
 

 

 

 

Ⅴ. 調査結果 

１.  サンゴ種苗生産技術の開発 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



目 次 

 

1. サンゴ種苗生産技術の開発      V-1-1 

1.1 実施概要        V-1-1 

1.2 種苗生産施設       V-1-1 

1.3 親サンゴ飼育       V-1-2 

(1)親サンゴの種と群体数      V-1-2 

(2)親サンゴ飼育環境       V-1-4 

(3)親サンゴ飼育結果       V-1-5 

1.4 種苗生産        V-1-6 

(1)採卵および幼生飼育方法      V-1-6 

(2)採卵および幼生飼育結果      V-1-8 

1.5 稚サンゴ飼育       V-1-9 

(1)稚サンゴ飼育方法       V-1-9 

(2)稚サンゴ飼育環境       V-1-10 

(3)稚サンゴ飼育結果       V-1-11 

1.6 断片養殖        V-1-12 

1.7 種苗生産および稚サンゴ飼育に関する基礎試験   V-1-14 

(1)幼生の着床具の選択性      V-1-14 

(2)稚サンゴの共生藻取り込み速度     V-1-15 

(3)着床初期稚サンゴの高水温耐性     V-1-17 

(4)低水温における稚サンゴの生残および成長    V-1-18 

1.8 種苗生産および稚サンゴ飼育における課題のまとめ   V-1-19 

 

 

 



  



種苗センター概要 

 
【敷地】 コンクリート土間、23×23m（529m2） 

【建物】 管理棟（管理室及び機材置き場、40m2）、 幼生飼育棟（63m2）、 

  親サンゴ飼育棟（47m2）、 機械室（22m2） 

【主な設備】 取水ポンプ（水中ポンプ 2 台、揚水最大能力 450ℓ/分/2 台） 

  取水場所（阿嘉新港地先、水深約 5m） 

  貯水槽（30 トン、1 基） 

  ろ過機（密閉式砂ろ過機、ろ過能力毎分 450ℓ/台、2 台） 

  海水冷却装置（冷却能力 3,360kcal/時間/台、4 台） 

  親サンゴ飼育水槽（2 トン FRP 製、L240×W100×D90cm、8 面） 

  親サンゴ飼育水槽（1 トン・円形ポリカーボネイト製、5 面） 

  稚サンゴ飼育水槽（1.4 トン FRP 製、L520×W75×D35cm、16 面） 

  エア･ブロアー（吐出圧力 8.8kpa、風量 3ｍ3/分/台、2 台） 

  非常用発電機（28KVA、1 台） 

  倉庫（20ft 海上コンテナ、1 台） 

1. サンゴ種苗生産技術の開発 

1.1 実施概要 

 これまで、「生育環境が厳しい条件下における増養殖技術開発調査」（水産庁，平成 18～

20 年度）において、種苗生産に関する技術の開発が行われてきた。同調査では、ミドリイ

シ属 3 種について種苗生産試験を実施し、これらの種のうちウスエダミドリイシについて

は、概ね大量種苗生産の技術が開発された。この技術に基礎をおき、平成 22 年度からは本

事業において、沖ノ鳥島に生息する複数のサンゴ種について、より効率的かつ大量に種苗

を生産することを目的として、技術の改良ならびに新たな技術の開発を行っている。 

 本年度は、沖ノ鳥島産ミドリイシ属 3 種を対象として種苗生産およびこれに関連する試

験を実施した。また、沖縄産サンゴ 5 種についても、種苗生産および関連試験を実施した。

沖縄産対象種には 4 種の新規対象種が含まれており、これらについては、親サンゴの飼育

および産卵、幼生飼育、着床、稚サンゴの飼育に関する基礎的情報を蓄積すること目的と

した。 

 

1.2 種苗生産施設 

 サンゴの種苗生産を行うための施設は、沖縄県座間味村阿嘉島に所在するサンゴ種苗生

産センター（以下、種苗センター）を用いた。同施設は、座間味村が所有するもので、本

事業を実施するにあたり座間味村より無償で貸与されている。 
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1.3 親サンゴ飼育 

 親サンゴの飼育については、前年度までの技術開発により、概ね適正な飼育環境が分か

った。このため今年度においては、その飼育環境の適正さを確かめるために、これまでと

同様の飼育環境下で親サンゴの飼育を実施した。また、沖縄産の新規対象種についても、

沖ノ鳥島産親サンゴに用いた飼育環境で飼育が可能であるかどうかを確かめた。 

 

(1)親サンゴの種と群体数 

 沖ノ鳥島の環礁内において、2010 年 5 月 12 日に 8 群体を採取し、同年 5 月 20 日に種苗

センターへ搬入した。これらの群体とともに、昨年 5 月に沖ノ鳥島より搬入した 33 群体を

写真-Ⅴ.2.2.1 種苗センター概観 

（写真左が北側） 
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図-Ⅴ.2.2.1 種苗センターの位置および施設内配置 
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飼育した（表-Ⅴ.1.3.1）。 

