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　これまで本誌で紹介してきたように、水槽内で

卵からミドリイシ属のサンゴを育てた場合、藻類

の繁茂による成長阻害やイソヨコエビなどの食害

により、生残数は大きく減少していきます。その

ため、着生板の掃除などの定期的なメンテナン

スが欠かせません。しかし、この作業は非常に

手間がかかるので、十分な世話のできる群体の

数に限りがありました。また、作業自体がサンゴ

を痛める結果にもつながっていたため、これまで

行ってきた飼育方法では飼育開始から半年まで

に着生した稚サンゴの半数ほどが死亡し、１年後

には数群体しか残すことが出来ませんでした。

　なんとか生残数をあげることはできないかと、

生残率の高い着生後2ヶ月の時期に、稚サンゴを

海に放流して水槽の飼育期間の短縮を試みたこ

とがありました。ここでいう放流は前号でも紹介

したように稚サンゴのついた着生板を直接、海底

の岩に固定するというものです。しかし、着底後2ヶ

月で放流した場合、ウニによってかじられたりけ

ずり取られたり、また、ヒメシロレイシガイダマシ

などの貝類の食害を受け、1ヶ月程度で全ての稚

サンゴが跡形もなくなってしまいました。その後

も放流試験を繰り返し行った結果、約１年間程育

てて、稚サンゴの直径が１～3cmほどに成長しな

いと海域への放流に耐えられないことが分かりま

した。そこで、放流や実験に使えるようなまとまっ

た数の種苗を作るためには、稚サンゴが放流で

きるサイズになるまでの中間育成の手法を考えな

おす必要がありました。60日令の稚サンゴを海へ

放流した際の失敗をふまえて考えたのが、今回

紹介する垂下式のいかだを使った海域での中間

育成の方法です。

　使用したいかだは、ステンレス製の40mmアン

グル材を格子状に組んだもので大きさが60×60×

180cmあります。いかだには浮力を持たせるため

船舶用のブイを取り付け、海底に入れたアンカー

といかだ本体をロープでつなぎ、海中に浮かせ

た状態で固定します（図1）。このようないかだに、

稚サンゴのついた着生板を取り付けた直径6mm、

長さ600mmのステンレス製の全ネジボルトを固定

します（図2）。ここでは、稚サンゴがついた面に

シルトやゴミが積もらないように、水面に対して

着生板が垂直になるようにボルトを取り付けてい

ます。また、多くの稚サンゴに適度に光が当たる

ように、それぞれの着生板の間隔を約2cm程度

開けています。なお、着生板の設置位置は水深

約2m程のところです。

　このような方法で2004年の秋からエンタクミドリ

イシAcropora solitaryensisの中間育成をはじめま
した。用いた稚サンゴは2004年8月15日に西泊沖

で採取した卵から育てたものです。中間育成開

始時の72日令の稚サンゴは直径2mm程度と非常

に小さなものですが、すでに褐虫藻を取り込んで

赤茶色に色づいているのがわかります（図3）。

今回は稚サンゴが付いた着生板を16枚1セットとし、

4セット計64枚をいかだへ取り付けました。

　いかだに着生板を設置してまもなく、ヘビギン

ポやアミメハギ等といった小型の魚類が隠れ家に

利用し始め、着生

板の表面を突つい

ている様子が見ら

れました（図4）。

水槽飼育では数を

減らすのに苦労して

いたヨコエビなどは

小魚の格好の餌になるようで、数が抑制されて

いるようでした。また、いかだが中層に浮いてい

るためウニ類やヒメシロレイシガイダマシなどの

底生生物の影響は皆無でした。約11ヶ月後にあ

たる2005年7月の観察では稚サンゴは20mm程の

大きさに成長しており、平均して着生板1枚あたり

約5群体、合計で320群体の稚サンゴが生き残っ

ていました。これは水槽で飼育した場合と比べて

非常に高い生残率です。

　こうして得られたエンタクミドリイシの種苗の一

部を使って、2005年7月20日に高知県土佐清水市

の竜串湾で試験的な種苗放流を行いました。こ

の放流試験は環境省が行っている自然再生推進

計画調査の一環として行われたものです。稚サ

ンゴ放流は、①エアーインパクトドリルで岩盤に

穴を開ける。②開けた穴に水中ボンドを入れ、

③アンカー式ボルトを差し込み固定する。④あら

かじめ穴を開けておいた種苗のついた着生板を

ボルトに通し、ナットで固定する。という手順で

おこないました（図5）。1cm～2cm程度の大きさ

の稚サンゴがついた着生板21枚を7枚づつ3ヶ所

に分けて設置しました（図6）。1地点あたりの放

流数は26～29群体、合計すると84群体です。今後、

このサンゴたちがどう成長していくか継続して観

察していく予定です。

　今回紹介した、海域での中間育成の手法を使っ

て、稚サンゴの1年間の生存数を飛躍的に伸ば

すことができました。この手法は昨年から始めた

ばかりなので、今後も試行錯誤しながら改良を

重ね、より多くの種苗を安定して作ることができ

るようしていくつもりです。これによってサンゴの

種苗生産と呼べる技術の基礎ができるのではな

いかと思っています。

ミドリイシ属サンゴの種苗生産について　－いかだを使った中間育成－

林 徹

図2．稚サンゴ中間育成用いかだの様子
上：いかだ本体　下：着生板の取り付け

図6．放流事業に使用した稚サンゴ
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　昨年の12月26日に発生したインドネシア・スマ

