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1. サンゴの飼育およびサンゴ種苗生産技術の開発
1.1 はじめに
平成 18～20 年度において「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）が実施され、同調査の一環としてサンゴの有性生殖法による種苗生産技術の開発が
行われた。同調査では、沖ノ鳥島産ミドリイシ属 3 種を対象として実施され、これらの種
のうちウスエダミドリイシについては、概ね種苗生産の基礎的技術が開発された。
この技術に基礎をおき、平成 21 年度からは、本事業において、沖ノ鳥島および沖縄海
域で採取した複数種のサンゴを沖縄の陸上施設にて飼育し、効率的かつ安定的な有性生殖
法による種苗生産技術の開発を目標として飼育試験等を実施している。平成 26 年度まで
の種苗生産において、着生後約１年の稚サンゴの生残率が 50％を超えて順調な場合もある
が、
年度によっては、
飼育途中において稚サンゴの生残率が大きく減少する事例がみられ、
安定的な大量種苗生産には至っていなかった。このため、好適な飼育環境（特に、光量と
水流）を把握するために基礎試験を行うと共に、平成 27 年度からは、安定した水質と水
温の飼育海水を得るために、種苗生産施設を阿嘉島から久米島へ移転した。これらの対策
により、平成 27 年度からは、着実に稚サンゴの生残率が向上した。
今年度においては、昨年度に引き続き、サンゴの効率的かつ安定的な有性生殖法による
種苗生産技術を開発することを目的として、沖ノ鳥島および沖縄海域で採取したサンゴを
陸上の施設にて飼育するとともに、稚サンゴの飼育試験等を実施した。特に昨年度までに
実施された親サンゴの病気や稚サンゴの飼育環境改善に関する試験から得られた知見を踏
まえて、以下の具体的な試験を通して親および稚サンゴの生残率の向上を図った。
①親サンゴの飼育および移植用サンゴの種苗生産・中間育成の技術開発
a．親サンゴ病気への対策
b．稚サンゴの適正飼育環境試験
c．稚サンゴの海域での中間育成試験
②幼生着生誘引バクテリアを用いた着床具の事前処理方法の検討
③高温耐性共生藻を取り込ませたサンゴ種苗飼育試験
④適切な移植サンゴサイズの検討
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1.2 種苗生産施設
サンゴ種苗生産およびこれに関する基礎試験は、昨年度同様に、平成 27 年度に沖縄県
海洋深層水研究所の敷地内に設置したサンゴ増殖研究所において実施した。サンゴ増殖研
究所では、サンゴの飼育には不可欠である清浄な海水を大量に使用することが可能である。
また、本年度は、低水温の海水（13～20℃）を使用できるように施設の改修を行い、夏場
の高水温時においても適正な飼育水温を保つことができるようになった。低水温の海水は、
表層海水を深層水により熱交換したものである。

1.3 対象種
本年度の種苗生産の対象種は、沖ノ鳥島に生息するミドリイシ属サンゴ 3 種および沖縄
県久米島産のミドリイシ属 3 種であった（図-Ⅳ.2.1.1）。
沖ノ鳥島産

ウスエダミドリイシ

（Acropora tenuis）

ヤッコミドリイシ類似種 （A. sp. aff. divaricata）
慶良間産

ミドリイシ属の一種

（A. globiceps）

ウスエダミドリイシ

（A. tenuis）

ツツユビミドリイシ

（A. humilis）

クシハダミドリイシ

（A. hyacinthus）

①

②

G

F
④

③

⑤
①ウスエダミドリイシ
②ヤッコミドリイシ類似種
③A. globiceps
④ツツユビミドリイシ
⑤クシハダミドリイシ

図-Ⅳ.2.1.1 サンゴ増殖研究所にて飼育したサンゴ種
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1.4 親サンゴ飼育
本調査では、有性生殖法による種苗生産を実施するために必要となる親サンゴを、サン
ゴ増殖研究所にて年間を通して飼育を行った。
(1) 親サンゴの確保
沖ノ鳥島産親サンゴについては、沖ノ鳥島の環礁内において、2009 年 5 月、2010 年 5
月、2011 年 5 月、2013 年 5 月、2014 年 6 月、2015 年 6 月に採取した 3 種の親サンゴを、
昨年度に引き続きサンゴ増殖研究所の水槽で飼育した。沖縄産親サンゴについては、2015
年 5 月に久米島のハテノハマ周辺海域において採取した群体を、引き続きサンゴ増殖研究
所の水槽内で飼育した。これらの親サンゴの飼育群体数を表-Ⅳ.2.1.1 および表-Ⅳ.2.1.2 に
示す。
表-Ⅳ.2.1.1 沖ノ鳥島産親サンゴの飼育群体数
種

標準和名

Acropra tenuis

ウスエダミドリイシ

A. sp. aff. divaticata

A. globiceps

ヤッコミドリイシ類似種

和名なし

5

昨年度まで
の斃死数
3

今年度の
飼育数
2

5

3

2

2011 年 5 月

5

3

2

2016 年 6 月

4

-

4

2013 年 6 月

10

10

0

2014 年 6 月

4

4

0

2015 年 6 月

8

7

1

2016 年 6 月

9

7

2

2013 年 6 月

10

3

7

2014 年 6 月

2

1

1

2015 年 6 月

4

2

2

66

42

24

採集時期

搬入数

2009 年 5 月
2010 年 5 月

計

表-Ⅳ.2.1.2 久米島親サンゴの飼育群体数
種

標準和名

採集時期

搬入数

昨年度まで
の斃死数

今年度の
飼育数

A. tenuis

ウスエダミドリイシ

2015 年 5 月

10

0

10

A. humilis

ツツユビミドリイシ

2015 年 5 月

10

1

9

A. hyacinthus

クシハダミドリイシ

2015 年 5 月

10

1

9

30

2

28

計

(2) 親サンゴ飼育環境
親サンゴの飼育方法および飼育環境は以下のとおりであった。
①水槽：

1トン円形水槽を用いた（図-Ⅳ.2.1.2）
。

②飼育海水： すべての水槽は開放式とし、久米島東海岸沖の水深約 15m より汲み上げた
海水を各水槽へ注水した。
海水の換水率は約 1 回転/時間とした。海域より汲み上げた海水の月平均水
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温は、概ね 22～31℃の範囲にあった。
夏期に、沖縄近海では異常な高水温が発生した。このため、7 月中旬から 9
月上旬において、水槽に冷却した海水を注水し飼育海水の温度を 29℃以下
に保った。
冬期（12 月下旬～3 月）には、低温に弱いと思われる沖ノ鳥島産のヤッコ
ミドリイシ類似種と A. globiceps についてのみ、水中ヒーターを用いて飼
育海水の加温を行い、最低水温を 23℃に保った。
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
毎秒 10cm 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、概ね空中光量の 1/3～1/4 となるように、遮光ネ
ットを用いて陰を作ることにより調整を行った。

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。
また、数日間～数カ月の間隔で、これらの生物が摂食しない藻類（バロニ
ア属緑藻類、ハネモ類、藍藻類等）を手作業で除去した。

図-Ⅳ.2.1.2 親サンゴ飼育水槽
左：久米島産親サンゴ飼育に用いた 1 トン円型 FRP 水槽、
右：沖ノ鳥島産親サンゴ飼育に用いた 1 トン円型ポリカーボネイト水槽

(3) 親サンゴ飼育結果と考察
沖ノ鳥島産および久米島産親サンゴの年間飼育数、生残数、生残率は、それぞれ 23 群
体、19 群体、82.6%および 28 群体、27 群体、96.4%であった。
沖ノ鳥島産親サンゴの 2012～2016 年における年間生残率は、最低で 64％、最高 94%
であった。過年度と比較すると、本年度の生残率は高い値と言える。この理由は、
「1.5 親
サンゴ病気への対策」において後述する。
久米島産サンゴの本年度の生残率は、2015 年および 2016 年の 97%と同様であった。沖
ノ鳥島産サンゴと比較して斃死が少ないのは、飼育環境が採集した海域の環境とさほど変
わらなかったため、大きなストレスを受けなかったためではないかと考えられる。
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1.5 親サンゴ病気への対策
水槽で飼育中の親サンゴに病気（RTN：rapid tissue necrosis）が発生し、群体全体が
斃死したり、群体の部分的な罹患により親サンゴが産卵可能なサイズより小さくなってし
まう場合がある。このため、平成 23～26 年度において、病気の発生原因等を明らかにす
るため基礎研究を行い、病原体として菌種（Vibrio sp.）が特定された。また、抗菌剤（ニ
フルスチレン酸ナトリウム、アンピシリン、オキソリン酸、フロルフェニコール）により、
この病原体の増殖を抑えることできることが明らかとなった。平成 27、28 年度において
は、これらの抗菌剤を用いて、飼育中に罹患したサンゴの治療薬を行ったが、完全に RTN
を治療することができなかった。そこで、本年度は、病気の予防に主眼を置いて、飼育環
境の改善を行った。
(1) 方法
過年度の観察結果から、夏場の水温が高い時期に親サンゴが弱ったり、一部の群体が白
化ぎみになったりし、その後に病気が発生しやすくなる傾向が見られた。昨年度は、30℃
を超えないように水温を調整したが、罹患率は下がらなかった。このため、今年度は、夏
場の水温対策として、低温の海水を使用し水槽内の水温を 29℃以下とした。
また、罹患した親サンゴについては、以下の方法により治療を行った。
・罹患直後に飼育水槽とは別の容器に罹患サンゴを隔離する
・隔離後、30%過酸化水素水 1～10ml/海水 10L（約 1～10mM）により約 30 分間薬浴
・過酸化水素での薬浴後、以下の抗菌剤の混合液により約 3 時間薬浴
･ニフルスチレン酸ナトリウム

1g／海水 100l

･アンピシリン

1g／海水 100l

(2) 結果および考察
親サンゴにおける RTN 罹患と治療結果を表-Ⅳ.2.1.3 に示す。罹患率から飼育環境の
状態（良好か否か）、また斃死率から治療の有効性について概ね把握できるのではないか
と考えられる。
沖ノ鳥島産および久米島産親サンゴの罹患率（罹患数／飼育群体）は、過年度より下が
った。夏期の水温を 29℃以下としてことにより、高水温のストレスが低減され、サンゴが
罹患しにくくなったのではないかと考えられる。実際の飼育サンゴの目視観察では、過年
度においては夏期に衰弱し、触手を伸ばさなくなったり、共肉の色が薄くなり白化気味に
なる群体が多く見られる傾向があったが、本年度はそのような傾向が少なかった。このこ
とからも、夏期の水温を適切に保つことが、サンゴの健康状態を良好に保ち、疾病の予防
になるのではないかと思われる。
斃死率（斃死数／罹患群体数）は、沖ノ鳥島産および久米島産サンゴとも 100％で、過
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年度より高くなった。現時点では、薬剤による治療よりも病気の予防が重要であるが、今
後、効果的な薬剤の探索も必要である。
表-Ⅳ.2.1.3 親サンゴにおける RTN 罹患と治療結果
沖ノ鳥島産親サンゴ
種