 沖縄産親サンゴについては、2010 年 5 月 25 日に座間味村・屋嘉比島周辺海域において

15 群体、阿嘉島周辺海域において 7 群体を採集し、種苗センターにおいて飼育を行った（表

-Ⅴ.1.3.1）。 

 
表-Ⅴ.1.3.1 今年後において飼育を行った親サンゴ 

*1 括弧外の数は今年度飼育した群体の合計数を示している。カッコ内の数は、飼育サンゴ数の

うち、昨年度に白化もしくは病気により群体が部分的に壊死していた群体数を示している。 
*2 今年度より新規に種苗生産対象とした種（4 種） 

 

 

 

 

種 標準和名 採集地 採集時期 飼育数*1 

【沖ノ鳥島産】    

Acropra tenuis ウスエダミドリイシ 沖ノ鳥島 2009 年 5 月 3 (1)

同上 同上 沖ノ鳥島 2010 年 5 月 5 

A. sp4?  和名なし 沖ノ鳥島 2009 年 5 月 10 (4)

同上 同上 沖ノ鳥島 2010 年 5 月 3 

A. globiceps?  和名なし 沖ノ鳥島 2009 年 5 月 10 

A. aculeus ハリエダミドリイシ 沖ノ鳥島 2009 年 5 月 6 (6)

Pocillopora verrucosa イボハダハナヤサイサンゴ 沖ノ鳥島 2009 年 5 月 4 

小計    41 (11)

【沖縄産】     

A. tenuis ウスエダミドリイシ 屋嘉比島 2010 年 5 月 5 

A. humilis*2 ツツユビミドリイシ 屋嘉比島 2010 年 5 月 5 

A. hyacinthus*2 クシハダミドリイシ 屋嘉比島 2010 年 5 月 5 

P. damicornis*2 ハナヤサイサンゴ 阿嘉島 2010 年 5 月 2 

Favia pallida*2 ウスチャキクメイシ 阿嘉島 2010 年 5 月 5 

小計   22 

合計   63 

① ② ③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦

写真-Ⅴ.2.3.1 今年度に飼育を行った親サンゴ 

①ウスエダミドリイシ、②A. sp. 4?、③A. globiceps?、 

④ハリエダミドリイシ、⑤イボハダハナヤサイサンゴ 

⑥ツツユビミドリイシ、⑦クシハダミドリイシ、 

⑧ハナヤサイサンゴ、⑨ウスチャキクメイシ 

⑧ 

⑨ 
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 (2)親サンゴ飼育環境 

 親サンゴは、概ね昨年と同様な方法によって飼育した。飼育環境は、以下のとおりであ

った。 

①水槽： 屋外では角型2トンFRP水槽を用いた（写真-Ⅴ.1.3.2、左）。 

 屋内では1トン円形ポリカーボネイト水槽を用いた（写真-Ⅴ.1.3.2、右）。 

②飼育海水： すべての水槽は開放式とした。 

 海水は阿嘉漁港(新港)地先の水深約 5m より水中ポンプを用いて汲み上げた。 

 各水槽の換水率は、基本的に 0.5 回転/時間とした。 

 飼育海水の月平均水温を図-Ⅴ.1.3.1 に示した。月平均水温は、概ね 23～28℃

の範囲にあった。 

 夏期に飼育海水の冷却を行なったことにより、月平均水温の最高値が昨年よ

り約 1℃低かった。 

 冬期（12 月上旬～4 月上旬）には、昨年度同様にヒーターを用いて飼育海

水の加温を行った。しかし、1 月の月平均気温が平年値および昨年値を下回

ったことにより、飼育海水温も若干昨年より低くなった。 

 サンゴ飼育には水流が必須であるため、強めのエアレーションにより、約

10cm/s の流れを水槽内に発生させた。 

③光量： 水槽内の光量については、本調査においてサンゴを採取した沖ノ鳥島海域

（水深約 5 ｍ）の光量（概ね 1,000μmol/m2/s）に近づけるため、遮光ネッ

トおよびプラスティック製ネット（品名トリカルネット）を用いて陰を作る

ことにより調整を行った。 

 夏至付近の水中光量子量は、晴天日の南中時付近において約

1,100μmol/m2/s であった（減衰率約 50％）。真夏の期間（7～9 月）は、遮

光ネット等により水槽内に入り込む光量を抑えたことにより、水中光量子量

は約 700μmol/m2/s（晴天日の南中時）（減衰率 70％）であった。 

④藻類駆除： 水槽内では藻類の繁茂を防ぐため藻食性の生物（貝類、魚類）を収容した。 

 

 

写真-Ⅴ.1.3.2 親サンゴ飼育水槽 

（左：2トン FRP 水槽、右：1トン・ポリカーボネイト水槽） 
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図-Ⅴ.1.3.1 親サンゴ飼育水槽内の月平均水温 

