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はしがき

1998年に起こった観測史上最大のエルニーニョによって､世界各地のサンゴ礁で水温が上

昇し､サンゴが共生する褐虫藻を失 うサンゴの白化が大規模に起こった｡白化すればサンゴ

が必ずしも死亡するわけではないが､高水温状態が数ヶ月続けば､サンゴの死亡率が大幅に

上昇する｡沖縄本島のサンゴ礁は､世界的に見ても白化によるサンゴの死亡率が高かった地

域であり､全体で約 80%のサンゴが死亡し､特に樹状種の死亡率は90%を超え､沖縄本島周

辺で地域的にほぼ絶滅 した種もあった｡一方沖縄本島の 30km西に位置する慶良問列島では

沖縄本島より水温が低く､1998年の白化によるサンゴの死亡率は 20%未満で､サンゴ礁生物

群集は､沖縄のサンゴ樵が元来持つ現存量と生物多様性を保持 している｡今後地球温暖化が

進行すれば､サンゴが白化により死亡した地域 とよく生存 している地域が隣接する状況が､

世界のサンゴ礁で頻繁に生 じるものと思われる｡このような状況にある沖縄本島と慶良問列

島を組み合わせてサンゴ群集の維持､更新､回復の過程を研究することで､今後世界のサン

ゴ樵で頻繁に起こると予想される状況を先取 りした研究が展開できる｡本研究では､サンゴ

がよく生存し､周辺地域では唯一配偶子を大量に生産できる個体群が存在 している慶良問列

島ではサンゴ群集の維持と更新の過程を､サンゴが激減 している沖縄本島では､サンゴ幼生

の加入によって､サンゴ群集が回復 しうるかの解明を試みた｡
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研究成果

サンゴ礁での潜水による野外研究を実施 し､慶良問列島全域および沖縄本島の西海岸を中

心にサンゴ幼生定着基盤を設置し､サンゴ群集の更新と回復の潜在力であるサンゴ幼生加入

量を測定し､自然のサンゴ礁上での幼サンゴを含むサンゴ群集の遷移を追跡した｡海洋物理

学の研究者によってサンゴの放卵放精時期には､慶良問列島から沖縄本島-の表層流がある

ことが明らかとなっているので､成体サンゴがほとんど存在しない沖縄本島-加入するサン

ゴ幼生は､慶良問列島で生まれた可能性が高い｡この可能性を､表層流のパターンと､沖縄

本島各地域におけるサンゴ幼生定着量を組み合わせて解析することで検証 した｡つまり表層

流の流れる道筋と慶良問列島からの距離によって､沖縄本島におけるサンゴ幼生定着量の地

域的変異の説明を試みた｡沖縄本島で幼生定着量とサンゴ群集の回復の関係を解析し､幼生

の分散以外にサンゴ群集の回復に影響を及ぼす要因があるかも検討した｡

これらの結果から､サンゴが激減 した地域とサンゴが良好な状態を保っている地域が隣接

する場合に､前者でサンゴ群集が回復 し､後者でサンゴ群集が維持 ･更新されるための生態

学的な条件を明らかとし､今後同様な状況となると予想される世界のサンゴ樵の保全につな

がる基礎データを提供することを試みた｡

本研究で､以下のことを明らかとした｡

1. 放卵放精型のサンゴについては､慶良問列島が沖縄本島の幼生供給源となっていたことを

明らかにした｡この結果､沖縄本島では慶良問列島に近い地域で､放卵放精型サンゴの
幼生加入量が多かった｡ しかし幼生保育型のサンゴについては､慶良問列島から沖縄本
島-の幼生供給がほとんどなかった｡

2. 沖縄本島では慶良問列島から分散 してきたと考えられる放卵放精型のサンゴ､特にミド
リイシ属サンゴ､が多数加入したが､ほとんどの場所で生存できず､これらの場所では
サンゴ群集が回復 しなかった｡加入したサンゴの死亡要因として最も大きかったのは､
オニヒトデによる捕食であった｡この結果､沖縄島ではサンゴ群集の回復は極めて局所
的で､調査地点の10%程度でサンゴの被度が30%を超えるたのみであった｡

3. 過去のデータも含めて解析を行い､沖縄本島ではこの25年間で､サンゴ群集の回復力が
著しく低下していることを明らかとした｡

4. 慶良問列島では2002年よりオニヒトデが大発生し､親サンゴが減少した｡この結果､沖
縄本島-のサンゴ幼生供給も大幅に減少したことを明らかとした｡

5. 繁殖様式が放卵放精型で幼生の浮遊期間が長いミドリイシ科について､親サンゴから幼
生が分散する距離は､200km程度に限られていることが示唆された｡

1. ミドリイシ属サンゴが大型海藻と接触すると､成長率が低下しかつ配偶子生産量も減少

することが明らかとなった｡これはサンゴが大型海藻との接触で受けた傷の修復に､資源を使う

ために起こると考えられた｡
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