飼育
群体数

ウスエダミドリイシ

10

A. globiceps

10

A. s p. aff. divaricata
合計

3
23

罹患率 （罹患数/飼育群体）
斃死率 （斃死数/罹患群体数）

RTN罹患状況
群体番号
発症無し
1303
1309
1401
1611
4
2015年度
38%
62%

発症時期

結果
治療中

斃死

0

×
×
×
×
4

治癒

結果
治療中

斃死

0

0

×
1

治癒

2018年2月
2017年4月
2018年1月
2017年4月
0
2016年度
51%
68%

2017年度
17%
100%

久米島産親サンゴ
種
ウスエダミドリイシ
クシハダミドリイシ
ツツユビミドリイシ
合計

飼育
群体数
10
9
9
28

罹患率 （罹患数/飼育群体）
斃死率 （斃死数/罹患群体数）

RTN罹患状況
群体番号

発症時期

発症無し
発症無し
151701 2017年9月
1
2015年度
7%
50%

2016年度
14%
25%

沖ノ鳥島
38%
62%

久米島
7%
50%

2017年度
4%
100%

2015年における親サンゴ罹患状況
罹患率 （罹患数/飼育群体）
斃死率 （斃死数/罹患群体数）

1.6 稚サンゴの適正飼育環境試験
稚サンゴの生残率および成長量をより高めるためためには、適切な飼育条件を探ること
が必要である。過年度（2014～2016 年）の飼育環境試験では、3～5cm/秒の水流および空
中の約 20 の水中光量において生残率が高い傾向が見られた。
今年度は、水流に関しては、過年度の結果を再検証することを探ることを目的として、
過年度と同様な試験を実施した。
一方、
天然のサンゴ幼生は、
光量の少ない岩盤の窪地に着生することが知られているが、
成長に伴い窪地から枝を伸ばしていくにつれて、より多くの光量が群体に当たるようにな
ることが考えられる。このため、光量に関しては、成長段階に伴い光量を変化（徐々に光
量を増加）させることにより生残･成長の向上を図ることが可能であるかを検証した。
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(1) 水流の強さに関する試験
1) 方法
試験には、素焼きタイル（10×10cm）に着生させた沖ノ鳥島産ウスエダミドリイシの
着生 26 日後の稚サンゴ（長径約 1mm）を用いた。水流の強弱は、エアレーションの量に
より調整した。試験区は、①強エアレーション区、②弱エアレーション区、③エアレーシ
ョン無し区の 3 つを設けた。水流の強さは、それぞれ毎秒約 7cm、3cm、3cm であった（図
-Ⅳ.2.1.3）
。各試験に、稚サンゴが着生した素焼きタイル 8 枚を用いた。各試験区の光量は
空中の約 12％、換水率は約 1 回転/時間であった。飼育水槽は 100L 透明ポリカーボネイ
ト円形水槽を用いた。
B

A

C

D
図-Ⅳ.2.1.3
水流試験における試験区および水槽設置状況
A：強エアレーション区
B：弱エアレーション区
C：エアレーション無し区
D：水槽設置状況

2) 結果および考察
弱エア区（水流：約 3cm/秒）において、最も生残率が高くなる傾向が見られた（表Ⅳ.2.1.4）。これは、適切な流速は 3～5cm/秒と同様であり、過去の結果を再検証すること
ができた。
表-Ⅳ.2.1.4 水流の強度による生残率の比較
試験区
エア無し
弱エア
強エア

流速
（cm/秒）
約3
約3
約7

稚サンゴの生残率
初期
個体数 試験開始時
82日後
178日後
251
100%
64%
48%
250
100%
81%
60%
251
100%
75%
49%
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(2) 水流測定試験
1) 実験の目的
前項の水流の強さに関する試験により、稚サンゴ飼育の適正な流速が概ね明らかとなっ
た。ここでは、稚サンゴ飼育水槽内の流況について詳しく把握すること目的として水流測
定を行った。
2) 水流試験の経緯と実施方針
【H29 年度第 1 回委員会の試験計画の報告内容】
①流れと乱れを可視化するため染料拡散試験を行い、流れが直線的なのか、拡散する
のかを観察すること。
②水槽内の流動を把握するために、平均流速（3 軸：u、v、w）と乱れを調べること。
③レイノルズ応力を求めて、乱れの強さを評価するべき。

【H29 年度第 1 回委員会及びその後のご意見等】
〇乱れの強さではではなく、流れの強さ（平均流速)と拡散状況（拡散係数）を把握
するべき。
〇相似則を確認する試験は、着床具の大きさ、エアの量、海水供給量も縮尺を変え
る必要があり難しい。今後も 5 トン水槽で種苗生産を実施するならば、5 トン水
槽で水流を確かめるのでよい。

【実験方針】
①流れの状態を可視化するため染料拡散実験を行い、流れが直線的なのか、拡散する
のかを観察する。
②水槽内の平均的な流れの強さを把握する。
③平均的な流速と合わせて、濁度計により（染料の）拡散係数を調べる。

3) 実験ケースの設定及び実験の流れ
表-Ⅳ.2.1.5 に示すケース及び図-Ⅳ.2.1.4 に示すフローで、
「染料拡散の可視化実験」、
「流
速測定及び拡散係数算定のための濁度測定」を実施した。実験には、100L パンライト水
槽および 5t 水槽を用いた（図-Ⅳ.2.1.5）
。
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表-Ⅳ.2.1.5 水流測定実験ケース
エア供給
ケース
備 考
のケース
ケース①
現在、稚サンゴの適
強エア
100L パンライト水槽
正な流速の検討に
弱エア
(試験水槽)
エアなし 用いている水槽
ケース②
稚サンゴの種苗生
強エア
5t 水槽
産を実施している
弱エア
(種苗稚サンゴ飼育水槽) エアなし 水槽

各ケースの海水供給量、エア吐出量の確認

水槽内の着床具周りの流れと主流向の把握

可視化及び濁度測定用染料の作成、
濁度計観測値の検量線作成

〔各ケースで同時実施〕
1) 染料拡散（流れ）の可視化実験
2) （平均）流速の測定実験
3) 染料の濁度（拡散係数）測定実験
図-Ⅳ.2.1.4 水流測定実験のフロー

５トン水槽：長さ 4.2m×幅 1.7m
×高さ 1.2m(水深 0.9m)

100L パンライト水槽：直径
約 0.6m×高さ 0.43m

ケース①：100L パンライト水槽

ケース②：5t 水槽

図-Ⅳ.2.1.5 水流測定実験の水槽
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4) 実験結果
(a) 各ケースの海水供給量、エア吐出量の確認
あらかじめ、水槽内に水流を発生させる条件となる、各試験水槽へ海水供給量及びエア
吐出量の測定を行った。測定結果を表-Ⅳ.2.1.6 に示す。
表-Ⅳ.2.1.6 各ケースの海水及びエア供給量
水槽への供給
海水量(ℓ/s)

ケース
ケース①
パンライト100L水槽
(試験水槽）
ケース②
5t水槽
(種苗稚サンゴ飼育水槽)

強エア
弱エア
エアなし
強エア
弱エア
エアなし

0.038

水槽容積/海水 エア吐出量
供給量(min)
(ℓ/s)
0.094
44
0.024

0.833

3.57
1.29

100

(b) 水槽内の着床具周りの流れと主流向の把握
各水槽の流れの状況を観察し、着床具周辺の主流向を確認した。主な結果は以下に示す
通りであった。

〇外観では両ケースの水槽で、海水の供給方向が着床具の配列と平行方向であり、水流
も同じ方向の流れが生じていた。（図-Ⅳ.2.1.6）
〇着床具周辺の主流向は、ケース①の「強エア」では表層の流れとは逆方向で、着床具の
配列と平行方向の流れ、「弱エア」、「エア」なしでは底面から表面に向かう、弱い上向き
の流れであった。(図-Ⅳ.2.1.7 の上)
〇ケース②の主流向は、水槽の中央から側壁方向に当たり下向きとなるような、水槽の片
側で回転する流れであった。（図-Ⅳ.2.1.7 の下）

海水供給

エアレーション・ホース

エアレーション・ホース

着床具

着床具

水槽内の
流れの方向

海水供給

水槽内の
流れの方向

ケース②

ケース①

図-Ⅳ.2.1.6 各ケースの海水供給、エアレーション、概略の流れの方向
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ケース①：弱エアの流れ概況

（弱 エ ア）

（強 エ ア）

※エアなしも、これより流速が小さく、同様の流れであった。

ケース①：100L パンライト水槽

※１） 図中の流れのベクトルと流速値
は着床具と平行の横断面方向で表示
しており、図の奥行き方向は考慮して
いない。

（弱 エ ア）

※２） 5t 水槽の強エア、エアなしでは、
左図のように詳細な流向・流速測定
は行っていないが、 同様の流れであ
り、強エアで流れが速く、エアなしで弱
い流れであった。

ケース②：5t 水槽
図-Ⅳ.2.1.7 各ケース水槽内の流向・流速、着床具周辺の主流向

(c) 染料拡散（流れ）の可視化実験
可視化に用いる染料は、サンゴの飼育に
用いられている薬品（エルバージュ）を 50g
に真水 2L 混ぜたものをケース①で、100g
を真水 5L に混ぜたものをケース②で用い
た（図-Ⅳ.2.1.8）
。
染料は前項の着床具回りの流れと主流向
で把握した、着床具周辺の主流向の上流側
より、ポリビンとプラスチックホースを加
工したものから、サイフォンの原理により

図-Ⅳ.2.1.8 5t 水槽での染料の滴下状況

滴下させた。
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染料拡散の可視化実験の主な結果は、以下に示す通りであった（図-Ⅳ.2.1.9）
。
①パンライト 100L の「強エア」では流れの主流向に染料が流れるが、染料出口近くから
拡散する。
「弱エア」は主流向方向に向かって広がりながら染料が拡散する。
「エアなし」
では主流向に対して広がるものの、染料の吐出口からすぐに横方向にも拡散した。
⓶5t 水槽の「強エア」では、染料の出口近くでは直線的に染料が流れるが、すぐに大きく
拡散する。
「弱エア」は強エアと似ているが、下流側での拡散は強エアより小さい。「エ
アなし」では主流向に対して広がるものの、染料の吐出口からすぐに横方向にも拡散し
た。
ケース

ケース①：100L パンライト水槽
（VTR 画像撮影）

ケース②：5t 水槽
（VTR 画像撮影）

強エア

弱エア

エア
なし

図-Ⅳ.2.1.9 染料拡散（流れ）の可視化画像
注）可視化の撮影は、全体的な染料の広がりを撮影する計画であったが、水槽壁が透明ではないことや、
水表面上は水流とエアの泡立ち、横側や上面から撮影できなかったことに加え、水槽内も着床具や測定装
置によって狭く、カメラが固定できないため、手持ちで水槽内にカメラを入れて、乱れが収まり水槽内の
流速が安定したことを確認して、近景での撮影を行った。
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(d) 平均流速及び拡散係数測定実験
流速計と拡散係数を算出するための濁度計は表-Ⅳ.2.1.7 に示す観測機器を用いた。拡散
係数を算出するためには、拡散方程式が成り立つ条件から、上・中・下流位置における 3
台の濁度計が必要であることから 3 台の濁度計を用いた。なお 3 台の濁度計は、予め今回
用いる薬品による染料濃度（濁度・ppm）と濁度計の電圧測定値との検量線（相関式）を
作成して、計測電圧値から染料の濁度を換算できるようにした。
表-Ⅳ.2.1.7 流速計及び濁度計の仕様
観測機器
電磁流速計

メーカー名・型式
JFE ｱ ﾄ ﾞ ﾊ ﾞ ﾝ ﾃ ｯ ｸ 社

性
3 軸流速計

製・ACM3-RS
KENEK 社製・PM-501

濁度計

能

流速分解能 0.1cm/s
測定精度±0.5cm/s or ±2%

測定範囲 0～3,000ppm/1ch
(今回使用したものは、チャンネル数を増やし電圧測定
レンジを変更して測定範囲を大きくできる改良型)

（3 台）

測定誤差 ±2%/FS, 出力電圧 0～＋5V FS

電磁流速計(ﾒｰｶｰﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

濁度計機器一式

濁度と染料濃度検量状況

濁度計設置状況
濁度計 3 台使

流速計・濁度計センサー部

ケース①の流速、濁度測
定

流速計センサー

濁度計センサー
図-Ⅳ.2.1.10 流速計及び濁度計の外観及び検量・測定状況
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流速及び濁度観測方法は、各観測機器のセンサー部が水流や手持ちでぶれないよう架台
にしっかりと固定した。また、図-Ⅳ.2.1.10 に示したように濁度計を流れの主方向に対し
て数 cm 間隔で設置し、流速計をセ ンサー部で染料の拡散を乱さないように、少し離し
て設置した。
平均流速は、各ケースで設定した着床具周辺の主流向となる位置で計測し、下記のよう
に x,y,z 方向の平均値を合成することによって計算する。
平均流速： U 

u 2  v 2  w 2 ， ここに、 u 、 v 、 w

：それぞれ x、y、z 方向流速の
測定時間平均値

また、拡散係数は以下の拡散方程式に時々刻々の観測値を代入して、拡散係数(k )を計算
する。
（移流項） （拡散項）

拡散方程式：

dC
dC
d 2C
u
k
dt
dX
dX 2

ここに、C：3 地点の濁度(ppm)、u：主流向の時点流速(cm/s)、

dt ：観測タイムステップ(0.1s)、X：濁度計センサーの間隔(cm)、
k：拡散係数(cm2/s)
各ケースの平均流速及び拡散係数等の結果を表-Ⅳ.2.1.8 及び 9 に示し、主な結果を以下
に示す。