トラ島沖地震にともなう津波によって、インド洋沿

岸各国に多大な被害が出ました。日本でもリゾ

ートホテルが波に洗われる映像が連日放送され、

20万人を超える犠牲者が出た大災害として、や

がて来ると言われている東海、東南海、南海地

震が現実味を帯び、背筋が寒くなった方も多い

事でしょう。

　とはいえ高知の片隅の研究所にいる私たちには、

せいぜい募金をする事くらいしかできないと思っ

ていたところ、2月の末にタイのプーケットに視察

に行った知り合いから、「ダイビングサイトの目玉

であった高さ１ｍぐらいのシーファン（うちわ状の

ヤギの仲間：写真参照）の林が、津波のために

皆倒れてしまった。現地の大学の先生を中心に

復旧を試みているが、なかなか困難で、知恵を

借りたい」との連絡が入りました。

　私は以前水族館でサンゴやイソギンチャクの仲

間を飼っていたため、生きたシーファンを水槽の

壁に固定して展示した経験があります。しかし海

の中で、ちぎれ、倒れたシーファンの修復を行

ったという話は聞いたことがありません。

　そこで海中の岩の様子によっていろいろな固定

の仕方を考え、復旧の中心になって頑張ってい

るプリンス･オブ･ソンクラ大学のサカナン･プラト

ン先生と電子メールで復旧法についてやりとりを

しました。そうこうするうち、JICA（国際協力機構）

のタイ事務所から実際に現地で技術指導をするよ

う要請があり、思いもよらず4月末にプーケットに

ほど近いシミラン諸島というところで実地にシーフ

ァン復旧作業の指導をすることになったのです。

　初めて見るインド洋・アンダマン海は素晴らし

い海でした。確かにひっくり返ったテーブルサン

ゴやちぎれたシーファン、打ち寄せられた石の山

などがまだあちこちにあり、津波の破壊力を思い

知らされましたが、ダイビングポイントでは4ヶ月

の間に多くのボランティアダイバーによる修復が

進み、ちょっと見ただけでは津波による被害がほ

とんどわからなくなっています。

　これまで、砂地に鉄筋を立ててシーファンをくく

り付ける、岩の割れ目にシーファンを差し込み、

木のクサビで固定する、岩にコンクリート釘でシ

ーファンを打ち付けるなどの方法で修復を試みて

きましたが、今回はこれに加えて（A）船上で水

中セメントによってシーファンを石に固定し、海中

に設置する、（B）エポキシ接着剤でシーファンの

断片を岩の上に接着する、（C）押さえ板を使って

コンクリート釘で岩に打ち付ける、（D）岩に水中

ドリルで穴を開け、アンカーとボルトでシーファン

を固定する、などの方法も

実施してきました。

　タイは5～10月はモンスー

ンシーズンで、海は時化模

様になると聞きました。11月

に天候が安定したら修復した

シーファンの様子を見に行って、

どの方法が最も良かったか

を検証するつもりです。
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目﨑 拓真
石西礁湖のスポットチェックの結果について