（縦棒は月間最高・最低水温を示す） 

写真-Ⅴ.1.3.3 斃死した親サンゴ 

（左：白化したウスエダミドリイシ、右：病気により組織が壊死した A. sp. 4?） 

 

 

 

(3)親サンゴ飼育結果 

 親サンゴの飼育結果を表-Ⅴ.1.3.2 に示した。 

 沖ノ鳥島産親サンゴの生残率は、全体では 83％であり概ね順調であった。斃死の原因は、

①昨年度搬入群体に関しては、昨年に白化等で弱っていた群体が回復しなかったこと、②

今年度搬入分のウスエダミドリイシに関しては、梅雨明けの光量の増加により白化してし

まったこと、③今年度搬入分の A. sp. 4?については、冬期の低水温時に病気に罹患したこ

とである（写真-Ⅴ.1.3.3）。昨年度搬入した親サンゴのうち、一夏一冬を経過し、白化も罹

患もしなかった群体の生育状況は良好であった。このことから、搬入した年の梅雨明け時

に光量の管理をより厳密に行なうことと、また 1 年目の冬期にはなるべく水温を高めにす

ることにより、親サンゴの衰弱や斃死を防げると思われる。 

 沖縄産親サンゴに関しては、生残率は 100％であった。これまでの飼育環境で飼育可能で

あることが分かった。高生残率の要因としては、水槽内と採集地の環境が似通っているこ
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とと、採集および搬送のストレスがより少ないことが上げられる。 

 
表-V.1.3.2 水槽内における親群体の飼育結果 

 
2010 年 5 月 2011 年 3 月 

初期飼育数 生残数 (生残率) 

【沖ノ鳥島産】    

ウスエダミドリイシ （2009 年搬入分） 3 2 (67%) 

同上 （2010 年搬入分） 5 2 (40%) 

A. sp. 4? （2009 年搬入分） 10  10 (100%) 

同上 （2010 年搬入分） 3 3 (100%) 

A. globiceps? （2009 年搬入分） 10 10 (100%) 

ハリエダミドリイシ （2009 年搬入分） 6  3 (50%) 

イボハダハナヤサイサンゴ （2009 年搬入分） 4 4 (100%) 

小計 41 34 (83%) 

【沖縄産】 （すべて 2010 年搬入）    

ウスエダミドリイシ 5 5 (100%) 

ツツユビミドリイシ 5 5 (100%) 

クシハダミドリイシ 5 5 (100%) 

ハナヤサイサンゴ 2 2 (100%) 

ウスチャキクメイシ 5 5 (100%) 

小計 22 22 (100%) 

合計 63 56 (89%) 

 

 

1.4 種苗生産 

(1)採卵および幼生飼育方法 

2010 年 6～8 月に、種苗センターにて飼育中の親サンゴが水槽内で産卵した卵を用いて

種苗生産を行った。また、水産総合研究センター西海区水産研究所石垣支所より、八重山

産サンゴの幼生を搬送してもらい、これらについても種苗生産を実施した。 

種苗生産は、昨年とほぼ同様な方法で実施した。種苗生産方法の詳細は次のとおりであ

った。 

口部にバンドルが認められた群体に、速やかにバンドル・コレクターをセットし、コレ

クター内で産卵を行わせた（写真-Ⅴ.1.4.1）。2 群体以上が同じ日に産卵した場合は、その

日に放出されたすべての精子と卵を 1 つの容器に収容し受精させた。約 1 時間の媒精後，

洗卵処理した受精卵を複数の 30，100，500ℓ の円形ポリカーボネイト容器に分けて収容し

飼育を開始した。なお、1 群体しか産卵放精しなかった日の卵は受精できないため廃棄した

（同一群体の卵と精子はほぼ受精しないため）。幼生飼育水槽には、概ね 4 回転/日の換水率

で断続的に注水して飼育海水の交換を行なった。産卵の 3～6 日後、プラヌラ幼生が着底行

動を示し水槽の底に集まるようになった段階で、着底用水槽（500ℓ 角型水槽および円形パ

ンライト水槽等）に幼生を移した。角型着底用水槽には、幼生を収容する前に着床具とし
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写真-Ⅴ.1.4.2 着床水槽および収容した着床具 