【ケース①：パンライト 100L 水槽】
〇着床具周辺の平均流速の合成値は「強エア」で 7cm/s 程度、「弱エア」で 2.5cm/s で昨年
度の測定結果 (強エアで約 20cm/s 程度、弱エアで約 10cm/s) と比べて小さい流速であ
った。
〇「エアなし」での平均流速は 3cm/s 程度で、昨年度の測定結果(約 1cm/s)や「弱エア」より
若干大きくなっている。これは水槽内の流れ場が若干異なること、測定精度による誤差と
みられ「弱エア」と同程度と考えられる。
〇拡散係数は「強エア」で 23cm2/s と最も大きく、「弱エア」と「エアなし」では平均流速と同様
に 8 cm2/s 前後の値で大きな差は生じなかった。
〇表-Ⅳ.2.1.9 に示す拡散方程式中の（移流項）と（拡散項）の値の平均は、いずれもケース
も「移流項」の値が大きくなっており、「移流項（流れによる移動）」のほうが「物質そのもの
の水中での広がり」よりも効いていると考えられる。
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【ケース②：5t 水槽】
〇平均流速は「強エア」で 7.6cm/s と最も大きく、「弱エア」では 5cm/s 程度、「エアなし」では
1cm/s 以下とエア供給量に従い小さくなった。
〇拡散係数も同様に、「強エア」で最も大きい値となり、「弱エア」、「エアなし」（参考値）の順
で小さくなった。
〇表-Ⅳ.2.1.9 に示す拡散方程式中の（移流項）と（拡散項）の値の平均は、（移流項）の値
が若干大きくなっており、染料の広がりは、移流のほうが物質そのものの拡散よりも 1 割
程度大きく効いていると考えられる。

表-Ⅳ.2.1.8 平均流速及び拡散係数の算定結果一覧
x,y,z 方向平均
流速の合成値
𝑈 (cm/s)

ケース

ケース①

強エア

6.95

パンライト 100L 水槽

弱エア

2.54

(試験水槽）

エアなし

3.06

ケース②

強エア

7.57

5t 水槽

弱エア

5.32

主流向
x 方向
(着床具と平行)
z 方向
(上向き)
z 方向
(上向き)
z 方向
(下向き)

主流向の
拡散
染料の
平均流速
係数
比重
(cm/s)
k (cm2/s)

H28d 試験の 178 日後
の稚サンゴ生残率 7%
H28d 試験の 178 日後
8.23
の稚サンゴ生残率 22%
H28d 試験の 178 日後
7.88
の稚サンゴ生残率 17%

6.77
-2.27

22.87
1.031

-2.50
7.02

z 方向
(下向き)

4.98

備 考

27.16
18.40

1.023

現在の稚サンゴ飼育条
件

z 方向
拡散係数は参考値とす
（3.79)
(11.42)
(下向き)
る。
※ケース②「エアなし」の拡散係数の計算において、流速計で観測した主流向の流速は 0(ゼロ)cm/s を
中心とする微弱な変動流速であり、拡散係数が計算できなかった。しかし実験時には、染料を滴下する
ことによる流れが生じており、別途、滴下させたときの流速を測定し、その平均流速(3.9cm/s）を付加
して計算した。したがってケース②「エアなし」の拡散係数は参考値とする。

(稚サンゴ飼育水槽) エアなし

0.73

表-Ⅳ.2.1.9 拡散方程式における移流項、拡散項の平均値一覧
ケース

拡散係数
k (cm2/s)

移流項※

拡散項

比率：(移流項)／(拡散項)

ケース①

強エア

22.87

42

35

1.21

パンライト 100L 水槽

弱エア

8.23

303

186

1.63

(試験水槽）

エアなし

7.88

112

68

1.65

ケース②

強エア

27.16

1,644

1,457

1.13

5t 水槽

弱エア

18.40

1,518

1,341

1.13

(稚サンゴ飼育水槽)

エアなし（参考値）

(11.42)

(1,153)

(1,034)

(1.12)

注）拡散方程式中の移流項は、流れの進行方向に濃度が低下するため、マイナス(－)値をとなる。
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5) 結果の考察
(a) エア吐出量と平均流速・拡散係数の関係
エア吐出量と平均流速・拡散係数の関係を図-Ⅳ.2.1.11 及び図-Ⅳ.2.1.12 に示す。
〇両水槽のケースとも、エア吐出量が大きくなると、平均流速及び拡散係数が大きくなる傾
向である。さらに、平均流速が大きくなると拡散係数も大きくなる傾向がみられる。
〇ケース①の「エアなし」と「弱エア」は平均流速、拡散係数は同程度の値である。
〇拡散方程式における（移流項）と（拡散項）は、いずれも（移流項）の値が大きいが、顕著
に効いていることはなく、平均流速と拡散係数は正の相関がみられる（図-Ⅳ.2.1.12）。こ
れは、水槽内の流速が大きくなると、水槽内がかき混ぜるように乱され、拡散しやすくな
り、比例関係になるものと考えられる。

ケース①：100Lパンライト水槽

ケース②：5t水槽
50

10

50

エアと吐出量と平均流速

30

4 エアなし

20
弱エア

2

8
平均流速 (cm/s)

6

10

40
強エア

6

30

弱エア

4

20

2

10
エアなし

0

0

0

0.02

0.04
0.06
エア吐出量(ℓ/s)

0.08

0

0.1

0
0

1

2
3
エア吐出量(ℓ/s)

（ケース②：5t 水槽）

（ケース①：100L パンライト水槽）

図-Ⅳ.2.1.11 エア吐出量と平均流速の関係
ケース①、②平均流速と拡散係数

30
ケース②：強エア
25
拡散係数(cm2 /s)

平均流速 (cm/s)

40

強エア

拡散係数(cm2 /s)

エア吐出量と拡散係数

8

エア吐出量と平均流速
エア吐出量と拡散係数

ケース①：強エア

20

ケース②：弱エア

15
ケース①弱エア

10

y = 3.812x - 2.489
R² = 0.9834
ケース①エアなし

5

0
0

1

2

3

4
5
平均流速(cm/s)

6

7

8

図-Ⅳ.2.1.12 平均流速と拡散係数の関係
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4

5

拡散係数(cm2 /s)

10

(b) 参考:H28 年度適正流速試験の生残率の結果と今回計測の平均流速・拡散係数の関係
今年度も同様のエア条件で、稚サンゴの飼育試験を 100L パンライト水槽で実施してい
るが、途中経過であるため、参考として、図-Ⅳ.2.1.13 に H28 年度試験結果の生残率と、
今回同様の条件下で計測した平均流速・拡散係数の関係をプロットしたものを示す。

〇平均流速が大きいほど生残率は低下する傾向であり、100L パンライト水槽においては、
着床具周辺の主流向の平均流速が 3cm/s 程度が稚サンゴにとって比較的適正な飼育環
境であると推察される。
〇拡散係数も同様に、大きな値であるほど生残率は低下する傾向であり、100L パンライト水
槽においては、k=8cm2/s 程度が比較的適正な飼育環境であると推察される。

ケース①：100Lパンライト水槽

50%

40%

40%

H28年度生残率

H28年度生残率

ケース①：100Lパンライト水槽

50%

30%

弱エア
20%
強エア

エアなし

10%

30%
弱エア

20%

エアなし
強エア

10%

0%

0%
0

2

4

6

8

平均流速 (cm/s)

0

5
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15
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25

拡散係数(cm2 /s)

図-Ⅳ.2.1.13 参考：H28 年度生残率と今回計測の平均流速(左図)・拡散係数(右図)の関係
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(3) 光量に関する試験
1) 方法
試験には、素焼きタイル（10×10cm）に着生させた沖ノ鳥島産ウスエダミドリイシの着生
26 日後の稚サンゴ（長径約 1mm）を用いた。試験区は、以下の 3 つを設けた（図-Ⅳ.2.1.14）
。
試験区①：一定区（光量を 20％で固定）
試験区②：短期的増加区（1 か月間 10％、3 か月間 20％、以降 30％）
試験区③：長期的増加区（1 か月間 5％、3 か月間 10％、以降 20％）
各試験に、稚サンゴが着生した素焼きタイル 8 枚を用いた。飼育水槽は黒色の 100L 円
形水槽を用いた。換水率は約 1 回転/時間であった。エアレーションにより毎秒約 5cm の
水流を発生させた。

B

A

C

図-Ⅳ.2.1.14
光量試験における試験区および水槽設置状況
A：一定区（光量を 20％で固定）
B：短期的増加区（初期の光量 10％の時点の遮光状況）
C：長期的増加区（初期の光量 5％の時点の遮光状況）
D：水槽設置状況

D

2) 結果および考察
生残率は、光量 20％一定区および短期的増加区より、長期的増加区において高くなる傾
向が見られた（表-Ⅳ.2.1.10）
。過年度の試験では、適正な稚サンゴ飼育の光量は約 20％で
あることが分かっていたが、今回の試験から、着生初期の段階では光量を少なくし、徐々
に光量を増やしていくことにより、より生残率を上げることが可能であることが示唆され
た。今後、初期および光量を上げる各段階での適正な光量、ならびに光量を上げる時期に
ついて詳細に把握する必要がある。
表-Ⅳ.2.1.10 光量試験結果

20%一定区
短期的増加区
長期的増加区

稚サンゴの生残率
初期
個体数 試験開始時
82日後
178日後
250
100%
63%
55%
250
100%
54%
43%
250
100%
86%
73%

*１ 空中光量子量に対する飼育水槽内光量子量の比率
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1.7 稚サンゴの海域での中間育成試験
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。海域での中間育成により、水槽内での飼育期間を短くし、飼
育コストを低減できる可能性がある。本試験では、中間育成技術の開発を目的として、平
成 27 年度より久米島の仲里漁港内の海域において飼育試験を実施している。本年度は、
昨年度に開始した試験の継続モニタリングを実施した。
(1) 方法
中間育成試験は、久米島北西部の「仲里漁港の真泊地区」内にて実施した（図-Ⅳ.2.1.15）
。
稚サンゴ飼育には、プラスチック製ネットで作製した飼育籠（サイズ：横 80×幅 60×高さ
30cm）を用いた（図-Ⅳ.2.1.16）
。飼育籠は、塩ビパイプ製のフレームの上に固定し、海底
面より 50～70cm 離して設置した。比較試験のため、目合が異なる籠 2 種類（目合 1cm お
よび 10cm）を用い、また設置水深を DL-2m、DL-5m の 2 水深とし、合計 4 つの試験区
を設けた。各試験区には 1 つの籠を用いた。また、目合 1cm の各籠には、藻類の駆除のた
め殻幅約 2cm のタカセガイ約 20 個体を収容した。各籠の中に、5cm もしくは 10cm 角の
タイルに着生させた久米島産ウスエダミドリイシを収容した。試験には、2015 年産の 6
ヶ月齢稚サンゴおよび 2016 年産の 1、4、6 ヶ月齢の稚サンゴを用いた。

図-Ⅳ.2.1.15 飼育籠の設置海域

図-Ⅳ.2.1.16 飼育籠の設置状況
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(2) 結果および考察
1）生残（図-Ⅳ.2.1.17）
1 ヶ月齢では、沖出し直後から生残率が下がり、約 300 日で全ての稚サンゴが斃死した。
沖出しの時期（7 月）は、水温が高くなる時期であり、このような時期に小型のサンゴの
中間育成を開始するのは適切ではないのかもしれない。
4 ヶ月齢および 6 ヶ月齢では、1cm 目合のほうが 10cm 目合より高かった。10cm 目合
では、明らかに芝状藻類とシルトの付着が多く、これらに覆われたことが斃死の原因と考
えられた。一方、1cm 目合の試験区では、籠の中に収容してあってタカセガイ稚貝が芝状
藻類とシルトを除去したことにより、生残率が高くなったと考えられる。また、4 ヶ月齢
および 6 ヶ月齢の 1cm 目合では、2016 年 10 月に水深 5m に沖出しした 4 ヶ月齢を除い
て概ね同様な傾向が見られ、生残率が高い傾向があった。
2015 年 12 月沖出しの 6 ヶ月齢では、シロレイシガイダマシ類の食害が見られ、徐々に
生残率が下がったが、2016 年の沖出しでは、飼育籠の脚部に貝返しを設けて対策を行った
ところ、生残率の向上が見られた。