　本年5月に日本ウミガメ協議会によって行われ

た石西礁湖のモニタリング調査に参加したので、

その概要を報告します。

＜石西礁湖について＞

　八重山諸島の石垣島と西表島の間に広がる石

西礁湖は、国立公園にも指定されている日本最

大のサンゴ礁です。この海域には竹富島・小浜

島・黒島など多くの島々が存在し、様々なサン

ゴ礁地形が形成されています（図2）。石西礁

湖のある八重山諸島には約400種の造礁サンゴ類

（以下サンゴという）が生息しており、サンゴを

基調とした国内屈指の多様な生物群集が形成さ

れています。

＜モニタリング調査の経緯＞�

　石西礁湖のサンゴ群集は、1980年前後に起こっ

たオニヒトデの爆発的な増加によって壊滅的な打

撃を受けました。これを機に1983年より黒島の八

重山海中公園研究所によって、サンゴ群集とオ

ニヒトデの分布のモニタリング調査が始められ、

その後も継続的して実施されており、現在まで20

数年にもわたる長期間のデータが蓄積されてい

ます。しかし、平成14年3月に八重山海中公園研

究所の母体である財団法人海中公園センターの

解散が決まり、黒島の研究所も閉鎖されることに

なりました。そこで、長年続けられてきたサンゴ

やウミガメの貴重な研究を何とか存続させるため、

日本ウミガメ協議会が研究所の運営を引き継ぐ

ことになりました（黒島研究所のH.P.を参照）。

＜スポットチェックについて＞

　石西礁湖のモニタリング調査は、現在スポット

チェック法という手法によって行われています。

15分間のスノーケリングによって、およそ50m四

方のサンゴの状況（被度・生育型・群体サイズ・

加入度など）や撹乱要因（オニヒトデやサンゴ

食巻き貝の密度と食害の度合い）などを目視で

観察し記録するものです。この方法は簡便に幅

広い情報を収集できるため、広いサンゴ礁を効

率よくモニタリングするのに有効な手法で、今日

では沖縄だけでなく本土海域でも広く用いられる

ようになっています（野村 2004）。

＜2005年度のモニタリング調査の概要＞

　八重山海中公園研究所がこれまで行ってきた

モニタリング調査地点は139ヵ所にも及びますが、

今回はその中から36地点を選び、調査を行いま

した（図１）。調査地点の番号が連続していな

いのは、比較しやすいように過去の調査で用い

られた地点番号を使っているためです。調査期

間は5月24日から5月28日で、日本ウミガメ協議

会の職員2名と私の計3名で調査を行いました。

　調査地点全体の平均サンゴ被度は32.6％あり、

被度20－40％の地点数がもっとも多くみられました。

被度が80％を超える地点は認められませんでした

が、60－80％の高い被度を示す地点が3ヵ所確認

されました。これらの地点ではいずれも枝状・

卓状ミドリイシ型（図３-A）の群集でした。このう

ち、もっとも高い被度70％を示した新城島の地点

17では、枝状サンゴと卓状サンゴがまるで光を奪

い合うようにひしめき合っている様子が観察され

ました。

　被度が20％を下回った地点は36ヵ所中8ヵ所で、

このうち被度が10％未満と特に低かった場所は、

黒島の西側にある地点7と94、新城島上地の地点

98、西表島の地点136でした。これらの地点では

ミドリイシの加入があるにも関わらず、2001年の

スポットチェック結果（環境礁自然環境局 2002）

と比較して、被度はほとんど変化していませんで

した。

　黒島－西表島間の地点38と58や竹富島の西側

の地点112などでは、被度40－60％の枝状ミドリイ

シ型（図3-B）の群集が見られました。その中の

地点58では、2001年の被度が23％で白化の被害

を受けた地点でしたが（環境省自然環境局 2002）、

今回の調査では被度47.2％になり、回復傾向にあ

りました。

　黒島サンゴ礁の外側にある地点96や西表島の

地点135など比較的波あたりがよく、流れのある

場所では卓状ミドリイシ型の群集（図3-C）が見

られました。そのような場所の卓状ミドリイシは、

直径30－50ｃｍ程度の小型のものが多く、波あた

り等の物理環境に起因するのか、礁池内で見ら

れるような200cmを超える大型のものはありませ

んでした。

　黒島南岸の地点9では、被度の高い多種混成

型（図3-D）のサンゴ群集が見られました。多種

混成型は過去にオニヒトデの被害や白化などの

撹乱をうけた後の回復過程の姿で、高い多様性

を示しますが、被度が低いのが一般的です。し

かし、この地点では枝状ミドリイシ、枝状コモン

サンゴ、枝状ハマサンゴなどが場所を変えて優

占群落をつくっており、不思議なことに40％を超

える高い被度を示しました。

　また、今回の調査でオニヒトデが確認された

のは、図１の☆マークがついている3ヵ所のみで、

いずれも1～2個体と低密度でした。オニヒトデの

食痕については36ヵ所中23ヵ所で見られましたが、

どの場所も散見される程度でした。

＜最後に＞

　冒頭でも述べたように1980年頃のオニヒトデの

大発生によって石西礁湖のサンゴは壊滅的な被

害を受け、1991年に行われた調査では全体で被

度10％程度までサンゴが減少しました。その後も、

高水温に伴う白化現象、新たに増えてきたサンゴ

食害生物や赤土の流出などの影響により、被度

の低下と回復を繰り返してきたことが、これまで

のモニタリング調査によってわかってきました（宇

井 1985、 野村ほか 2001）。

　近年では、2001年に高水温により多くのサンゴ

が白化し、また、オニヒトデの増加傾向も見られ

ています（環境省自然環境局 2002）。2003年に

は2001年の約2倍の地点でオニヒトデが目撃され

るようになり、その後の被害が危惧されていまし

た（国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターの

H.P.参照）。しかし、今回の調査ではオニヒトデ

が目撃された地点の割合が2003年の半分以下となっ

ており、大規模な環境悪化やサンゴ群集の死滅

を示す地点は確認されず、サンゴ群集はおおむ

ね健全な状態であることが分かりました。また、

ミドリイシの加入もほとんどの調査地点で確認さ

れており、今後、さらにサンゴの被度が増加して

いくことが期待できます。

　時間とともに移り変わるサンゴ群集の姿を把握し、

大規模な撹乱に対して速やかな対策を立てるた

めに､今後も石西礁湖のスポットチェック調査を日

本ウミガメ協議会と継続していきたいと思います。
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図1．スポットチェックのサンゴの被度と生育型の結果
各数字は地点番号で、番号が☆に囲まれている地点はオニヒトデを見つけた場所

B:枝状ミドリイシ型
（竹富島西側：地点112）

図3．石西礁湖のサンゴ群落

A:枝状・卓状ミドリイシ型
（竹富島南：地点109）

D:多種混成型
（黒島南礁縁部：地点95）

C:卓状ミドリイシ型
（小浜島北礁縁部：地点74）

図2．石西礁湖内のサンゴ礁の様子
地点46を船の上から撮影。干潮時にはサンゴは干出します。
宇宙から見た地球の姿のようです。
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目﨑 拓真
石西礁湖のスポットチェックの結果について

　本年5月に日本ウミガメ協議会によって行われ

た石西礁湖のモニタリング調査に参加したので、

その概要を報告します。

＜石西礁湖について＞

　八重山諸島の石垣島と西表島の間に広がる石

西礁湖は、国立公園にも指定されている日本最

大のサンゴ礁です。この海域には竹富島・小浜

島・黒島など多くの島々が存在し、様々なサン

ゴ礁地形が形成されています（図2）。石西礁

湖のある八重山諸島には約400種の造礁サンゴ類

（以下サンゴという）が生息しており、サンゴを

基調とした国内屈指の多様な生物群集が形成さ
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＜モニタリング調査の経緯＞�

　石西礁湖のサンゴ群集は、1980年前後に起こっ

たオニヒトデの爆発的な増加によって壊滅的な打

撃を受けました。これを機に1983年より黒島の八

重山海中公園研究所によって、サンゴ群集とオ

ニヒトデの分布のモニタリング調査が始められ、

その後も継続的して実施されており、現在まで20

数年にもわたる長期間のデータが蓄積されてい

ます。しかし、平成14年3月に八重山海中公園研

究所の母体である財団法人海中公園センターの

解散が決まり、黒島の研究所も閉鎖されることに

なりました。そこで、長年続けられてきたサンゴ

やウミガメの貴重な研究を何とか存続させるため、

日本ウミガメ協議会が研究所の運営を引き継ぐ

ことになりました（黒島研究所のH.P.を参照）。

＜スポットチェックについて＞

　石西礁湖のモニタリング調査は、現在スポット

チェック法という手法によって行われています。

15分間のスノーケリングによって、およそ50m四

方のサンゴの状況（被度・生育型・群体サイズ・

加入度など）や撹乱要因（オニヒトデやサンゴ

食巻き貝の密度と食害の度合い）などを目視で

観察し記録するものです。この方法は簡便に幅

広い情報を収集できるため、広いサンゴ礁を効

率よくモニタリングするのに有効な手法で、今日

では沖縄だけでなく本土海域でも広く用いられる

ようになっています（野村 2004）。

＜2005年度のモニタリング調査の概要＞
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卓状ミドリイシ型（図３-A）の群集でした。このう
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場所では卓状ミドリイシ型の群集（図3-C）が見

られました。そのような場所の卓状ミドリイシは、

直径30－50ｃｍ程度の小型のものが多く、波あた

り等の物理環境に起因するのか、礁池内で見ら

れるような200cmを超える大型のものはありませ

んでした。

　黒島南岸の地点9では、被度の高い多種混成

型（図3-D）のサンゴ群集が見られました。多種

混成型は過去にオニヒトデの被害や白化などの

撹乱をうけた後の回復過程の姿で、高い多様性

を示しますが、被度が低いのが一般的です。し

かし、この地点では枝状ミドリイシ、枝状コモン

サンゴ、枝状ハマサンゴなどが場所を変えて優

占群落をつくっており、不思議なことに40％を超

える高い被度を示しました。

　また、今回の調査でオニヒトデが確認された

のは、図１の☆マークがついている3ヵ所のみで、

いずれも1～2個体と低密度でした。オニヒトデの

食痕については36ヵ所中23ヵ所で見られましたが、

どの場所も散見される程度でした。
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　冒頭でも述べたように1980年頃のオニヒトデの