角型着床水槽 円形着床水槽 

て素焼きタイル（縦横 10cm、厚さ 0.5cm、平板）を水槽の底に敷き詰めた。1 トン円形パ

ンライト水槽では、10 枚のタイルをステンレス棒に串刺しした状態で収容した（写真

-Ⅴ.1.4.2）。着床具は、事前に 3～4 ヶ月間、水槽内において石灰藻を培養したものと、海

域に約 1 年間浸漬したものを用いた。これらの水槽においても、幼生を着床具入り水槽に

収容した後、概ね 4 回転/日の換水率で断続的に注水して飼育海水の交換を行なった。幼生

が着底した着床具は、屋外の 1.4 トン FRP 水槽（稚サンゴ水槽）へ移した。着底した幼体

の計数とサイズの測定は、骨格が形成される着底後 100 時間以降に実施した 

なお、効率的に稚サンゴを飼育できるような新型の着床具を開発するために、試験的に

角柱型着床具（コンクリート製、プラスティック製、マグホワイト製、陶器製）へも幼生

を着床させた。これらの角柱型着床具は小型である（縦横 1.5cm、高さ 3cm）。従来の着床

具は大型（縦横 10cm、高さ 0.5cm）であるため、着床した複数の稚サンゴが成長につれて

密着してしまい成長を妨げる問題があった。角柱型着床具では個々の群体を離すことがで

きるため、これらの問題を解決できると思われる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-Ⅴ.1.4.1 採卵方法 

バンドル・コレクターによる採卵 収集したバンドル 
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 (2)採卵および幼生飼育結果 

①採卵 

 親サンゴの産卵結果を表-Ⅴ.1.4.1 に示した。 

 水槽内で飼育しているミドリイシ属 5 種およびキクメイシ属 1 種の産卵は、6 月～8 月の

満月後 7～14 日後に観察された。ハナヤサイサンゴの幼生放出は、5 月～7 月の新月後 1～

10 日後に観察された。産卵・幼生放出を行った種については、大量種苗生産に十分な量の

卵を確保することができた。これらの卵・幼生のうち、必要数を種苗生産に用いた。 

 一方、ハリエダミドリイシおよびイボハダハナヤサイサンゴについては、生殖時期と考

えられる 5 月～8 月の期間において、産卵もしくは幼生放出は観察されなかった。前者につ

いては、昨年 9 月に病気のため群体の大部分の組織が壊死した。その後の回復が遅く、群

体サイズが生殖可能なサイズに達していないことが産卵を行なわない理由である。後者が

生殖を行なわなかった理由は、今年度の観察では明らかにできなかった。 

 石垣産サンゴについては、産卵誘発により得られた幼生を、西海区水産研究所石垣支所

より貰い受けて種苗生産に用いた。 

 

②幼生の着床 

 幼生の着床結果を表-Ⅴ.1.4.2 に示した。 

 今年の種苗生産は、一部着床率が低いケースがあったが概ね順調であった。着床率が低

いケースにおける原因は以下のとおりであった。 

 ・適切でない着床具を用いた（海域浸漬着床具でなく石灰藻培養着床具を用いた）。 

  沖縄および石垣ウスエダミドリイシ、沖縄クシハダミドリイシ、石垣スギノキミドリ

イシ、沖縄ウスチャキクメイシが、これに相当する。 

 「2.6 幼生および稚サンゴ飼育試験、(1)幼生の着床具の選択性」に後述しているが、 

  種により着床具の選択性が異なることが原因である。 

表-Ⅴ.1.4.1 種苗生産対象種および産卵結果 

【沖ノ鳥島産】                 〔種〕             〔産卵状況  （産卵数）〕 

ミドリイシ属（3 種） 

ウスエダミドリイシ 6 月に同調産卵  （約 47 万粒） 

Acropora sp.4? 7 月に同調産卵  （約 190 万粒） 

A. globiceps? 7 月に同調産卵  （約 68 万粒） 

【沖縄産】 

ミドリイシ属（3 種） 

ウスエダミドリイシ 6 月に同調産卵  （約 23 万粒） 

クシハダミドリイシ 6, 7 月に分散して産卵（約 8 万粒） 

ツツユビミドリイシ 8 月に同調産卵  （約 12 万粒） 

ハナヤサイサンゴ属（1 種） ハナヤサイサンゴ 5～7 月に幼生放出（約 4 千個体） 

キクメイシ属（1 種） ウスチャキクメイシ 7 月に同調産卵  （約 14 万粒） 

【石垣産】 

ミドリイシ属（2 種） 
スギノキドリイシ 5, 6 月に幼生を

八重山より搬入 

（約 6 万個体） 

ウスエダミドリイシ （約 5 万個体） 
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 ・幼生飼育水温が高く、胚の発生が早かった。このため、着床具を投入する直前の産卵

後 4 日目に多量の幼生が水中で浮遊したまま変態してしまった。A. globiceps?、A. sp.4?