1 ヶ月齢（2016 年 7 月沖出し）

4 ヶ月齢（2016 年 10 月沖出し）

水深2m、1cm目合 (N=77)
水深2m、10cm目合 (N=60)
水深5m、1cm目合 (N=76)
水深5m、10cm目合 (N=88)
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80%

水深2m、1cm目合 (N=56)
水深5m、1cm目合 (N=56)

水深2m、10cm目合 (N=56)
水深5m、10cm目合 (N=56)
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群体生残率

群体生残率
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6 ヶ月齢（2016 年 12 月沖出し）
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6 ヶ月齢（2015 年 12 月沖出し）

水深2m、1cm目合 (N=77)

水深2m、10cm目合 (N=60)

水深5m、1cm目合 (N=76)
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図-Ⅳ.2.1.17 海域中間育成における稚サンゴの生残
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2）成長（図-Ⅳ.2.1.18）
成長は、1cm 目合のほうが 10cm 目合より良かった。タカセガイが藻類を除去したこと
により藻類との競合が少なくなり、1cm 目合の試験区の成長率が高くなったと思われる。
一方、水深が深い方が成長は良い傾向がみられる。深場のほうが、水温の変動が少なく、
また、降雨による淡水の影響を受けにくいなど、稚サンゴへの環境ストレスが少なかった
ことが考えられる。
2015 年 12 月に沖出しした 6 ヶ月齢の成長データから、
直径 5cm のサンゴを得るには、
着生後約 630 日の飼育期間が必要であると考えられる（水槽内 6 ヶ月（180 日）＋中間育
成 450 日）
。
4 ヶ月齢（2016 年 10 月沖出し）
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図-Ⅳ.2.1.18 海域中間育成における稚サンゴの成長
(3) まとめ
4 および 6 ヶ月齢稚サンゴの生残率が比較的高く、成長も良好であることから、籠式飼
育は中間育成方法として利用できるものであると考えられる。また、シロレイシガイ類の
成体への対策として、貝返しが有効であることが分かった。しかし、貝返し設置後も同種
の稚貝（殻長 2～5mm 程度）が飼育籠内に生息しているケースが見られた。幼生が浮遊し
て飼育籠内に入り込み、
着生したものと考えられる。
稚貝による食害の被害は小さいため、
頻繁に（月 1 回程度）駆除を行うことにより、大きな被害にはならないと考えられるが、
稚貝を捕食する生物（例えば、貝食性巻貝等）による駆除方法も研究する必要がある。
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1.8 幼生着生誘引バクテリアを用いた着床具の事前処理方法の検討
(1) はじめに
ミドリイシサンゴの種苗を幼生から作出するうえでネックとなっているのは、基盤上へ
の着生の制御である。これまでは海中に 1～2 ヶ月から半年間浸漬して微生物が被覆した
基盤を用いているが、幼生が着床具に均等に着生しないことと、浸漬に手間がかかること
が問題点となっている。基盤上のどこに何個体を着生させるかを制御できないために複数
の幼生が密集して着生したり、着生の無い基盤が多数生じたりする。
浸漬基盤の表面には様々な種類の微生物が被覆しており、基盤上からサンゴ幼生の変態
を誘引するバクテリアが単離されている（Pseudoalteromonas 属 Negri et al. 2001、

Pseudoalteromonas 属 13L6 株など 松島 2008）。また、体内の変態開始ホルモンとして
働く神経ペプチド Hym246 も見つかっている（Iwao et al. 2002）。しかしながら、これ
らのいずれを用いても、変態は誘引できるが着生を効率的に誘引することはできていない。
その原因は、これらは変態という組織分化を誘引するだけで、着生に必要な行動を誘引で
きないからである。そのため幼生が遊泳しながら変態が起こり、着生することなく浮いた
まま変態が完了してしまう。着生を誘引する行動（着生行動）の中で重要なのは、幼生が
基盤上に反口端をつけて遊泳を停止して長時間にわたって静止することである。この知見
に基づいて、平成 26 年度の本委託研究では着生行動の誘発と変態反応の誘導を引き起こ
すバクテリア（Pseudoalteromonas 属 Y1 株）を単離することに成果したが、このバクテ
リア株を用いても着生の誘引には至らなかった。5cm 四方の素焼きタイル製着生用基盤の
上にバクテリアを培養する方法では、バクテリアの量を制御することができないことにひ
とつの原因があった。バクテリア量が少ないと変態が誘引されない。いっぽうバクテリア
量が多いと、着生行動を誘引する物質が容器中に充満・飽和するためか、着生行動が短時
間で解除されてしまい、浮いたままの変態となってしまう結果となった。容器を大きくし
て海水量を増やしたり海水交換を導入しても改善は見られなかった。
この問題を解決するためには、着生行動そのものややバクテリアの増殖特性や物質生産
に関する地道な基礎研究が必要であるが、事業の性格からすぐにも着生誘引の効率化が求
められる。そこで発想を転換して、バクテリアを培養する基盤と着生用の基盤を分けるこ
とによってバクテリア量を制御することと、基盤を小型にすると同時に設置密度を高める
ことで偶発的な着生の立を向上させると共に基盤あたりの着生数を少なく分散させるこ
とを試みることにした。本試験は、お茶の水女子大学に再委託して実施した。
(2) 材料
［サンゴ幼生］
ウスエダミドリイシサンゴ（Acropora tenuis）の群体を沖縄県瀬底島で採集し（沖縄
県特別採捕許可、特第 28−77 号）
、水槽内で産卵したところからバンドルを回収して受精
させて得た幼生を用いた。幼生は 26°C の部屋で毎日 1 回の換水で維持した。
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［着生基盤］
水槽飼育の濾過材として市販されているポーラスリング（株式会社スドー、ガラス系多
孔質、外径約 15mm・内径約 8mm・高さ約 15mm）またはエイブルリング S サイズ（株
式会社チャーム、発泡煉石、外径約 13mm・内径約 5mm・高さ約 12mm）を海水ですす
いでから使用した（図-Ⅳ.2.1.19）
。以下では両者を合わせてリング基盤と呼ぶことにする。

図-Ⅳ.2.1.19

ポーラスリング

エイブルリング

［変態キュー］
バクテリアの培養基盤として、園芸で鉢底に敷く多孔質小石のハイドロボール小粒（都
市園芸研究所、発泡煉石、図-Ⅳ.2.1.20）を篩で濾して粒径が 3〜5mm となるように選別
し、海水に浸した状態でオートクレーヴ（120°C, 20 分間）処理にて滅菌したものを用い
た。

図-Ⅳ.2.1.20 ハイドロボール
変態誘引バクテリア株 Y1 を凍結保存ストックから少量取り、1/10 ZoBell2216E 寒天培
地上に置いた滅菌濾紙（円形、直径 13mm）に浸み込ませて 26°C で 3〜5 日間培養した。
培養後の濾紙を滅菌海水中で破砕してバクテリアを懸濁状態にし、ここに滅菌したハイド
ロボールを入れて混合した後、ハイドロボールを 1/10 ZoBell2216E 寒天培地上に置いて
密封して感想を防ぎつつ 26°C で培養した（図-Ⅳ.2.1.21）。培養後のハイドロボールを滅
菌海水ですすいで表面の余剰なバクテリアを除き、試験に用いた。
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図-Ⅳ.2.1.21
寒天培地上に置いたハイドロボール
でのバクテリア培養

変態誘引ホルモンの Hym248（EPLPIGLWamide）は、OPERON 社のカスタム合成に
て純度 90%以上での合成・精製を発注した。データシートでは純度は 95%以上であった。
100µM の濃度となるように滅菌純水に溶解して-20℃で凍結保存した。
(3) 結果と考察
［予備試験］
リング基盤をマルチディッシュの各穴に 1 個ずつ入れ、基盤より低い水位で海水を加え
て、
幼生 5 匹で検定した。
変態キューとしては培養後のハイドロボール 1 個または Hym28
を 2µM となるように加えた。配置を図-Ⅳ.2.1.22 および図-Ⅳ.2.1.23 に示す。

図-Ⅳ.2.1.22 マルチディッシュにポーラスリングを設置した例
左：24 穴ディッシュ

右：6 穴ディッシュ（基盤を中央に配置）

図-Ⅳ.2.1.23 マルチディッシュにエイブルリングを設置した例
この時は基盤を周縁に配置し、バクテリアを培養したハイドロボールをリング基
盤の外に置いた。左：12 穴ディッシュ、右：6 穴ディッシュ
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予備実験の結果を表-Ⅳ.2.1.11 に示す。マルチディッシュ 1 穴あたり 5 匹の幼生を投入
し、基盤上に着生した数、容器の壁面に着生した数、浮遊したまま変態した数、変態しな
かった数を計測し、平均値を算出した。リング基盤の穴の中か外のどちらに着生したかは
区別せずに計数した。幼生をリング基盤の穴に投入しても、すぐに底面の隙間から外側に
泳ぎ出る場合が見られ、幼生の投入を穴の中にするか外にするかで差は出ないと判断され
た。
表-Ⅳ.2.1.11 試験あたり幼生 5 匹の平均

リング基盤を入れることによって、24 穴ディッシュと 12 穴ディッシュでは浮遊したま
まの変態が半減して基盤上への着生が多くなった。しかし 6 穴ディッシュでは基盤への着
生はわずかしかなく、容器に対して基盤が密着することで着生率が上がると考えられた。
変態キューは Y1 と Hym248 とで明確な差は見られなかった。そこで基盤を密集状態に配
置して、徐々にスケールアップをすることとした。
［水位の検討］
基盤を密集させるにあたって、水位が基盤を越えていたのでは浮遊したままの変態が多
くなることが予想されるため、スケールアップに先立って、基盤に対する水位の影響を調
べた。
丸型プラスチック容器にポーラスリング 19 個を敷き詰め（図-Ⅳ.2.1.24）
、約 100 匹の
幼生を投入して基盤より低い水位と高い水位で着生率を比較した。変態キューには
Hym248（2µM）または基盤の穴に 1 個ずつの Y1 培養ハイドロボールを用いた。なお、
Y1 の培養日数による変態誘引の効率を検討した結果、3 日間の培養が最も変態率が高か
ったため、以後は 3 日間培養とした。結果を表-Ⅳ.2.1.12 に示す。いずれの変態キューに
おいても、高水位よりも低水位のほうが基盤上への着生率が明らかに高く、予想どおりの
結果となった。
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図-Ⅳ.2.1.24
水位検討のセットアップ

表-Ⅳ.2.1.12 水位差による幼生の着生率

［小スケール試験］
タッパー(11cm×13cm)にポータスリングを 60 個、又は 58 個詰め（図-Ⅳ.2.1.25）、どの
基盤も穴の中に幼生が 5 匹ずつ入るように幼生を数えながら投入した。幼生及び変態キュ
ーを添加し終えた時点で容器中の総海水量が 100mL となるように調整した。Hym248 を
使用する場合には、パスツールピペットで Hym248 入り海水を 60 滴垂らすと容器中の濃
度が 2mM になるように、1mM の Hym248 を 1.57mL の海水に 200mL 入れて薄め、そ
れぞれのリング内に 1 滴ずつ入れた。Y1 培養ハイドロボールを使用する場合には、培養
後のハイドロボール 60 個を軽く 5mL の海水ですすぎ、それぞれのリング内に 1 粒ずつ
置いた。
試験は 2 回実施した。結果を表-Ⅳ.2.1.13 に示す。幼生を投入した際には 300 匹を数え
たが、計数後の幼生／ポリプの総数はセットあたり
290 から 300 匹であった。数が減ったぶんは、早期に
死亡して溶解したものと思われる。
基盤上への着生率は、Hym248 で 39.4％と 61.0％、
Y1 で 23.8％と 31.3％となった。この着生率はこれま
での 1％程度と比較して格段の向上である。あとはス
ケールアップによってどれだけ効率が維持できるかの
検証となる。
図-Ⅳ.2.1.25
小スケールのセットアップ
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表-Ⅳ.2.1.13 小スケール試験における幼生の着生率

