルニアのカタクチイワシE.

mord.αxより高い水温を好む (τ'akasukaet al. 2008) ことが

関係しているかもしれない。この北太平洋の水温変化傾

向を反映して、ウトウ繁殖地である天売周辺の海水温が

高い年はカリフォルニア沿岸の海水温が低くなる弱い傾

向があり、北太平洋の東と西でウトウの餌変化がほぼ同

時に起こる可能性が指摘されている (Thayeret al. 2008)。

海水温などの年変化に対する海鳥の反応には地域差が

あることもわかってきた。ウトウの例を紹介しよう。先

に述べたように、カナダの太平洋沿岸では、春先の海水

温が高いとカイアシ類の発生が早まる。ブリテッシュコ

ロンピア州のトライアングル島に繁殖するウトウは春先

のj毎水温が高いと早く産卵する。そのため、夏にウトウ

の主たる鰐となるイカナゴ類のふ化時期とその稚魚、の餌

であるカイアシ類の出現時期との荷にミスマッチがおこ

り、イカナゴ資源量が低下し、ウトウの雛の成長が悪

くなる (Bertramet al. 2001 ; Hedd et al. 2006)。一方、カ

リフォルニア沿岸では北からのカリフォルニア寒流が

主たる海流であり、これが111申にぶつかって生じる湧昇が

植物プランクトンに栄養塩を供給しブルーミングを引き

起こす。 j勇昇が強く海水温が低い年には一次生産性が高

い。そのため、その年の餌も豊富で、ファラロン島に繁殖

するウトウは早く産卵し、雛生産も大きい (Thayerand 

Sydeman 2007)。天売烏のウトウでは、産卵時期に影響す

るのは海水溢ではなく春先の気温であり、夏に対馬暖流

が強く高水温だとカタクチイワシをたくさん食べられる

ため雛の生産性が高い。こういった地域差は、天売島の

方がアメリカ大陸西海岸より寒冷なため、春先地面が凍

っていることがあること、天売島周辺では強い湧昇がな

く、餌生物の生産性よりは、対馬暖流によるカタクチイ

ワシの輸送が重要で、あるのが原因だろう。

結論として、海鳥の海水温変化への反応は、生理的反

応、というより斜が利用可能になる時期の変化を通してで

ある。地域によって海洋物理システムや一次生産に影響

する要因が異なり、また水温に対する反応が呉なる餌種

を利用しているため (Thayeret al. 2008)、水温変化に対

する海鳥の反応は地域毎に異なる O また、カリフオルニ

アのウトウの例では、一次生産のブルーミングの大きさ

が、たぶん親鳥の栄養蓄積を促進し早い繁殖をもたらし

ていそうであり、餌資源量自体がミスマッチに影響する
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かどうか (Durantet al. 2005) もその地域差に関連しそう

だ。

植物・昆虫・ブランクトンなどのフェノロジーが温度

など物理環境の季節性の年変化にともなってどう変わる

のか、生理生態学的研究によって予測は可能だ、ろう O た

だし、先に述べたイワシ類の例のように、近縁種であっ

ても温度反応性が異なる場合があることには注意しなく

てはいけない。海洋生態系においては、地域的な気候変

化が鰐生物とのミスマッチを通じて繁殖成績へ与える影

響は、海流システムや餌生物の違いによって、地域毎に

またレジーム毎に大きく異なることにも注意を払う必要

がある O 鳥類では、餌の資源量が高くなる時期に餌要求

量が高くなるように、毎年産卵時期を調節している可能

性も指摘されている。恒温性の大型動物では、繁殖時期

調節のメカニズムとそれを制限する要国を長期研究によ

って明らかにする必要がある O

~~t 辞

本研究のもととなった野外調査は、学生諸君の労力な

しには成し遂げられなかった。特に、加藤明子、新妻靖章、

!:H口智広、富国産樹、伊藤元裕にはお世話になった。また、

ここに名前を挙げないが、天売島海鳥研究室で仕事をし

た数多くの学生に深く感謝する。高では青塚松寿、日下

部良美氏らのご協力によって快適な生活を送ることがで

きた。野外調査の最後の 2年間と研究取りまとめの一部

は科学研究費補助金 (#16108002，#17370007) と21世紀

COEプログラム“新自然史科学"(代表関田)によっている O

天売島の地域的気候が北半球の気圧変化に関連すること

が明らかになったのは、見延庄士郎との共同研究による。

また、原稿に対し 2名の匿名レフリーと森野浩博士から

でいねいなコメントをいただいた。
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