が、これに相当する。 

 上記の問題点は、来年度の種苗生産では、適正な着床具を用いることと、幼生を着床さ

せるタイミングを早めること（3 日目に着床具の収容している水槽へ幼生を移す）で解決が

可能である。 

 新型の角柱型着床具への幼生着床の状況は、いずれのタイプにおいても従来のものと変

わらなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 稚サンゴ飼育 

(1)稚サンゴ飼育方法 

 稚サンゴ飼育も、昨年とほぼ同様な方法で実施した。種苗生産方法の詳細は次のとお

りであった。 

 屋外に設置した 1.4 トン FRP 水槽おいて、稚サンゴの飼育を行った（写真-Ⅴ.1.5.1）。親

サンゴの場合と同様に、水槽は開放式とし換水率は 0.5 回転/時間とした。藻食性の生物（貝

類、魚類）も稚サンゴ飼育当初から一緒に収容した。水流の強さは約 5cm/秒であった。 

 夏期（8 月～10 月）には、循環式冷却装置を用いて海水の冷却を行なった（ただし、飼

育結果を示した表-Ⅴ.1.5.1 にて*印で示した種は飼育海水の冷却を行わなかった）。 

 一方、冬期おいて、飼育海水の加温は行なわなかったが、飼育海水を保温するために、

12 月～3 月の期間にすべての稚サンゴ水槽を透明ビニールテントで覆った。テントは終日

種 
種苗生産 

収容幼生数 着床幼体数 着床率 

【沖ノ鳥島産】       

ウスエダミドリイシ 202,541 118,827 58.7% 

A. globiceps? 234,370 43,113 18.4% 

A. sp.4? 134,758 62,501 46.4% 

【沖縄産】    

ウスエダミドリイシ 195,000 31,564 16.2% 

クシハダミドリイシ 11,200 2,941 26.3% 

ツツユビミドリイシ 71,332 45,936 64.4% 

ハナヤサイサンゴ 4,448 4,375 98.4% 

ウスチャキクメイシ 62,400 2,982 4.8% 

【石垣産】    

ウスエダミドリイシ 61,875 4,094 6.6% 

スギノキミドリイシ 10,220 623 6.1% 

合計 988,144 316,956  

表-Ⅴ.1.4.2 着床幼生数および着床率 
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写真-Ⅴ.1.5.1 稚サンゴ飼育状況 

稚サンゴ水槽 水槽内の着床具の収容状況ビニールテントによる保温 

掛けた状態とした。 

 遮光は、4 月～11 月の期間においては 50％遮光ネットを用いて行なった。それ以外の期

間は、透明ビニールテントのみを水槽に掛けた状態で遮光した。テントを掛けた水槽内の

光量の減衰率は 40～70％程度で、ビニールテントの遮光率は 20～40％程度であった。 

 

 

(2)稚サンゴ飼育環境 

①飼育水温 

 稚サンゴ飼育海水の月平均水温を図-Ⅴ.1.5.1 に示した。月平均水温は、20.8～29.3℃の範

囲であった。過去の結果と比較すると、若干夏期に高く冬期に低かった。 

 

 

②光量 

 稚サンゴ水槽内の光量子量は、晴天日の南中時付近において 450～1,000μmol/m2/s 程度

図-Ⅴ.1.5.1 稚サンゴ飼育水槽内の月平均水温 
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であった。 

 

(3)稚サンゴ飼育結果 

①生残 

  稚サンゴの生残の結果を表-Ⅴ.1.5.1 に示した。また、過去の実績との比較のため、本

年度および 2007 年～2009 年における結果を図-Ⅴ.1.5.2 に示した。 

 着床から 1～2 ヶ月の期間において、沖ノ鳥島産ウスエダミドリイシおよび沖縄産ツツユ

ビミドリイシ、沖縄産ウスチャキクメイシにおいて、大量斃死が発生した。また、他の種

においても、例年と比較して初期の生残率がかなり低くかった。着床後 3 ヶ月目以降も群

体数の減少は続いているものの、減耗の速度は鈍った。 

 後述の高水温耐性に関する試験結果および稚サンゴ水槽の水温データから、同水槽内の

水温が大量斃死を引き起こすほど高くなっていたとは考えられないため、高水温が斃死の

直接の原因となっているとは考えにくい。 

 着床後約 1 ヶ月の初期稚サンゴの顕微鏡観察から、触手を伸ばしているにもかかわらず、

体表面の組織の下部のほうから（基盤に着床している部分）、組織が壊死している群体や個

体が多々見受けられた。稚サンゴ自体は衰弱していないが、バクテリアに感染するなどに

より、組織が徐々に壊死していくことが、稚サンゴ斃死の要因になり得るのではないかと

思われる。今後、バクテリアが多量に発生する原因や、これらが稚サンゴに及ぼす影響を

調べる必要があるのかもしれない。 

 生残率の経時的推移を、今年度と過去 3 年間の平均値の間で比較すると、着床初期の減

耗率が大きく異なる。1 年後の生残率を 50％程度にするためには、初期減耗を軽減する対

策が必要であると考えられる。 

 

 

 

 

表-Ⅴ.1.5.1 稚サンゴ飼育結果 

*
*

*

*
*
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図-Ⅴ.1.5.2 稚サンゴの生残率の比較 

A: 沖ノ鳥島稚サンゴの過去 3年間の平均生残率、 

B: 2010 年生産分稚サンゴの生残率 

A B 

 