［中スケール試験］
小型のバット(11cm×17cm)にポーラスリングを 84 個詰め、どの基盤も穴の中に幼生が 5
匹ずつ入るように幼生を数えながら投入した（図-Ⅳ.2.1.26）
。幼生及び変態キューを添加
し終えた時点で容器中の総海水量が 160mL となるようにした。小スケールでは Hym248
をそれぞれの基盤に対して均等に滴下していたが、基盤数が多いためそれぞれの基盤に少
量ずつ Hym248 を滴下していく手法は時間がかかり実用的でないため、ここからはジョ
ウロを用いて Hym248 を薄めた海水を容器中に散布することにした。このとき、Hym248
入り海水のジョウロ内への残留を考慮して、Hym248 入り海水を散布予定量より 1.4ml
多く作成した。Y1 培養ハイドロボールを使用する場合には、培養後のハイドロボール 84
個を 5mL の海水で軽くすすぎ、
それぞれのリングの穴の中に 1 粒ずつ入るように並べた。

図-Ⅳ.2.1.26
中スケールのセットアップ

試験は 2 回実施した。結果を表-Ⅳ.2.1.14 に示す。幼生を投入した際には 420 匹を数え
たが、1 セットでは計数後の幼生／ポリプの総数はセットあたり 424 匹であった。
基盤上への着生率は、Hym248 で 27.6％と 42.9％、Y1 で 16.2％と 16.0％となった。
小スケールと比較した、やや着生率が低下した。
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表-Ⅳ.2.1.14 中スケール試験における幼生の着生率

［大スケール試験］
種苗生産の現場で使用することを想定して、人力での移動が可能で容積が大きく安価な
大型のバット(23cm×33cm)を容器として選んだ。また、一定の面積になるべく多くの基盤
を並べられた方がスペースの節約になり、またリング径が小さい方が幼生と基盤の接触機
会が増えると考え、基盤をこれまでに使用していたポーラスリングからエイブルリングに
変更し、一度に 493 個の基盤を並べた（図-Ⅳ.2.1.27）。エイブルリング総数に含まれる海
水量はおよそ 400l であった。なお、予備実験においてエイブルリングを使用した場合で
は、24 穴マルチディッシュを用い海水総量を 1.2ml として幼生 5 匹に対して Hym248 が
2µM となるようにして着生誘導を行ったところ、58%の着生率を得た。同様の条件で Y1
を用いた場合の着生率は 42%であった。この結果から、エイブルリングの素材は幼生の着
生用の基盤として適切であると判断した。
中スケールの試験まではそれぞれの基盤の穴の中に幼生を 5 匹ずつと Y1 培養ハイドロ
ボールを 1 個ずつ入れたが、これは手間がかかり実用的ではない。そのため、幼生もハイ
ドロボールも散布する方式に変更した。幼生及び変態キューを投入し終えた時点で基盤よ
り水位が低くなるように、容器中の総海水量を 500mL に設定した。幼生は密度を調整し
て数を見積もり、バット全体にまいた。Hym248 を使用する場合には、最終濃度が 2µM
となるように、ジョウロを用いて Hym248 を薄めた海水(100mL)を容器中に撒いた。ハ
イドロボールを使用する場合には正確な個数は数えず、体積で 30mL となるように寒天培
地上からハイドロボールを集め、30mL の海水で軽くゆすぎ、新しい 100mL の海水とと
もに基盤上に散布した。このとき、リング中にハイドロボールが入っていない基盤が生じ
たが、手は加えないようにした。
計数の結果を表-Ⅳ.2.1.15 に示す。Hym248 では 1432 個体、Y1 では 3000 個体の総数
であった。
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図-Ⅳ.2.1.27
大スケールのセットアップ

表-Ⅳ.2.1.15 大スケール試験における幼生の着生

基盤上への着生率は、Hym248 で 35.4％、Y1 で 11.2％となった。幼生の日齢が進んだ
ことによる試験の打ち切りのため、1 回のみの試験となった。Y1 での着生率が中スケー
ルよりやや低くなったが、Hym248 では 2 回の中スケール試験の中間の値となった。試
験の回によっての変動の範囲とも言える。
これまでは幼生の数に対してどれだけの着生があったかを示してきた。しかしサンゴ種
苗生産においては、基盤あたりの着生数と、着生のあった基盤がどれだけ効率良く得られ
るかが重要である。基盤上に密集して着生した場合には、その後の成長過程で競合してし
まうため、今回のような小さな基盤では基盤あたり 1〜2 個体の着生が望ましい。また種
苗生産のコストの面からは、基盤総数あたりの着生のあった基盤数の率が高いほうが良い。
これらの計数結果を表-Ⅳ.2.1.16 にまとめた。
基盤 1 個あたりの着生数はいずれの変態キューでも大差なく、1.5 個前後となった。こ
れは基盤あたり 1〜2 個のケースが大多数を占めるということであり、種苗生産において
は望ましい結果である。基盤総数に対して着生のあったものは、Hym246 で 61.1％、Y1
で 48.7％になった。この方法で約半数の基盤に着生が見込める結果である。Y1 でやや率
が低いが、試験回ごとの結果の振れによってはもっと高率になるかも知れない。
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表-Ⅳ.2.1.16 幼生の着生率および基盤あたりの着生個体数

［稚サンゴの育成］
サンゴ種苗を海域に移植するまでに、半年から 1 年間にわたって育成することで生残率
が高まる。そこで、小さなリング基盤での育成方法を検討した。
市販されているポリプロピレン製のトリカルネットと猫よけネット（ここダメシート、
DAIM、図-Ⅳ.2.1.28）を用いてリング基盤を固定した（図-Ⅳ.2.1.29）
。

図-Ⅳ.2.1.28
着床具の固定に用いたトリカルネット
（商品名：ここダメシート）

図-Ⅳ.2.1.29 リング基盤の固定例
左：全体

右：拡大

オレンジ色の点は着生したポリプ

ネットに固定したリング基盤は、セットのままタッパーに入れて研究室内での育成（図
-Ⅳ.2.1.30）と、千葉県館山市のお茶の水女子大学湾岸生物教育研究センターの屋外水槽
での育成（図-Ⅳ.2.1.31）を試した。室内では通常の天井蛍光灯のみの光とした。屋外水
槽は遮光ネットで覆って、日光を 3〜5％に弱めた。
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図-Ⅳ.2.1.30
タッパーに収納した状態

図-Ⅳ.2.1.31 屋外水槽に垂下した状態
図１２のタッパーに収納した状態で、那覇市牧志公設市場で購入したヒメジャコガイの
外套膜をすりつぶして得た褐虫藻を与えてから、26°C に保った研究室内で維持した。週
1 回の換水を行った。
7 月 10 日から屋外水槽に垂下した基盤セットは、9 月 15 日の観察の時点で基盤表面を
覆うようにうっすらと藻類の層が形成されていた。このとき、サンゴの直径はおよそ
1.2mm とカゴ内のサンゴより大きくなっており、どのサンゴでも 2〜3 個の出芽が見られ
た。10 月 20 日の時点で、基盤セット 1 枚に含まれていたポーラスリング 27 個中 7 個の
基盤(25.9%)でサンゴの生育を維持できていた。館山という立地のため水温低下が始まる
既設となり、育成は打ち切った。
同時期に、研究室のタッパー内育成のサンゴについても生育状況のチェックを行った(9
月 25 日)。研究室での育成においては、週一回の餌やり(エビのすり身をタッパー内の海
水に懸濁)と水換えを行った。滅菌海水と人工海水の混合を用いて飼育しているため、研
究室で育成している基盤セットには目視できる藻類は一切生えていなかった。また、基盤
の内側にも外側にもサンゴが着生しており、どちらも生存していた。マルチディッシュ内
に着生させた個体に比べて褐虫藻の増殖が鈍く骨格の色が白く透けて見え、サンゴの直径
はおよそ 0.93mm であった。ポリプの色は基盤内側に着生した個体の方がやや薄かった。
10 月 25 日の時点で、
基盤セット 3 枚に含まれていたポーラスリング 77 個中 53 個(68.8%)
の基盤でサンゴの生育を維持できていた。藻類除去の手間がなく生残率も良いため室内飼
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育が種苗の育成に適しているように思われるが、サンゴ自体の成長が見られず面積的に配
置できる基盤数が限られてしまうため、屋外水槽での飼育方法を見直し、室内飼育での生
残率に近づけていくと共に、成長のいい育成条件を見つける必要がある。
リング基盤をトリカルネットにはさんで固定し、セットごと扱うことで、多数の基盤を
扱う煩雑さを無くすことができる。今後、この基盤セットに対する着生率をどれくらい高
くできるかを試験する必要もある。
［種苗生産コストの見積もり］
1 万個の種苗を作出するために、神経ペプチド Hym−248 とバクテリア株 Y1 のどちら
を使用すれば費用を抑えられるのか検討することにした。大スケールの 493 個入りバット
で種苗作成を行う場合で考える。493 個入りバットで幼生を着生させると、変態キューに
Hym248 を用いた場合にはバットに配置した基盤の 61.1％、Y1 を用いた場合には 48.7％
にサンゴ幼生が着生している。なお、着生のあった各基盤には 1 個体以上のサンゴが着生
している。そのため、着生のある 10,000 個の種苗を得るためには、Hym248 を用いる場
合には 16,367 個、Y1 を用いる場合には 20,534 個の基盤が必要となる。一般に、幼生の
着生能力は 3 週間もつと言われているが、年度により幼生の状態にはばらつきがあり、卵
から採取して発生させた幼生が良好な状態を維持できる期間は経験的に初期の 2 週間程
度である。そのため、この 2 週間(実働 10 日間)で上述した個数の基盤を処理し、幼生の
着生に必要な作業を行う。必要な物品の発注や、Y1 の培養はこの期間外で行うものとす
る。一人当たりの 1 日の実働時間は 6 時間とした。
。購入した基盤の事前の洗浄や、設置
した基盤への変態キュー散布を含め、1 時間で 1 バット 493 個の基盤を処理することがで
きる。また、着生作業を行った翌日には着生の有無を目視して仕分ける作業が必要である
が、これも 1 バット 493 個につき 1 時間必要である。費用の計算にあたって、必要な材
料の値段は以下の値をもとにした
①消耗品費


着生基盤
エイブルリング S サイズ（3L パッケージで 1,230 個入り 3,640 円、単価 3.0 円）。
Hym-248 の場合の 16,367 個で 49,101 円、Y1 の場合の 20,534 個で 61,602 円。



変態誘引ペプチド Hym-248（EPLPIGLWamide）
20.0mg 入り、8 残基、C 末端アミド、精製>90%の条件で、税込み 65,232 円
（https://www.thermofisher.com/jp/ja/home/japan/services-jp/custom-peptide.html）
20 x 10-3g / MW923 = 21.7 x 10-6 mol = 2 x 10-6 M x 10L より、65,232 円 / 10L となる。
1 基盤あたり 1ml のペプチド入り海水が必要であり、ペプチド入り海水 10L によって基盤
10,000 個ぶんの着生作業が可能。20mg のペプチドで 10,000 個の基盤に対応する。16,367
個の基盤に対して 106,765 円となる。発注用の人件費を 1 時間計上する。
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変態誘引バクテリア Y1 の培養
着生基盤 1 バットにつきハイドロボール 30mL、42 バットに対して 1.26L。ハイド
ロボール小粒 2L 402 円。篩でサイズを選別して半分になるため、1.26L を確保す
るのに 2.52L 必要で 507 円となる。



寒天培地
90mm 滅菌シャーレ（アズワン、1 枚 16 円）を使用。培地 3L（Tryptone 1.5g、Yeast
Extract 0.3g、Agar 45g、和光純薬工業）あたり 942 円で 100 枚の寒天培地が作成
できる。よって寒天培地 1 枚あたり 16+9.42 = 25.42 円。寒天培地 1 枚につきハイド
ロボール 10mL の培養ができるため、1.26L のハイドロボールの培養に 126 枚の寒
天培地が必要となる。
事前の Y1 植え継ぎに必要な 8 枚と合わせ、合計 131 枚で 3,331
円。

②人件費 …時給 1000 円で計算


着生基盤・変態キュー・幼生のバットへの設置
1 バットの設置に 1 時間。Hym-248 では 33 バット、Y1 では 42 バットで、それぞ
れ 33 時間と 42 時間。