大発生によって石西礁湖のサンゴは壊滅的な被

害を受け、1991年に行われた調査では全体で被

度10％程度までサンゴが減少しました。その後も、

高水温に伴う白化現象、新たに増えてきたサンゴ

食害生物や赤土の流出などの影響により、被度

の低下と回復を繰り返してきたことが、これまで

のモニタリング調査によってわかってきました（宇

井 1985、 野村ほか 2001）。

　近年では、2001年に高水温により多くのサンゴ

が白化し、また、オニヒトデの増加傾向も見られ

ています（環境省自然環境局 2002）。2003年に

は2001年の約2倍の地点でオニヒトデが目撃され

るようになり、その後の被害が危惧されていまし

た（国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターの

H.P.参照）。しかし、今回の調査ではオニヒトデ

が目撃された地点の割合が2003年の半分以下となっ

ており、大規模な環境悪化やサンゴ群集の死滅

を示す地点は確認されず、サンゴ群集はおおむ

ね健全な状態であることが分かりました。また、

ミドリイシの加入もほとんどの調査地点で確認さ

れており、今後、さらにサンゴの被度が増加して

いくことが期待できます。

　時間とともに移り変わるサンゴ群集の姿を把握し、

大規模な撹乱に対して速やかな対策を立てるた

めに､今後も石西礁湖のスポットチェック調査を日

本ウミガメ協議会と継続していきたいと思います。
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図1．スポットチェックのサンゴの被度と生育型の結果
各数字は地点番号で、番号が☆に囲まれている地点はオニヒトデを見つけた場所

B:枝状ミドリイシ型
（竹富島西側：地点112）

図3．石西礁湖のサンゴ群落

A:枝状・卓状ミドリイシ型
（竹富島南：地点109）

D:多種混成型
（黒島南礁縁部：地点95）

C:卓状ミドリイシ型
（小浜島北礁縁部：地点74）

図2．石西礁湖内のサンゴ礁の様子
地点46を船の上から撮影。干潮時にはサンゴは干出します。
宇宙から見た地球の姿のようです。
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広い情報を収集できるため、広いサンゴ礁を効
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今回はその中から36地点を選び、調査を行いま

した（図１）。調査地点の番号が連続していな

いのは、比較しやすいように過去の調査で用い

られた地点番号を使っているためです。調査期

間は5月24日から5月28日で、日本ウミガメ協議

会の職員2名と私の計3名で調査を行いました。

　調査地点全体の平均サンゴ被度は32.6％あり、

被度20－40％の地点数がもっとも多くみられました。

被度が80％を超える地点は認められませんでした

が、60－80％の高い被度を示す地点が3ヵ所確認

されました。これらの地点ではいずれも枝状・

卓状ミドリイシ型（図３-A）の群集でした。このう

ち、もっとも高い被度70％を示した新城島の地点

17では、枝状サンゴと卓状サンゴがまるで光を奪

い合うようにひしめき合っている様子が観察され

ました。

　被度が20％を下回った地点は36ヵ所中8ヵ所で、

このうち被度が10％未満と特に低かった場所は、

黒島の西側にある地点7と94、新城島上地の地点

98、西表島の地点136でした。これらの地点では

ミドリイシの加入があるにも関わらず、2001年の

スポットチェック結果（環境礁自然環境局 2002）

と比較して、被度はほとんど変化していませんで

した。

　黒島－西表島間の地点38と58や竹富島の西側

の地点112などでは、被度40－60％の枝状ミドリイ

シ型（図3-B）の群集が見られました。その中の

地点58では、2001年の被度が23％で白化の被害

を受けた地点でしたが（環境省自然環境局 2002）、

今回の調査では被度47.2％になり、回復傾向にあ

りました。

　黒島サンゴ礁の外側にある地点96や西表島の

地点135など比較的波あたりがよく、流れのある

場所では卓状ミドリイシ型の群集（図3-C）が見

られました。そのような場所の卓状ミドリイシは、

直径30－50ｃｍ程度の小型のものが多く、波あた

り等の物理環境に起因するのか、礁池内で見ら

れるような200cmを超える大型のものはありませ

んでした。

　黒島南岸の地点9では、被度の高い多種混成

型（図3-D）のサンゴ群集が見られました。多種

混成型は過去にオニヒトデの被害や白化などの

撹乱をうけた後の回復過程の姿で、高い多様性

を示しますが、被度が低いのが一般的です。し

かし、この地点では枝状ミドリイシ、枝状コモン

サンゴ、枝状ハマサンゴなどが場所を変えて優

占群落をつくっており、不思議なことに40％を超

える高い被度を示しました。

　また、今回の調査でオニヒトデが確認された

のは、図１の☆マークがついている3ヵ所のみで、

いずれも1～2個体と低密度でした。オニヒトデの

食痕については36ヵ所中23ヵ所で見られましたが、

どの場所も散見される程度でした。

＜最後に＞

　冒頭でも述べたように1980年頃のオニヒトデの

大発生によって石西礁湖のサンゴは壊滅的な被

害を受け、1991年に行われた調査では全体で被

度10％程度までサンゴが減少しました。その後も、

高水温に伴う白化現象、新たに増えてきたサンゴ

食害生物や赤土の流出などの影響により、被度

の低下と回復を繰り返してきたことが、これまで

のモニタリング調査によってわかってきました（宇

井 1985、 野村ほか 2001）。

　近年では、2001年に高水温により多くのサンゴ

が白化し、また、オニヒトデの増加傾向も見られ

ています（環境省自然環境局 2002）。2003年に

は2001年の約2倍の地点でオニヒトデが目撃され

るようになり、その後の被害が危惧されていまし

た（国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターの

H.P.参照）。しかし、今回の調査ではオニヒトデ

が目撃された地点の割合が2003年の半分以下となっ

ており、大規模な環境悪化やサンゴ群集の死滅

を示す地点は確認されず、サンゴ群集はおおむ

ね健全な状態であることが分かりました。また、

ミドリイシの加入もほとんどの調査地点で確認さ

れており、今後、さらにサンゴの被度が増加して

いくことが期待できます。

　時間とともに移り変わるサンゴ群集の姿を把握し、

大規模な撹乱に対して速やかな対策を立てるた

めに､今後も石西礁湖のスポットチェック調査を日

本ウミガメ協議会と継続していきたいと思います。
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図1．スポットチェックのサンゴの被度と生育型の結果
各数字は地点番号で、番号が☆に囲まれている地点はオニヒトデを見つけた場所