②成長 

 稚サンゴの成長の結果を、過去の実績（2007 年～2009 年）とともに、図-Ⅴ.1.5.3 に示

した。 

 過去の結果との比較から、着床後 3 ヶ月までの成長率が低いことが分かる。大量斃死を

引き起こした要因が、生残している群体にも悪影響を与えていたと考えられる。3 ヶ月目以

降における成長は、概ね順調であった。 

 生残および成長の結果から、稚サンゴ飼育方法において最も改善を要するのは、着床初

期の飼育環境であると思われる。具体的な対策案については、後述の課題の項で検討した。 

1.6 断片養殖 

図-Ⅴ.1.5.3 稚サンゴの成長 

  実線: 2010 年生産分 

  破線: 過去生産分平均 
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 大量斃死の発生により、いくつかの種において、移植用の稚サンゴを十分に確保できな

いこととなった。このため、昨年度以前に生産した稚サンゴを断片化し、着床具へ貼り付

けた（タイルへは 2 断片/枚、角柱へは 1 断片/個）（サイズ：5～10mm 程度/断片）（写真-

Ⅴ.1.6.1）。断片養殖した群体数は表-Ⅴ.1.6.1 に示した。これらの小型群体を成長させ、移

植用稚サンゴとして用いる予定である。断片貼り付け作業は、2010 年 12 月～2011 年 2 月

において実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

写真-Ⅴ.1.6.1 稚サンゴの断片養殖 

A: ドナー群体(写真はウスエダミドリイシ)、B: 断片化された群体、 

C, D: タイルへの貼り付け、E：コンクリ角柱への貼り付け、 

F: プラスティック･キューブへの貼り付け

D E F

A B C

表-Ⅴ.1.6.1 稚サンゴ断片貼り付け結果 
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1.7 種苗生産および稚サンゴ飼育に関する基礎試験 

(1)幼生の着床具の選択性 

 これまで、幼生の着床具として、海域に浸漬したものと水槽内で石灰藻を培養したもの

を用いてきた。サンゴ種により、これらの基盤に対する着床率が異なる傾向がみられてい

た（表-Ⅴ.1.7.1）。そこで、室内実験により、種ごとの事前処理の異なる着床具の選択性に

ついて調べた（表-Ⅴ.1.7.2）。 

 試験の結果、着床具の選択性によりサンゴ種を以下ように分類ができることが分かった。 

   海域浸漬基盤 ： ウスエダミドリイシ、スギノキミドリイシ、クシハダミドリイシ、 

            ハナヤサイサンゴ、ウスチャキクメイシ 

   石灰藻培養基盤： ツツユビミドリイシ、A. globiceps、A. sp.4 

 今回の試験のみでは情報に不確かな部分があるため、海域での浸漬および水槽内での培

養期間を等しくした着床具を用いて厳密な試験を行い、さらに結果を検証する必要がある。

また、種により着床・変態誘引物質が異なる可能性についての検証も必要である。現在の

着床具の事前準備方法では、着床具を数ヶ月海域等に浸漬する必要がある。今後、試験の

情報をもとに、短期間で準備ができ、かつ着床率の高い着床具の事前処理方法を探ること

により、効率的に種苗生産が行なえる可能性がある。 

 

 

 

種 産卵日 着床具の事前処理 着床率 

ウスエダミドリイシ 

2007 年 5 月 27 日 海域にて 1 年沈水 87.2% 

2007 年 6 月 9 日 海域にて 4 ヶ月沈水 54.1% 

2010 年 5 月 28 日 水槽にて 3 ヶ月石灰藻培養 6.6% 

スギノキミドリイシ 2010 年 5 月 1 日 水槽にて 2 ヶ月石灰藻培養 6.1% 

クシハダミドリイシ 2010 年 6 月 10 日 水槽にて 1 年石灰藻培養 26.3% 

ツツユビミドリイシ 

2007 年 6 月 8 日 海域にて 1 年沈水 12.7% 

2010 年 8 月 3 日 海域にて 1 年沈水 60.7% 

2010 年 8 月 3 日 水槽にて 5 ヶ月石灰藻培養 72.9% 

A. globiceps 
2007 年 8 月 7～14 日 海域にて 3 ヶ月間沈水 1.9% 

2009 年 7 月 18 日 水槽にて 4 ヶ月石灰藻培養 33.1%*1

A. sp.4 
2007 年 7 月 10 日 海域にて 3 ヶ月間沈水 2.3% 

2009 年 7 月 16 日 水槽にて 4 ヶ月石灰藻培養 46.4%*2

表-Ⅴ.1.7.1 大量種苗生産における着床率の状況 

＊を記した着床率は、本来は高い値を示すはずであるが、以下の理由により低い値と

なった。 
*1 着床具の腐敗により着床直後の幼体が大量に斃死したため 
*2 着床水槽へ収容直後に、水中で幼生が変態したため 
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(2)稚サンゴの共生藻取り込み速度 