着生した基盤の選別
1 バットの選別に 1 時間。Hym-248 では 33 時間、Y1 では 42 時間。



Y1 の増殖培養
凍結保存株から 3 回の植え継ぎによる増殖に 3 日かかり、18 時間。



Y1 のハイドロボールでの培養
ハイドロボールの選別と散布するハイドロボール上での Y1 の培養作業に 6 時間。

以上から作業時間と必要な物品の量を計算したところ、表-Ⅳ.2.1.17 のようになった。た
だし、水道光熱費と設備費は含めない。
これらより、変態キューに Hym248 を用いた場合には、幼生の着生がある 1 基盤につき
22.3 円、Y1 を用いた場合には 17.4 円の費用がかかる。ただしバクテリアの培養スキルに
応じた人材を雇用する場合に時給が 2,000 円になるとして計算すると、種苗 1 個あたりの
費用は 25.7 円となり、Hym248 を使用する場合よりも割高になる。また、稚サンゴの育
成における生残率が低くなるほど、必要な種苗の数が増えてコストが増す。生残率が 1/3
であればコストは 3 倍になる。稚サンゴ育成が大きな課題である。
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表-Ⅳ.2.1.17 コストの比較(小数点 2 位以下切り上げ)

［サンゴ種苗の植え付け方法］
リング外側に着生のある基盤については、スクリュー釘またはコンクリート釘による岩
盤への打ち込みが可能だと考えられる（図-Ⅳ.2.1.32）
。リング外側に着生のある基盤につ
いては、サンゴ本体と基盤との隙間が十分にある場合、ロープ止め杭(φ6mm)を用いて岩
盤に打ち込むことができる。また、隙間が十分にない場合、陸上で針金を用いて基盤を釘
にくくりつけ、それらを岩盤に打ち込むことで固定できると考えられる。基盤自体の強度
が低いため、釘で打ち付ける際の基盤の耐久性及び緩衝材(図 3 内、青いリング)の要不要
は今後の実施時に検証が必要であるが、安価で迅速な設置という面でリング状基盤の優位
性がある。

図-Ⅳ.2.1.32 リング基盤の植え付け設置方法
(4) まとめ
水槽濾過材に使われる多孔質リングを着生基盤とし、これを高密度に配置することによ
って、従来の着生率を 11〜35 倍と大幅に上回る効率化を達成することができた。幼生あ
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たりの着生率よりも、基盤あたりの着生数と着生のある基盤の率が、種苗生産に重要であ
る。基盤 1 個あたり 1〜2 個の着生、基盤総数の約半数に着生が得られる結果となった。
しかも実際の種苗生産に適用できる規模で、また従来より安価となった。小型のリング状
基盤は植え付けの省力化にも優れている。稚サンゴの育成が今後の大きな課題である。ま
た、基盤上の特定の箇所にのみ着生を誘導する技術の開発が望まれるが、それには長年に
わたる地道な基礎研究が必要である。
参考文献
Iwao K, Fujisawa T, Hatta M (2002) A cnidarian neuropeptide of the GLWamide family
induces metamorphosis of reef-building corals in the genus Acropora. Coral Reefs
21: 127-129.
松島夏苗 (2008) ミドリイシサンゴ幼生の着生変態を誘導するバクテリア相の解析．お茶
の水女子大学人間文化創成科学研究科ライフサイエンス専攻修士論文．
Negri AP, Webster NS, Hill RT, Heyward AJ. (2001) Metamorphosis of broadcast
spawning corals in response to bacteria isolated from crustose algae. Mar Ecol
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1.9 高温耐性共生褐虫藻を取り込ませたサンゴ種苗飼育試験
(1) 高温耐性共生褐虫藻を利用した高温耐性稚サンゴ種苗生産
1) はじめに
近年、海水温の異常上昇が数年おきに発生し、多くのサンゴが白化・斃死に至り、サン
ゴ群集衰退の主要な原因のひとつとなっている。造礁サンゴ類は、サンゴ礁生態系の基盤
を成す重要な生物であり、生態系保全のためにサンゴ群集の衰退を解決する技術開発が求
められている。その方針のひとつとして、高水温耐性を持つサンゴ種苗の生産が考えられ
る。
サンゴは体内に褐虫藻と呼ばれる渦鞭毛藻と共生し、この光合成産物を得て生活に必要
なエネルギーを得る代わりに、褐虫藻に自身の体内という住処や栄養塩を与えている。褐
虫藻には遺伝的に異なる複数の系統が存在し（大きくはクレード、さらにタイプに細分さ
れる）
、系統ごとに異なる生理特性を持つことが知られている。この結果として、保持する
褐虫藻のタイプによって共生体（宿主サンゴと共生褐虫藻）の生理特性も異なり、種々の
環境条件に適応する上で役立っていると考えられている。また、多くのサンゴは褐虫藻を
親からは継承せず、その生活史初期に褐虫藻との共生関係を新たに確立する。これまでの
研究により、成体サンゴがある限られたタイプの褐虫藻しか持たないものでも、稚サンゴ
は様々なタイプの褐虫藻を獲得する能力があることがわかってきている。
本事業では、平成 24 年度より、高水温耐性を持つサンゴ種苗の生産技術開発に向け、
サンゴの持つ共生褐虫藻に着目した実験を行ってきた。これまでに、高水温条件下で飼育
したウスエダミドリイシ（Acropora tenuis）種苗に、高温耐性の報告されているクレード
D 褐虫藻のみを持つものが増加する傾向が見られ、この傾向がサンゴの産地に因らない可
能性が高いことが明らかとなった。平成 27 年度は、長期的な影響を明らかにするため、
前年度までの実験で生残した 2 年齢以上のサンゴを用い、一部の飼育水温を高温から常温、
あるいは常温から高温へと移行させて経過観察を行った。その結果、高水温飼育の期間が
長いサンゴ個体においては、常温の飼育に移行した場合も、自然状態のサンゴが通常持つ
褐虫藻に変化することなく、クレード D 褐虫藻を維持し続けることが明らかとなった。平
成 28 年度はさらに一部のサンゴを実海域に移して飼育し、高水温下での飼育歴があるも
のは、他クレードの褐虫藻を併せ持つものもあったが、クレード D 褐虫藻が高率で検出さ
れることを見出した。
そこで本年度は、効率的にクレード D 褐虫藻をサンゴ種苗に獲得させ維持させる技術開
発に向けた基礎情報収集のため、サンゴ種苗にクレード D 褐虫藻の培養株を獲得させ、高
水温下での生残・成長、および褐虫藻の保持量の変化を調べた。本試験の共生褐虫藻およ
び遺伝子に関する研究は、琉球大学に再委託して実施した。
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2) 材料と方法
実験には、
平成 29 年 6 月生まれの沖縄県久米島産のウスエダミドリイシ群体を用いた。
水槽内で親サンゴ群体を飼育・採卵し、受精させ、得られたサンゴ幼生を 10 cm2 の基盤
上に定着させたのち、クレード D 褐虫藻株を感染させるとともに、比較のため通常の種苗
生産で褐虫藻感染に使用するシャコガイの外套膜破砕液を海水中に懸濁し、褐虫藻を獲得
させた。
これらの稚サンゴを約ひと月、常温の流海水で飼育した後、28℃と 31.5°C の一定水温
条件下での飼育に移行し、生残率・成長および共生褐虫藻の経時変化を調べた。31.5℃で
飼育した稚サンゴの一部は、野外への移植などの環境変化を想定し、温度管理開始から 2
ヶ月後に 28℃に移動した。実験は各褐虫藻・温度管理区につき 3 試行行い、各試行につき
250-300 群体のサンゴを用いた。各試行は容量 20 L の水槽内で、換水率 1 回転/h の流海
水中で行った。水槽は屋内の、自然光を遮光ネット等で減衰させた環境下に設置した（図Ⅳ.2.1.33）
。稚サンゴは、実験開始時からひと月おきに 4 ヶ月後まで観察を行い、基盤上
の生残群体数を計数するとともに、それぞれの実験区・試行より 10 個体（群体）を限度
に採集した。採集した稚サンゴは 99%エタノールで固定し、実体顕微鏡下でポリプ底面の
直径を測定したのち、全ゲノムを抽出し、遺伝子解析に供した。
サンゴ体内の褐虫藻は核リボソーム遺伝子の 28S 領域の部分配列をマーカーに、クレー
ドごとに共生の有無を調べた。ゲノム抽出物から、このマーカー領域の DNA 断片をクレ
ード特異的に増幅し（PCR）
、増幅産物の有無によって共生褐虫藻の有無、および保持し
ている場合はそのクレードを同定した。次に、高水温耐性への寄与が考えられるクレード
D 褐虫藻については、定量的な実験手法であるリアルタイム PCR（qPCR）を用いてサン
ゴ体内の細胞数を推定し、その量的な変化の傾向を調べた。

図-Ⅳ.2.1.33 実験水槽
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3) 結果
サンゴの生残率はいずれの実験区においても減少傾向にあったが、クレード D 褐虫藻感
染サンゴの方がシャコガイ由来褐虫藻感染サンゴよりも生残率が高い傾向にあった（図Ⅳ.2.1.34）
。クレード D 褐虫藻感染サンゴは 90%以上の生残率を長期維持し、特に 28℃で
飼育したものは 4 ヶ月後まで 90%以上の生残率を維持したが、31.5℃から 28℃に移行し
たものが 3 ヶ月後に約 60%に減少し、4 ヶ月後には約 25%に減少し、31.5℃飼育のものは
4 ヶ月後に約 10%に減じた。シャコガイ由来褐虫藻を持つサンゴは、31.5℃飼育において
2 ヶ月後までに生残率が約 35%となり、4 ヶ月後には約 5%に減少した。28℃飼育におい
ては 1 ヶ月後に約 80%に減じ、4 ヶ月後には約 50%になった。
サンゴの成長をポリプ底面の幾何平均直径（長径と短径の積の平方根）によって調べた
ところ、いずれの実験区においても実験開始時に 1.5mm 程度だったものが 4 ヶ月後には
2mm 程度に成長した。28℃で飼育したクレード D 褐虫藻感染サンゴのみ 3.5mm 程度ま
で成長した（図-Ⅳ.2.1.35）
。

図-Ⅳ.2.1.34 サンゴの生残率の変化．
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図-Ⅳ.2.1.35 サンゴの群体サイズの変化．
体内の共生褐虫藻の有無とそのクレードを同定したところ、シャコガイ由来褐虫藻を感
染させたサンゴからはクレード A・C・D 褐虫藻が検出された（図-Ⅳ.2.1.36）。実験開始
時は体内の褐虫藻密度が低いものが多く、感染が確認できたものはクレード A を持つもの
が多かった。3 ヶ月後には、28℃下ではクレード A+C と A+C+D のものが増加した。31.5℃
下では、3 ヶ月後には白化するかクレード D のみを持つものが増加した。クレード D 褐虫
藻を感染させたサンゴは、実験期間中、全サンゴ群体がクレード D のみを持ち、他のクレ
ードが検出されることはなかったが、高水温から常温に移行したものにおいて、一部白化
が見られた。
クレード D 褐虫藻についてはサンゴ体内の存在量を推定し、その変化を調べた（図Ⅳ.2.1.37）
。各サンゴサンプルから抽出した DNA30ng 中に含まれるクレード D 褐虫藻の
細胞数を推定したところ、シャコガイ由来褐虫藻を感染させたサンゴにおいては、実験期
間を通じてクレード D 褐虫藻の保持量は非常に少なかったが、28℃下においてわずかに増
加した。クレード D 褐虫藻株を感染させたサンゴにおいては、シャコガイ由来褐虫藻感染
のものよりも推定細胞数が多かったが、28℃下では増加する傾向にあったのに対し、
31.5℃下では減少する傾向にあった。31.5℃から 28℃に移行したサンゴにおいては、再度
増加する傾向がみられた。
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図-Ⅳ.2.1.36 保持している褐虫藻クレードの変化．