B:枝状ミドリイシ型
（竹富島西側：地点112）

図3．石西礁湖のサンゴ群落

A:枝状・卓状ミドリイシ型
（竹富島南：地点109）

D:多種混成型
（黒島南礁縁部：地点95）

C:卓状ミドリイシ型
（小浜島北礁縁部：地点74）

図2．石西礁湖内のサンゴ礁の様子
地点46を船の上から撮影。干潮時にはサンゴは干出します。
宇宙から見た地球の姿のようです。

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ



　これまで本誌で紹介してきたように、水槽内で

卵からミドリイシ属のサンゴを育てた場合、藻類

の繁茂による成長阻害やイソヨコエビなどの食害

により、生残数は大きく減少していきます。その

ため、着生板の掃除などの定期的なメンテナン

スが欠かせません。しかし、この作業は非常に

手間がかかるので、十分な世話のできる群体の

数に限りがありました。また、作業自体がサンゴ

を痛める結果にもつながっていたため、これまで

行ってきた飼育方法では飼育開始から半年まで

に着生した稚サンゴの半数ほどが死亡し、１年後

には数群体しか残すことが出来ませんでした。

　なんとか生残数をあげることはできないかと、

生残率の高い着生後2ヶ月の時期に、稚サンゴを

海に放流して水槽での飼育期間の短縮を試みた

ことがありました。ここでいう放流は前号でも紹

介したように稚サンゴのついた着生板を、直接海

底の岩に固定するというものです。しかし、着底

後2ヶ月で放流した場合、ウニによってかじられ

たり、けずり取られたり、また、ヒメシロレイシガ

イダマシなどの貝類の食害を受け、1ヶ月程度で

全ての稚サンゴが跡形もなくなってしまいました。

その後も放流試験を繰り返し行った結果、約１年

間程育てて、稚サンゴの直径が１～3cmほどに成

長しないと海域への放流に耐えられないことが分

かりました。そこで、放流や実験に使えるような

まとまった数の種苗を作るためには、稚サンゴが

放流できるサイズになるまでの中間育成の手法を

考えなおす必要がありました。60日令の稚サンゴ

を海へ放流した際の失敗をふまえて考えたのが、

今回紹介する垂下式のいかだを使った海域での

中間育成の方法です。

　使用したいかだは、ステンレス製の40mmアン

グル材を格子状に組んだもので大きさが60×60×

180cmあります。いかだには浮力を持たせるため

船舶用のブイを取り付け、海底に入れたアンカー

といかだ本体をロープでつなぎ、海中に浮かせ

た状態で固定します（図1）。このようないかだに、

稚サンゴのついた着生板を取り付けた直径6mm、

長さ600mmのステンレス製の全ネジボルトを固定

します（図2）。ここでは、稚サンゴがついた面に

シルトやゴミが積もらないように、水面に対して

着生板が垂直になるようにボルトを取り付けてい

ます。また、多くの稚サンゴに適度に光が当たる

ように、それぞれの着生板の間隔を約2cm程度

開けています。なお、着生板の設置位置は水深

約2mのところです。

　このような方法で2004年の秋からエンタクミドリ

イシAcropora solitaryensisの中間育成をはじめま

した。用いた稚サンゴは2004年8月15日に西泊沖

で採取した卵から育てたものです。中間育成開

始時の72日令の稚サンゴは直径2mm程度と非常

に小さなものですが、すでに褐虫藻を取り込んで

赤茶色に色づいているのがわかります（図3）。

今回は稚サンゴが付いた着生板を16枚1セットとし、

4セット計64枚をいかだに取り付けました。

　いかだに着生板を設置してまもなく、ヘビギン

ポやアミメハギ等といった小型の魚類が隠れ家に

利用し始め、着生

板の表面をつつい

て い る 様 子 が 見 ら

れ ま し た （ 図 4 ）。

水槽飼育では数を

減らすのに苦労して

いたヨコエビなどは

小魚の格好の餌になるようで、数が抑制されて

いるようでした。また、いかだが中層に浮いてい

るためウニ類やヒメシロレイシガイダマシなどの

底生生物の影響は皆無でした。約11ヶ月後にあ

たる2005年7月の観察では稚サンゴは20mm程の

大きさに成長しており、平均して着生板1枚あたり

約5群体、合計で320群体の稚サンゴが生き残っ

ていました。これは水槽で飼育した場合と比べて

非常に高い生残率です。

　こうして得られたエンタクミドリイシの種苗の一

部を使って、2005年7月20日に高知県土佐清水市

の竜串湾で試験的な種苗放流を行いました。こ

の放流試験は環境省が行っている自然再生推進

計画調査の一環として行われたものです。稚サ

ンゴ放流は、①エアーインパクトドリルで岩盤に

穴を開ける。②開けた穴に水中ボンドを入れ、

③アンカー式ボルトを差し込み固定する。④あら

かじめ穴を開けておいた種苗のついた着生板を

ボルトに通し、ナットで固定する。という手順で

行いました（図5）。1cm～2cm程度の大きさの稚

サンゴがついた着生板21枚を7枚づつ3ヶ所に分

けて設置しました（図6）。1地点あたりの放流数

は26～29群体、合計すると84群体です。今後、

このサンゴたちがどう成長していくか継続して観

察していく予定です。

　今回紹介した、海域での中間育成の手法を使っ

て、稚サンゴの1年間の生存数を飛躍的に伸ば

すことができました。この手法は昨年から始めた

ばかりなので、今後も試行錯誤しながら改良を

重ね、より多くの種苗を安定して作ることができ

るようしていくつもりです。これによってサンゴの

種苗生産と呼べる技術の基礎ができるのではな

いかと思っています。

ミドリイシ属サンゴの種苗生産について　－いかだを使った中間育成－

林 徹

図2．稚サンゴ中間育成用いかだの様子
上：いかだ本体　下：着生板の取り付け

図6．放流事業に使用した稚サンゴ
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岩盤

着生板 ナット

図5．稚サンゴの放流法

図4．ヘビギンポの群れ

図3．72日令のエンタクミドリイシ

図1．稚サンゴの中間育成用いかだの模式図 

目﨑 拓真
石西礁湖のスポットチェックの結果について

　本年5月に日本ウミガメ協議会によって行われ

た石西礁湖のモニタリング調査に参加したので、

その概要を報告します。

＜石西礁湖について＞

　八重山諸島の石垣島と西表島の間に広がる石

西礁湖は、国立公園にも指定されている日本最

大のサンゴ礁です。この海域には竹富島・小浜