 ミドリイシ属の幼生は、浮遊時期中（産卵後 6 日以降、口が形成されてから）に共生藻

を取り込めるとの報告ある。また、着床後の稚サンゴに関しては、シャコガイ由来の単離

した共生藻を与えることにより、より早く共生関係が確立するとの報告がある。 

 今回、ウスエダミドリイシにおいて、幼生飼育海水への共生藻添加および稚サンゴのシ

ャコガイとの混養の有効性を確かめた。また、ツツユビミドリイシについては、シャコガ

イとの混養の有効性のみを確かめた。 

 幼生飼育海水への共生藻の添加によって、共生関係の確立を早めることはできなかった。

一方、着床直後の稚サンゴを水槽内でシャコガイと一緒に飼育することで、共生藻が入り

込む時期が早くなることが観察された（図-Ⅴ.1.7.1）。 

 2007 年の試験結果（稚サンゴの水槽へ共生藻を添加、もしくは共生藻を持つ生物を収容）

（図-Ⅴ.1.7.2）と比較して、今回はシャガイの有無により、共生藻感染の速度に大きな差が

見られた。着床直後の稚サンゴの共生藻感染の速度を速めるためには、シャコガイや他の

サンゴ群体と一緒に水槽内に収容したほうが、現在のところ無難であると思われる。今後、

更なる検証を行なう必要がある。 

 

種 
海域 

1 年浸漬 

石灰藻 

2-4 ヶ月培養 

石灰藻 

1 年培養 

ウスエダミドリイシ 90% 10% 32% 

ウスチャキクメイシ 83% 1% 2% 

ハナヤサイサンゴ 76% 36% 41% 

A. sp.4? 53% 49% 50% 

A. globiceps? 55% 68% - 

ツツユビミドリイシ 45% 66% - 

表-Ⅴ.1.7.2 事前処理の異なる着床具における着床率 
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図-Ⅴ.1.7.2 2007年における共生藻感染試験結果

図-Ⅴ.1.7.1 稚サンゴにおける共生藻への感染率の経時変化 

感染率は、着床直後の初期個体数に対する生残かつ感染済み個体数を示す 

(ウスエダミドリイシを用いた試験) 

 共生藻添加：産卵後 4 日目, 飼育水槽内共生藻濃度 18000cells/ml, 6 時間止水； 

 着床は産卵後 5 日目；着床後 5 日目からヒメジャコ 5 個体と 1.4 トン水槽にて混養 

(ツツユビミドリイシを用いた試験) 

 着床は産卵後 3 日目；着床後 7 日目からヒメジャコ 5 個体と 1.4 トン水槽にて混養 
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図-Ⅴ.1.7.3 異なる水温条件下における稚サンゴの生残 

(3)着床初期稚サンゴの高水温耐性 

 本年度の種苗生産において、初期稚サンゴの大量斃死が発生した。大量斃死は、2009 年

においても、沖ノ鳥島産ウスエダミドリイシにおいて発生している。この要因のひとつと

して高水温が疑われた。このため、今回、7 種の初期稚サンゴ（産卵後 12～26 日令、共生

藻感染済み）を用いて高水温耐性試験を実施した。試験区として、通常の水温試験区と、

水中ヒーターで飼育水を加温した高水温試験区の 2 つを設けた。 

 試験結果を図-Ⅴ.1.7.3 に示した。ツツユビミドリイシおよびウスチャキクメイシは、目

視観察により、高水温区および通常水温区の両方の試験区において試験開始直後から稚サ

ンゴの減耗が見られた。また、試験に用いた個体以外の 1.4 トン稚サンゴ水槽でも、同様な

状況が見られた。高水温試験でも 1.4 トン稚サンゴ水槽でも約 1 ヵ月後にはほぼ全滅となっ

た。水温以外の原因により斃死が発生したのかもしれない。再度の検証が必要である。 

 ウスエダミドリイシ、クシハダミドリイシ、A. globiceps?、ハナヤサイサンゴは、高水温

試験区で生残率が低い傾向が見られた。クシハダミドリイシは、試験初期に大きく生残率

が下がったものの、その後の減耗は緩やかであった。他の 3 種に関しては、高水温期間が

約 1ヶ月以上継続しない限りは、生残率は通常水温区とさほど変わらなかった。A. sp.4?は、

高水温でも生残率は低下しなかった。 

 これらの結果から、概ね長期間の高水温（30℃以上）は生残に影響することが分かった

が、全滅するほどではなかった。また、通常水温区の生残率は、稚サンゴ水槽に比べると

かなり良好であった。通常水温区の水温は稚サンゴ水槽と同様であることから、種苗生産

時の稚サンゴの大量斃死は、高水温が直接関与しているわけではなく、他の要因による可

能性が高いと考えられる。 
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成長率を示すグラフ 生残率を示すグラフ 