図-Ⅳ.2.1.37 クレード D 褐虫藻の保持量の推定とその変化
DNA30ng あたりの細胞数を推定
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4) 考察
本研究では、クレード D 褐虫藻を感染させたサンゴの方が生残率が高く、特に高水温下
での生残率が高いことが確認された。31.5℃から 28℃に移動したクレード D 感染サンゴ
の生残率が水温移行後に急激に低下しているが、これは温度変化がストレスになった可能
性があり、緩やかな温度変化による馴致を行えば防げた可能性がある。また、クレード D
感染サンゴの生残率は 3 ヶ月目まで高く推移したが、4 ヶ月目で急激に低下した。サンゴ
の白化・斃死には、高水温が継続した時間の長さが影響するという考え方があるが（DHW;
degree heating week）
、この閾値を超えた可能性が考えられる。現在、自然界で高水温が
4 ヶ月間も続くことはなく、クレード D 褐虫藻は十分な高水温耐性を示したといえる。
一方、シャコガイ由来の褐虫藻を感染させたサンゴは、31.5℃下で最も生残率が低かった。
生残したサンゴは約半数が白化状態にあり、残りはクレード D のみを保持していた。これ
は、過年度の試験において確認されたのと同様に、稚サンゴを高水温に曝露することによ
りクレード D 褐虫藻が優占する結果であり、本年度においても再確認された。
クレード D 褐虫藻については保持の有無だけでなく、保持量も推定した結果、28℃下で
は増加し、31.5℃下で減少傾向にあったが、いずれもクレード D 培養株を感染させたサン
ゴにおいて、シャコガイ由来褐虫藻を持つサンゴよりも保持量が多かった。シャコガイ由
来褐虫藻を感染させたサンゴからもクレード D 褐虫藻がわずかに検出され、特に、高水温
下で 3 ヶ月後まで生残したものはクレード D を持つものが多かったが、高水温耐性を十分
に発揮するには保持量が少なかったものと推測される。
昨年度までの実験により、自然海水より褐虫藻を獲得したサンゴを 30℃の高水温下で長
期間飼育することにより、サンゴ体内にクレード D 褐虫藻が高率で残留することがわかっ
たが、今年度は、クレード D の培養株を与えることで、この褐虫藻が効率良くサンゴに獲
得され、サンゴに高水温耐性を付与することが示された。一方で、今年度は短期間で結果
を得るために、高水温条件を 31.5℃として例年よりも強いストレスをかけ、31.5℃下にお
いてクレード D 褐虫藻の保持量が減少することがわかった。これはクレード D 褐虫藻が
他クレード褐虫藻よりも高水温耐性が高く、サンゴの白化をある程度抑えることはできる
が、サンゴの不死までは望めないことを示している。4 ヶ月後にクレード D 褐虫藻感染の
サンゴの生残率が低下したことからも同様のことが考えられる。共生褐虫藻はサンゴに高
水温耐性を付与する複合的要素の 1 つであることから、宿主サンゴの遺伝的な素地など他
の要素も考慮することが望ましい。
5) 今後の展望
今年度の実験は、新規に生産したサンゴ種苗を用いたことから実験期間が 4 ヶ月と短か
った。今後は長期の飼育を念頭に、サンゴ体内にクレード D が維持し続けられるのか、特
に野外移植時に他クレードの褐虫藻と入れ替わる可能性があることから、海域における中
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間育成を盛り込んだ試験を行うとともに、クレード D を人為的に維持させるための手法探
索を行う必要がある。
さらに、沖縄県外へのサンゴ種苗移植を視野に入れて考えると、遺伝的撹乱を防ぐため
サンゴ種苗に感染させる褐虫藻培養株も移植先により近い地域に由来するものを用いるこ
とが望ましい。クレード D の中には複数のタイプが存在し、培養株が由来する地域によっ
てタイプが異なる可能性があることから、他のタイプを用いても同様の結果が得られるの
か試験する必要がある。
また、自然界で沖縄近海の成体ミドリイシ類は多くがクレード C 褐虫藻のみを保持する
ことから、進化的にクレード C が選択される何らかの理由があることが考えられる。クレ
ード D のみを持つサンゴ種苗を生産した場合に、高水温耐性以外の側面でサンゴに不利益
が生じることがないか、今後の飼育を通して見極める必要もあるだろう。
6) 成果公表
平成 24・25 年度成果を以下の学術論文として公表した。
Makiko Yorifuji, Saki Harii, Ryota Nakamura, Masayuki Fudo (2017) Shift of symbiont
communities in Acropora tenuis juveniles under heat stress. PeerJ 5:e4055; DOI
10.7717/peerj.4055
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(2) 沖ノ鳥島の環境サンプル中の褐虫藻相
1) はじめに
平成 25 年度に、
沖ノ鳥島産のミドリイシ属サンゴとともに海水中の褐虫藻相を解析し、
サンゴの持つ褐虫藻は沖縄近海のものと同じであることを確認した一方、海水中の褐虫藻
相は沖縄近海のものとは大きく異なることが見出された。環境中に生息する自由生活性の
褐虫藻は、海水中だけでなく、海底の底質中にも生息している。これらの褐虫藻は、新た
に生まれたサンゴが共生のパートナーとして獲得する重要な生物群であることから、この
多様性はサンゴ礁保全に重要な情報である。さらに、沖ノ鳥島においてサンゴを採集する
際には、底砂などがサンゴとともに持ち帰られる可能性があり、サンゴの輸送を伴う事業
において遺伝的撹乱を引き起こす可能性を低減するため、彼地の環境中の褐虫藻相をより
詳細に理解する必要がある。今年度は、海水中の褐虫藻を再度調査するとともに、底質中
の褐虫藻を調査した。
また今後、
沖ノ鳥島産サンゴ種苗の生産時に利用することも念頭に、
褐虫藻培養株の確立も試みた。
2) 材料と方法
サンプルは、2017 年 6 月 19 および 20 日に、沖ノ鳥島内の 8 地点より、海水 2L の濾
過物と底質（砂礫など）30-50ml を各 1 サンプル（計 16 サンプル）採取した。これらの
DNA 抽出物より、褐虫藻の核リボソーム遺伝子の内部転写スペーサー（nrDNA ITS）領
域を特異的に増幅した。これらの増幅産物には、複数の褐虫藻に由来する DNA 断片が含
まれることから、クローニングにより、各 DNA 断片をより分けた後、各 DNA 断片の塩
基配列を各サンプルにつき 10（全 160 配列）解読した。得られた塩基配列を既知褐虫藻
のものと照合し、褐虫藻のクレードおよびタイプを同定した。定点ごとに各褐虫藻クレー
ドの出現率を算出するとともに、得られた褐虫藻タイプ間の遺伝的関係を調べた。
得られた塩基配列の中には、既知褐虫藻と遺伝的に著しく異なるものが見出されたこと
から、これらと既知褐虫藻との遺伝的系統関係を詳細に知るために、褐虫藻の核 28S リボ
ソーム RNA 遺伝子（28S nrDNA）領域の部分配列を増幅し、クローニングののち、各塩
基配列を解読した。得られた塩基配列は、DNA データベースより得た既知褐虫藻の塩基
配列とともに、分子系統解析を行った。
また、一部の底質および海水サンプルは常温で持ち帰り、褐虫藻の単離培養を試みた。
3) 結果と考察
沖ノ鳥島の環境サンプルより検出された褐虫藻は、クレード A・C・D・F・G・I に属
するものと、既知褐虫藻と遺伝的に著しく異なるものが含まれていた。既知褐虫藻と大き
く遺伝的に異なるものについては、近縁の渦鞭毛藻も含めた 28S nrDNA の分子系統解析
により、Symbiodinium 属に属することが確認されたが、他クレードの褐虫藻とは遺伝的
に分化していることから（図-Ⅳ.2.1.38）、新奇クレードであると考えられた。
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解読した全 160 配列の内訳は、クレード A が 80 配列（50%）
、C が 40 配列（25%）
、D
が 22 配列（13.8%）
、F が 2 配列（1.3%）G が 4 配列（2.5%）
、I が 2 配列（1.3%）、新奇
が 6 配列（3.8%）であり、クレードごとに出現率が異なっていた（図-Ⅳ.2.1.39）。クレー
ド A・C・F は海水と底質のいずれからも検出されたが、クレード D は海水のみから、ク
レード G・I と新奇は底質のみから検出された。底質からはクレード A が最も多く、次い
で新奇クレードが多く検出されたが、海水からはクレード C が最も多く、次いでクレード
D・A が多く検出された。定点によって、検出される褐虫藻クレードの割合が異なり、特
にクレード F・G・I は限られた定点からのみ得られていることから、定点ごとの微小環境
の違いが褐虫藻の組成に影響している可能性がある。また、海水サンプルについては、平
成 27 年度の解析結果と比較するとクレード A・C・D・G が検出された点は共通だが、平
成 27 年に海水サンプル由来の 71.7%を占めたクレード A が今年度は 22.8%に減じ、クレ
ード C 褐虫藻の検出量が平成 27 年度の 2.5%から今年度は 48.1%と著しく増加している。
残るクレード D は 21.7%から 27.8%、クレード G は 3.3%から 1.3%と大きな変化ではな
かったが、各年とも一度しか解析サンプルの採取を行っていないことから、季節変化や経
年変化があるものと考えられる。
既知の褐虫藻タイプとの遺伝的関係を詳細に調べたところ、A3・A6・C1・C15・C40・
D1・D1a・D2 に相同なものが一部に見出されたが、過半数がこれまでに報告のないもの
だった。さらに、いずれのクレードにおいても、本研究で検出された褐虫藻は、既知の褐
虫藻タイプとは遺伝的に異なる独自のグループを形成すると推定された（図-Ⅳ.2.1.40）
。
これらの既知褐虫藻と遺伝的に異なるものは、沖ノ鳥島に固有の系統である可能性が考え
られる。
また、本解析において見出された新奇クレード褐虫藻が、底質中に生息する生物に共生
していたものを検出した可能性が考えられたので、底質サンプル中より有孔虫を取り出し
て、別個に解析したが、該当する褐虫藻は検出されなかった。従って、この新奇クレード
褐虫藻は、底質中に生息する自由生活性の褐虫藻である可能性がある。
褐虫藻培養株の確立も試み、現在 26 株が単離されている。そのうち順調に培養株とし
て確立できている 14 株については、遺伝子解析によってクレードを同定したところ、い
ずれもクレード A の褐虫藻で、互いに同一ないし非常に近縁なタイプと考えられたが、既
知のタイプに相同なものはなく新奇タイプであることが考えられた。残りの株については、
遺伝子解析に耐えうる規模に拡大できたのちに同定を試みる。
平成 25 年度に沖ノ鳥島より採集されたウスエダミドリイシ成体は、沖縄本島周辺のも
のと同様に C3 タイプの褐虫藻を保持していた。しかし、今年度の解析により、海水およ
び底質中の褐虫藻相は沖ノ鳥島と沖縄本島周辺のものとは異なることが明らかになった。
今後の移植事業においては、褐虫藻も考慮した遺伝的撹乱防止に努めることが望ましいと
考えられる。
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図-Ⅳ.2.1.38 核 28S リボソーム RNA 遺伝子に基づく近隣結合樹
（赤字：本解析で得られたデータ、黒字：DNA データベース）
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出現数

60
40
底質

20

海水
0
A

C

D

F

G

I

新奇

褐虫藻クレード

図-Ⅳ.2.1.39 検出された褐虫藻の内訳

クレード G

クレード A
図-Ⅳ.2.1.40 既知の褐虫藻タイプとの遺伝的関係（その 1）
（核リボソーム RNA 遺伝子 ITS2 領域に基づく最小全域ネットワーク図）
白色は既知褐虫藻タイプを示す（続く）
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クレード I

新奇クレード
クレード C
図-Ⅳ.2.1.40 既知の褐虫藻タイプとの遺伝的関係（その 2）
（核リボソーム RNA 遺伝子 ITS2 領域に基づく最小全域ネットワーク図）
白色は既知褐虫藻タイプを示す（続く）
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クレード D

クレード F

図-Ⅳ.2.1.40 既知の褐虫藻タイプとの遺伝的関係（その 3）
（核リボソーム RNA 遺伝子 ITS2 領域に基づく最小全域ネットワーク図）
．
白色は既知褐虫藻タイプを示す．
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1.10

適切な移植サンゴサイズの検討

適正な移植サイズを把握することを目的として、異なる大きさの種苗を阿嘉島のマジャ
ノハマ地先に移植し、その生残と成長のモニタリングを実施した。
(1) 方法
2014 年 12 月に、阿嘉島のマジャノハマ地先にウスエダミドリイシ約 300 群体およびツ
ツユビミドリイシ 100 群体を移植した（表-Ⅳ.2.1.18）
。移植サンゴは、ウスエダミドリイ
シでは 4 つ、ツツユビミドリイシでは 2 つのサイズグループに分けて、サイズグルループ
間の生残と成長をモニタリングした。また、ウスエダミドリイシの小グループでは、移植
後約 8 か月間籠を被せて魚類による食害を防いだ試験区と籠無しの試験区の 2 つを設けた。
表-Ⅳ.2.1.18 移植したサンゴの各サイズグループの群体サイズと群体数
サイズグループ、
籠の有無