島・黒島など多くの島々が存在し、様々なサン

ゴ礁地形が形成されています（図2）。石西礁

湖のある八重山諸島には約400種の造礁サンゴ類

（以下サンゴという）が生息しており、サンゴを

基調とした国内屈指の多様な生物群集が形成さ

れています。

＜モニタリング調査の経緯＞�

　石西礁湖のサンゴ群集は、1980年前後に起こっ

たオニヒトデの爆発的な増加によって壊滅的な打

撃を受けました。これを機に1983年より黒島の八

重山海中公園研究所によって、サンゴ群集とオ

ニヒトデの分布のモニタリング調査が始められ、

その後も継続的して実施されており、現在まで20

数年にもわたる長期間のデータが蓄積されてい

ます。しかし、平成14年3月に八重山海中公園研

究所の母体である財団法人海中公園センターの

解散が決まり、黒島の研究所も閉鎖されることに

なりました。そこで、長年続けられてきたサンゴ

やウミガメの貴重な研究を何とか存続させるため、

日本ウミガメ協議会が研究所の運営を引き継ぐ

ことになりました（黒島研究所のH.P.を参照）。

＜スポットチェックについて＞

　石西礁湖のモニタリング調査は、現在スポット

チェック法という手法によって行われています。

15分間のスノーケリングによって、およそ50m四

方のサンゴの状況（被度・生育型・群体サイズ・

加入度など）や撹乱要因（オニヒトデやサンゴ

食巻き貝の密度と食害の度合い）などを目視で

観察し記録するものです。この方法は簡便に幅

広い情報を収集できるため、広いサンゴ礁を効

率よくモニタリングするのに有効な手法で、今日

では沖縄だけでなく本土海域でも広く用いられる

ようになっています（野村 2004）。

＜2005年度のモニタリング調査の概要＞

　八重山海中公園研究所がこれまで行ってきた

モニタリング調査地点は139ヵ所にも及びますが、

今回はその中から36地点を選び、調査を行いま

した（図１）。調査地点の番号が連続していな

いのは、比較しやすいように過去の調査で用い

られた地点番号を使っているためです。調査期

間は5月24日から5月28日で、日本ウミガメ協議

会の職員2名と私の計3名で調査を行いました。

　調査地点全体の平均サンゴ被度は32.6％あり、

被度20－40％の地点数がもっとも多くみられました。

被度が80％を超える地点は認められませんでした

が、60－80％の高い被度を示す地点が3ヵ所確認

されました。これらの地点ではいずれも枝状・

卓状ミドリイシ型（図３-A）の群集でした。このう

ち、もっとも高い被度70％を示した新城島の地点

17では、枝状サンゴと卓状サンゴがまるで光を奪

い合うようにひしめき合っている様子が観察され

ました。

　被度が20％を下回った地点は36ヵ所中8ヵ所で、

このうち被度が10％未満と特に低かった場所は、

黒島の西側にある地点7と94、新城島上地の地点

98、西表島の地点136でした。これらの地点では

ミドリイシの加入があるにも関わらず、2001年の

スポットチェック結果（環境礁自然環境局 2002）

と比較して、被度はほとんど変化していませんで

した。

　黒島－西表島間の地点38と58や竹富島の西側

の地点112などでは、被度40－60％の枝状ミドリイ

シ型（図3-B）の群集が見られました。その中の

地点58では、2001年の被度が23％で白化の被害

を受けた地点でしたが（環境省自然環境局 2002）、

今回の調査では被度47.2％になり、回復傾向にあ

りました。

　黒島サンゴ礁の外側にある地点96や西表島の

地点135など比較的波あたりがよく、流れのある

場所では卓状ミドリイシ型の群集（図3-C）が見

られました。そのような場所の卓状ミドリイシは、

直径30－50ｃｍ程度の小型のものが多く、波あた

り等の物理環境に起因するのか、礁池内で見ら

れるような200cmを超える大型のものはありませ

んでした。

　黒島南岸の地点9では、被度の高い多種混成

型（図3-D）のサンゴ群集が見られました。多種

混成型は過去にオニヒトデの被害や白化などの

撹乱をうけた後の回復過程の姿で、高い多様性

を示しますが、被度が低いのが一般的です。し

かし、この地点では枝状ミドリイシ、枝状コモン

サンゴ、枝状ハマサンゴなどが場所を変えて優

占群落をつくっており、不思議なことに40％を超

える高い被度を示しました。

　また、今回の調査でオニヒトデが確認された

のは、図１の☆マークがついている3ヵ所のみで、

いずれも1～2個体と低密度でした。オニヒトデの

食痕については36ヵ所中23ヵ所で見られましたが、

どの場所も散見される程度でした。

＜最後に＞

　冒頭でも述べたように1980年頃のオニヒトデの

大発生によって石西礁湖のサンゴは壊滅的な被

害を受け、1991年に行われた調査では全体で被

度10％程度までサンゴが減少しました。その後も、

高水温に伴う白化現象、新たに増えてきたサンゴ

食害生物や赤土の流出などの影響により、被度

の低下と回復を繰り返してきたことが、これまで

のモニタリング調査によってわかってきました（宇

井 1985、 野村ほか 2001）。

　近年では、2001年に高水温により多くのサンゴ

が白化し、また、オニヒトデの増加傾向も見られ

ています（環境省自然環境局 2002）。2003年に

は2001年の約2倍の地点でオニヒトデが目撃され

るようになり、その後の被害が危惧されていまし

た（国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターの

H.P.参照）。しかし、今回の調査ではオニヒトデ

が目撃された地点の割合が2003年の半分以下となっ

ており、大規模な環境悪化やサンゴ群集の死滅

を示す地点は確認されず、サンゴ群集はおおむ

ね健全な状態であることが分かりました。また、

ミドリイシの加入もほとんどの調査地点で確認さ

れており、今後、さらにサンゴの被度が増加して

いくことが期待できます。

　時間とともに移り変わるサンゴ群集の姿を把握し、

大規模な撹乱に対して速やかな対策を立てるた

めに､今後も石西礁湖のスポットチェック調査を日

本ウミガメ協議会と継続していきたいと思います。
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図1．スポットチェックのサンゴの被度と生育型の結果
各数字は地点番号で、番号が☆に囲まれている地点はオニヒトデを見つけた場所