図-Ⅴ.1.7.4 異なる水温条件下における稚サンゴの生残および成長 

(4)低水温における稚サンゴの生残および成長 

 上述のように、高水温耐性試験より、概ね長期間の高水温は生残に影響するが全滅させ

るほどの悪影響を与えるものではないことが分かった。一方冬期においては、過去 3 年間

の結果から、A. sp.4?の生残率が急に下がる傾向があった。今回は、種ごとの低水温耐性を

調べた。通常の水温の水槽を低水温試験区とし、水中ヒーターで加温した水槽を加温試験

区とした。 

 試験結果を、図-Ⅴ.1.7.4 に示した。いずれの種においても、低水温のほうが生残率は低

かった。しかし、種により加温水温と通常水温の試験区間における生残率の差が異なった。

A. sp.4?は、他種と比較して、加温水温と通常水温における生残率の差が大きく、また両方

の試験区とも生残率が最低であった。同種は高水温試験において最も高い生残率を示した。 

過去 3 年間の生残結果も考慮すると、同種は高水温に強く、低水温に弱い種ではないかと

思われる。ハナヤサイサンゴは、両試験区において高い生残率であった。しかし、今年の

1.4 トン稚サンゴ水槽では冬期に生残率が下がる現象が生じているため、今後の結果を見る

必要がある。 

 成長については、いずれの種においても、低水温のほうが成長率は低かった。しかし、

種により加温水温と通常水温の試験区間における成長率の差が異なった。 

 全般的には、冬期に加温したほうが生残･成長とも良い結果が得られた。しかし、加温に

はヒーターを要するため経費が掛かる。成果とコストのバランスを検討する必要ある。 
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1.8 種苗生産および稚サンゴ飼育における課題のまとめ 

 今年の種苗生産および稚サンゴ飼育において明らかとなった課題を以下にまとめた。 

 

①親サンゴ群体の白化および病気の発生への対策 

 これを防ぐために、気候の急激な変更の生じる時期（梅雨明け、冬期の急な気温低下時）

において、事前に十分な遮光や飼育水の加温を行なうことが有効であると考えられる。こ

の対策の有効性を確かめる必要がある。 

 

②初期稚サンゴの大量斃死への対策 

 斃死を引き起こしている水槽内の環境要因について、どの要因が斃死を引き起こしてい

るのかを推定するために、人工的に飼育環境条件を変えて比較飼育試験を行う必要がある。

環境要因としては、水温、光、換水率、水槽容量、飼育密度、着床具の種類が想定される。

また結果から、飼育環境の改善方法および適切な飼育方法を検討する必要がある。 

 さらに、稚サンゴ斃死の要因が細菌感染症によるものであるのかどうかについても検討

する必要がある。 

 斃死の要因解明と平行して、事前に予防的措置として対策を実施しておく必要もある。

以下に対策をまとめた。 

・ろ過機の砂：細菌の発生源となる可能性のあるため交換する。 

・貯水槽の沈殿物：細菌の発生源となる可能性があるため除去する。 

・藻類駆除用の貝類：斃死した貝が水質を悪化させる可能性がある。より斃死しにくい種

へ変更するとともに、収容数を減らす。 

 

 また、より効率的な種苗生産および稚サンゴ飼育ために、様々な基礎的試験を行なう必

要がる。今後実施すべき試験内容について以下のまとまた。 

 

①サンゴ幼生着床誘引バクテリアに関する試験 

 これまでの種苗生産において、サンゴ種による基盤の選択性があるものと考えられる。

その要因としては、主にバクテリアやサンゴモが関わっているのではないかと思われる。

基礎試験により、サンゴ種による基盤の選択性が、基盤に付着しているバクテリアの種が

異なることによって生じているのかどうかを確かめる必要がある。また、各サンゴ種の幼

生の着床・変態に適しているバクテリア種を特定する必要もある。さらに、ミドリイシサ

ンゴの着床・変態を促進することが明らかにされているバクテリア種を用いて、着床基盤

の簡易的な事前処理方法を考案することも、効率的な種苗生産を行うためには有効である

と考えられる。 
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②海域の籠による中間育成 

 大量に移植用の稚サンゴを確保するためには、安定的にかつ経済的に移植サイズの稚サ

ンゴを生産する必要がある。このためには、海域での籠飼育の利点（低コスト、高成長率、

管理の容易さ）と陸上水槽飼育の利点（高生残率）を兼ね備えた飼育技術の開発が必要で

ある。幼生の着床直後からある程度の期間までは、稚サンゴを水槽内で飼育することによ

り初期の減耗を低く抑え、その後、生簀において中間育成をすることにより成長率を上げ

るとともに、飼育コストを削減できるのでないかと想定される。今後の試験において、陸

上水槽での飼育期間が異なる稚サンゴを海域の籠にて飼育することにより生残および成長

に関する情報を収集する必要がある。 
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