B:枝状ミドリイシ型
（竹富島西側：地点112）

図3．石西礁湖のサンゴ群落

A:枝状・卓状ミドリイシ型
（竹富島南：地点109）

D:多種混成型
（黒島南礁縁部：地点95）

C:卓状ミドリイシ型
（小浜島北礁縁部：地点74）

図2．石西礁湖内のサンゴ礁の様子
地点46を船の上から撮影。干潮時にはサンゴは干出します。
宇宙から見た地球の姿のようです。

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ



　これまで本誌で紹介してきたように、水槽内で

卵からミドリイシ属のサンゴを育てた場合、藻類

の繁茂による成長阻害やイソヨコエビなどの食害

により、生残数は大きく減少していきます。その

ため、着生板の掃除などの定期的なメンテナン

スが欠かせません。しかし、この作業は非常に

手間がかかるので、十分な世話のできる群体の

数に限りがありました。また、作業自体がサンゴ

を痛める結果にもつながっていたため、これまで

行ってきた飼育方法では飼育開始から半年まで

に着生した稚サンゴの半数ほどが死亡し、１年後

には数群体しか残すことが出来ませんでした。

　なんとか生残数をあげることはできないかと、

生残率の高い着生後2ヶ月の時期に、稚サンゴを

海に放流して水槽の飼育期間の短縮を試みたこ

とがありました。ここでいう放流は前号でも紹介

したように稚サンゴのついた着生板を直接、海底

の岩に固定するというものです。しかし、着底後2ヶ

月で放流した場合、ウニによってかじられたりけ

ずり取られたり、また、ヒメシロレイシガイダマシ

などの貝類の食害を受け、1ヶ月程度で全ての稚

サンゴが跡形もなくなってしまいました。その後

も放流試験を繰り返し行った結果、約１年間程育

てて、稚サンゴの直径が１～3cmほどに成長しな

いと海域への放流に耐えられないことが分かりま

した。そこで、放流や実験に使えるようなまとまっ

た数の種苗を作るためには、稚サンゴが放流で

きるサイズになるまでの中間育成の手法を考えな

おす必要がありました。60日令の稚サンゴを海へ

放流した際の失敗をふまえて考えたのが、今回

紹介する垂下式のいかだを使った海域での中間

育成の方法です。

　使用したいかだは、ステンレス製の40mmアン

グル材を格子状に組んだもので大きさが60×60×

180cmあります。いかだには浮力を持たせるため

船舶用のブイを取り付け、海底に入れたアンカー

といかだ本体をロープでつなぎ、海中に浮かせ

た状態で固定します（図1）。このようないかだに、

稚サンゴのついた着生板を取り付けた直径6mm、

長さ600mmのステンレス製の全ネジボルトを固定

します（図2）。ここでは、稚サンゴがついた面に

シルトやゴミが積もらないように、水面に対して

着生板が垂直になるようにボルトを取り付けてい

ます。また、多くの稚サンゴに適度に光が当たる

ように、それぞれの着生板の間隔を約2cm程度

開けています。なお、着生板の設置位置は水深

約2m程のところです。

　このような方法で2004年の秋からエンタクミドリ

イシAcropora solitaryensisの中間育成をはじめま
した。用いた稚サンゴは2004年8月15日に西泊沖

で採取した卵から育てたものです。中間育成開

始時の72日令の稚サンゴは直径2mm程度と非常

に小さなものですが、すでに褐虫藻を取り込んで

赤茶色に色づいているのがわかります（図3）。

今回は稚サンゴが付いた着生板を16枚1セットとし、

4セット計64枚をいかだへ取り付けました。

　いかだに着生板を設置してまもなく、ヘビギン

ポやアミメハギ等といった小型の魚類が隠れ家に

利用し始め、着生

板の表面を突つい

ている様子が見ら

れました（図4）。

水槽飼育では数を

減らすのに苦労して

いたヨコエビなどは

小魚の格好の餌になるようで、数が抑制されて

いるようでした。また、いかだが中層に浮いてい

るためウニ類やヒメシロレイシガイダマシなどの

底生生物の影響は皆無でした。約11ヶ月後にあ

たる2005年7月の観察では稚サンゴは20mm程の

大きさに成長しており、平均して着生板1枚あたり

約5群体、合計で320群体の稚サンゴが生き残っ

ていました。これは水槽で飼育した場合と比べて

非常に高い生残率です。

　こうして得られたエンタクミドリイシの種苗の一

部を使って、2005年7月20日に高知県土佐清水市

の竜串湾で試験的な種苗放流を行いました。こ

の放流試験は環境省が行っている自然再生推進

計画調査の一環として行われたものです。稚サ

ンゴ放流は、①エアーインパクトドリルで岩盤に

穴を開ける。②開けた穴に水中ボンドを入れ、

③アンカー式ボルトを差し込み固定する。④あら

かじめ穴を開けておいた種苗のついた着生板を

ボルトに通し、ナットで固定する。という手順で

おこないました（図5）。1cm～2cm程度の大きさ

の稚サンゴがついた着生板21枚を7枚づつ3ヶ所

に分けて設置しました（図6）。1地点あたりの放

流数は26～29群体、合計すると84群体です。今後、

このサンゴたちがどう成長していくか継続して観

察していく予定です。

　今回紹介した、海域での中間育成の手法を使っ

て、稚サンゴの1年間の生存数を飛躍的に伸ば

すことができました。この手法は昨年から始めた

ばかりなので、今後も試行錯誤しながら改良を

重ね、より多くの種苗を安定して作ることができ

るようしていくつもりです。これによってサンゴの

種苗生産と呼べる技術の基礎ができるのではな

いかと思っています。

ミドリイシ属サンゴの種苗生産について　－いかだを使った中間育成－

林 徹

図2．稚サンゴ中間育成用いかだの様子
上：いかだ本体　下：着生板の取り付け

図6．放流事業に使用した稚サンゴ

　

着生板

２m

6m

フロート

アンカーロープ

アンカー

水面

海底

3CU R R E N T
Jul .  2005 Vol .6 No.2 CU R R E N T

Jul .  2005 Vol .6 No.2

2

エアーインパクト
ドリル 水中ボンド

1 2 3
アンカー式ボルト

4

岩盤

着生板 ナット

図5．稚サンゴの放流法

図4．ヘビギンポの群れ

図3．72日令のエンタクミドリイシ

図1．稚サンゴの中間育成用いかだの模式図 

日本

岩瀬文人

タイのシーファン復旧事業に参加して

左：様々な修復法　右：サナカン先生と修復されたシーファン
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　昨年の12月26日に発生したインドネシア・スマ

トラ島沖地震にともなう津波によって、インド洋沿

岸各国に多大な被害が出ました。日本でもリゾ

ートホテルが波に洗われる映像が連日放送され、

20万人を超える犠牲者が出た大災害として、や

がて来ると言われている東海、東南海、南海地

震が現実味を帯び、背筋が寒くなった方も多い

事でしょう。

　とはいえ高知の片隅の研究所にいる私たちには、

せいぜい募金をする事くらいしかできないと思っ

ていたところ、2月の末にタイのプーケットに視察

に行った知り合いから、「ダイビングサイトの目玉

であった高さ１ｍぐらいのシーファン（うちわ状の

ヤギの仲間：写真参照）の林が、津波のために

皆倒れてしまった。現地の大学の先生を中心に

復旧を試みているが、なかなか困難で、知恵を

借りたい」との連絡が入りました。

　私は以前水族館でサンゴやイソギンチャクの仲

間を飼っていたため、生きたシーファンを水槽の

壁に固定して展示した経験があります。しかし海

の中で、ちぎれ、倒れたシーファンの修復を行

ったという話は聞いたことがありません。

　そこで海中の岩の様子によっていろいろな固定

の仕方を考え、復旧の中心になって頑張ってい

るプリンス･オブ･ソンクラ大学のサカナン･プラト

ン先生と電子メールで復旧法についてやりとりを

しました。そうこうするうち、JICA（国際協力機構）

のタイ事務所から実際に現地で技術指導をするよ

う要請があり、思いもよらず4月末にプーケットに

ほど近いシミラン諸島というところで実地にシーフ

ァン復旧作業の指導をすることになったのです。

　初めて見るインド洋・アンダマン海は素晴らし

い海でした。確かにひっくり返ったテーブルサン

ゴやちぎれたシーファン、打ち寄せられた石の山

などがまだあちこちにあり、津波の破壊力を思い

知らされましたが、ダイビングポイントでは4ヶ月

の間に多くのボランティアダイバーによる修復が

進み、ちょっと見ただけでは津波による被害がほ

とんどわからなくなっています。

　これまで、砂地に鉄筋を立ててシーファンをくく

り付ける、岩の割れ目にシーファンを差し込み、

木のクサビで固定する、岩にコンクリート釘でシ

ーファンを打ち付けるなどの方法で修復を試みて

きましたが、今回はこれに加えて（A）船上で水

中セメントによってシーファンを石に固定し、海中

に設置する、（B）エポキシ接着剤でシーファンの

断片を岩の上に接着する、（C）押さえ板を使って

コンクリート釘で岩に打ち付ける、（D）岩に水中

ドリルで穴を開け、アンカーとボルトでシーファン

を固定する、などの方法も

実施してきました。

　タイは5～10月はモンスー

ンシーズンで、海は時化模

様になると聞きました。11月

に天候が安定したら修復した

シーファンの様子を見に行って、

どの方法が最も良かったか

を検証するつもりです。

プーケット

シミラン諸島

シミラン諸島の位置

太平洋

イ
ン
ド
洋

南
シ
ナ
海
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　研究所の周りでは数日前からカミキリ

モドキの仲間が大発生しています。海側

の窓ガラスや網戸などにはそれこそ無数

のカミキリモドキがへばりついており、

窓もあけられない状態となっています。

研究所ができてもう4年になりますが、こ

んなことは初めてです。橙黄色の体色と

羽の後端が黒いなどの特徴からツマグロ

カミキリモドキだと思われます。文献に

よると、この1センチ程度の小さな甲虫は

世界各地に分布しており、海岸沿いや湖岸、

大きな水路などで特に多く見られるとい

うことです。ツマグロカミキリモドキの

幼虫は湿った材木を好んで食べるので、

木のたくさん置いてある海辺の町などで、

しばしば大発生して被害を与えることが報告されています。カミキリモドキの仲間はカンタリジンと

いう毒を持っており、不用意にふれたり、つぶしたりすると、毒液にふれた皮膚が炎症を起こし、水

ぶくれができたりします。インターネットでこの昆虫のことを検索していたところ、面白い話題を見

つけました。その昔、このツマグロカミキリモドキを「兵隊虫」とよび、この虫をつかって「兵隊虫

勝負」という一種の根性試しをおこなっていた地域があるというのです。「兵隊虫勝負」はツマグロカ

ミキリモドキを肘の内側にはさみ、かぶれたら負け、かぶれなければ勝ちという乱暴な遊びです。こ

の遊びが流行したのは大阪の一部の地域だということなので、高知周辺ではそういう文化（？）はな

いと思います。研究所の周りで大発生したカミキリモドキは、今や机仕事をする部屋の中にもたくさ

ん進入してきており、天井や壁、窓のひさし

など、部屋のいたる所にくっついています。

こうして原稿を書いていても時折、天井から

ぼとっと落ちてきたり、顔の横をかすめて飛

んでいったりしています。私にはとてもこの

虫を使って根性を試す気にはなれません。S.N.

カミキリモドキの大発生

気象・海象（2005年4月～2005年6月）

気温

水温

月別平均値

(℃） (mm)

気温

水温

降水量

水温データなし

月間降水量

4月

17.1℃

（18.2℃）

77mm 368mm

5月

20.3℃

21.2℃

148.5mm

6月

23.9℃

23.0℃
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