平均
195.0

SD
50.3

大、籠なし

73.1

18.0

中、籠なし
小、籠あり

42.2
7.6

10.2
5.9

小、籠なし
小計
大、籠なし

7.2

5.2

56.0

16.0

33.1

9.5

特大、籠なし

ウスエダミドリイシ

ツツユビミドリイシ

群体長径（mm）

中、籠なし
小計

計

群体面積

移植
群体数

平均
240.0 cm2
33.6 cm2

SD
133.6
19.8

54

11.8 cm2
37.6 mm2
31.7 mm2

5.0
20.4

100
50

22.9

21.6 cm2
7.3 cm2

15.9

50
305
50

3.7

51

50
100
405

(2) 結果および考察
【生残について（図-Ⅳ.2.1.41、図-Ⅳ.2.1.42）】
ウスエダミドリイシの生残率は、すべてのサイズグループにおいて徐々に減少している
が、移植 3 年後において、特大グループでは約 60%、大グループで約 40％と比較的高く
保たれている。ツツユビミドリイシの生残率は、移植後の 1 年で急激に減少したが、その
後の減少は緩やかである。同種の大グループの移植 3 年後の生残率は約 40％であった。
移植サンゴの斃死した群体は、群体形状を残して立ち枯れたような状態になっているも
のが多かった。このような状況から、斃死原因は病気かシロレイシガイダマシによる食害
の可能性が高い。現場での観察では、シロレイシガイダマシによって捕食されている途中
の群体がいくつか見られ、この貝が主な減耗要因であると考えられる（図-Ⅳ.2.1.43）
。
大森（2016）は、移植によりサンゴ群集を再生するためには、まずは、移植後 3 年の生
残率の目標を 40％とするように提唱している。本試験のウスエダミドリイシの特大および
大グループ、ツツユビミドリイシの大グループはこの提唱を満たしており、ウスエダミド
リイシおよびツツユビミドリイシの適正移植サイズは、それぞれ直径 7cm および 6cm 程
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度であると考えられる。
一方、恩納村漁業協同組合により、恩納村地先で平成 24 および 25 年に移植されたサン
ゴの生残率（表-Ⅳ.2.1.19）見ると、直径 6cm で移植した群体の 3 年後の生残率は約 50％、
4 年後で 43％と、大森の提唱する値を超えていると共に、本試験の結果より若干良い。同
漁協は長年移植方法を改良し、移植サンゴの生残率を向上させてきている（沖縄県環境部
自然保護課 2016）
。同漁協の移植手法を取り入れることににより、適正な移植サイズを、
今回の試験で得られた結果より小型化できる可能性もある。
100

100

80

80

60

40

大

7cm、籠なし

中

4cm、籠なし

小 7mm、籠あり

20

小 6mm、籠なし

0

0

500
移植後経過日数

1000

生残率(%)

生残率(%)

大 56mm、籠なし
中 33mm、籠なし

特大18cm、籠なし

60

40
20

0
0

500
移植後経過日数

図-Ⅳ.2.1.41 移植サンゴの生残率（左: ウスエダ、右: ツツユビ）

図-Ⅳ.2.1.42 移植現場の状況
左：移植前、右：移植 3 年後（黄色破線内が移植群体）

図-Ⅳ.2.1.43 シロレイシガイダマシによる食害
左：食害中の群体、右：食害により斃死した群体
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1000

生残率（%）
移植後経過年数
1年後
2年後
3年後
4年後
30
14
65
53
50
43
85
63
-

群体直径
4cm
6cm
8cm

表-Ⅳ.2.1.19
恩納村漁協によるサンゴ移植
の生残率

Omori et al. 2016より作表

【成長について（図-Ⅳ.2.1.44）
】
ウスエダミドリイシ特大グループおよび小グループ（籠有り籠無しとも）を除いては、
移植の後、一旦群体の大きさが小さくなった。 食害により群体が小さくなったと考えられ
る。元のサイズに戻るまで、ウスエダミドリイシでは 300～500 日、ツツユビミドリイシ
で 550～650 日程度を要したと推定される。移植時のサイズに戻った後は、サイズの減少
は見られなかった。
両種において、より小型の群体において成長率（面積増加率）が高い傾向がある。ただ
し、ウスエダミドリイシの中サイズは、この傾向に一致しなかった。現場での観察では、
多くの群体に枝の先が折り取られた痕が見られた。おそらく、魚類による食痕と思われる。
中サイズの群体の枝は細いため折り取られ易いことと、この程度の群体サイズでは、食害
から元のサイズに戻るまで時間を要することが、成長率が低くなった原因ではないかと思
われる。
1,000

特大、籠なし
大、籠なし
中、籠なし
小、籠あり
小、籠なし

15,000
10,000

面積増加率（%）

面積増加率（%）

20,000

5,000

0
0

200

400
600
800
移植後経過日数

1000

拡大

800
600
400
200

0
0

200

400
600
800
移植後経過日数

1000

面積増加率（%）

300
大、籠なし

250

中、籠なし

図-Ⅳ.2.1.44
移植サンゴの群体面積の推移

200
150

100
50

0

200

400

600

0

800

1000

上左：ウスエダミドリイシ（全グループ）
上右：小グループ以外のウスエダミドリイシ
下：ツツユビミドリイシ

移植後経過日数
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【適正移植サイズの検討】
上述の生残率の項では、移植後の生残率のみを考慮して適正な移植サイズを検討した。
一方、ここでは、生残および成長、ならびに種苗生産の規模を考慮した適正サイズについ
て検討を行った。本検討は、データが多いウスエダミドリイシのみについて行った。
表-Ⅳ.2.1.20 において、今回の移植試験から得られた生残・成長のデータを用いて移植
後 1092 日の被覆面積の増加率を示すとともに、5 トン水槽 1 面で種苗生産した場合を想
定して各群体サイズにおいて生産可能な稚サンゴ数を算出し、最後に、被覆面積増加率と
生産可能群体数を掛けて、
「5 トン水槽 1 面から移植した群体の 1092 日後の被覆面積」を
試算した結果を示した。この試算では、籠有りの小型のサイズグループにおいて、被覆面
積が最も大きくなった。また、籠無しの小型のサイズグループの被覆面積は、特大グルー
プとほぼ同様な値となった。このことから、長期間水槽や中間育成で飼育した大型の群体
を移植するより、短期間の人工飼育ですむ小型群体を移植したほうが、コスト面や手間の
面で効率よくサンゴを増殖することができる可能性が示唆された。
今後、移植したサンゴが再生産するサイズ（産卵サイズ）までモニタリングを継続し、
上述の示唆が正しいか検証を行うとともに、経費のデータも加えて、より効率的で低コス
トな増殖手法を検討していく必要がある。

表-Ⅳ.2.1.20 移植サンゴの生残および成長ならびに種苗生産規模から求めた被覆面積
サイズグループ、
籠の有無
特大、籠なし
大、籠なし
中、籠なし
小、籠あり
小、籠なし

群体
幾何平均
直径（cm）
17.5
6.5
3.9
0.7
0.6

移植試験結果
試算
2 ＊１
1092日後の 5トン水槽1面に収容 5トン水槽1面から移植
被覆面積（cm ）
した群体の1092日後 種苗生産に
移植後経過日数
被覆面積の
要する年数
可能な群体数＊２
増加率
の被覆面積（m2）＊３
0
1092
240
356
148%
196
699
4
34
128
381%
1,401
1,795
2.5
12
10
84%
3,992
395
1.5
0.4
8
2102%
26,667
2,106
0.5
0.3
3
791%
26,667
669
0.5

*1 群体平均面積×生残率
*2 特大、大、中のサイズグループに関しては１群体が占める面積を正方形として考え、
「水槽底面積／幾
何平均直径の 2 乗」で、小グループに関しては群体サイズより着床具（1.5cm 角）のほうが大きいた
め、
「水槽底面積/着床具面積（1.5ｘ1.5cm）
」で求めた
*3 移植時の群体面積×1092 日後の被度面積の増加率×5 トン水槽 1 面での収容可能な群体数

引用文献
沖縄県環境部自然保護課 (2016) 沖縄県サンゴ礁保全再生事業総括報告書. 平成 29 年 3 月,
http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/shizen/hogo/sangohozensaisei.html
大森信 (2016) 目標は植込み 3 年後の生残率 40％以上‐サンゴ移植の現状および課題と方
向‐. みどりいし, 27, 1-4
Omori M, Higa Y, Shinzato C, Zayasu Y, Nagata T, Nakamura R, Yokokura A, Janadou
S (2016) Development of active restoration methodologies for coral reefs using
asexual reproduction in Okinawa, Japan. Proceeding of the 13th International
Coral Reef Symposium, 369–387
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1.11

大型水槽での移植用沖ノ鳥島産稚サンゴの種苗生産

(1) 種苗生産方法
1) 採卵および幼生飼育方法
今年度の水槽内でのサンゴの産卵は 5～7 月の満月後に見られた（表-Ⅳ.2.1.21）。ただ
し、沖ノ鳥島産ヤッコミドリイシについては産卵しなかった。これらの親群体は、昨年、
病気に罹患したり、高水温により白化気味になったため、十分に成熟した卵を作ることが
できなかった可能性も考えられる。
表-Ⅳ.2.1.21 水槽飼育サンゴの産卵日
種
沖ノ鳥島産

久米島産

産卵日

満月後の日数

ウスエダミドリイシ

6 月 15～17 日

6～8 日

A. globiceps

7 月 17～18 日

8～9 日

ウスエダミドリイシ

6 月 15～17 日

6～8 日

ツツユビミドリイシ

6 月 10 日、19 日

1、10 日

クシハダミドリイシ

6 月 19～20 日

10～11 日

2017 年の産卵時期の満月は、6 月 9 日、7 月 9 日であった。

種苗生産は以下の方法で行った。
① 成熟した卵は、色がピンク色もしくはオレンジ色に色づくことから、産卵が近い
かどうか判断が可能である。このため、6～7 月の満月の約 2 週間前に、サンゴの
枝の一部を折り、サンゴのポリプ内の卵の成熟度合を確認した。
② 種苗生産対象種のサンゴは、満月付近に産卵することから、満月の 1 週間前から
産卵観察を行った。サンゴは、産卵の約 1 時間前にバンドル･セットを行う。バ
ンドル･セットの有無により、その日の産卵の有無を判断した。バンドル（図Ⅳ.2.1.45、A）とは、卵と精子の塊のことであり、約 10 個の卵が含まれている。
バンドル･セットとは、産卵の直前に、サンゴ･ポリプの口の部分に、バンドルの
一部が姿を見せた状態のことを言う（図-Ⅳ.2.1.45、B）
。
③ 口部にバンドルが認められた群体を、速やかに１つの産卵水槽まとめて収容し、
同水槽内で産卵を行わせた（図-Ⅳ.2.1.45、C、D）
。産卵水槽には、200～1000L
のポリカーボネイト水槽を用いた。
④ 産卵は 30 分から 1 時間程度で終了するが、産卵終了後に親群体を取り出して元
の飼育水槽へ戻した。産卵水槽内の卵と精子を撹拌して受精させた。
⑤ 約 30 分間の媒精後，洗卵処理した受精卵を複数の 100L 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（図-Ⅳ.2.1.45、E）
。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）
。卵および幼生飼育水槽には、概ね 4 回転/日の換水率で断続的に
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注水して飼育海水の交換を行なった。
⑥ 産卵の 4 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、予め着床具をセットした着底用水槽（1 トンおよび 500L、200L、100L の
円形ポリカーボネイト水槽、もしくは 500L 角型水槽）に幼生を移した（図Ⅳ.2.1.45、F、G）
。着床具は、素焼きタイル（10cm 角）および陶器製角柱型（縦
1.5×横 1.5×高さ 3.0cm）を用いた（図-Ⅳ.2.1.45、H、I）
。なお、素焼きタイル
は各種の試験用であり、陶器製角柱型は移植用稚サンゴの生産用であった。これ
らの着床具は、事前に約 2 か月間水槽もしくは海域に浸漬し、幼生の着生を誘引
する石灰藻やバクテリアを付着させた。円形水槽では、ステンレス棒に 10 枚の
タイルを串刺ししたものを水槽内に立て掛けた状態で収容した。500L 角型水槽
では、陶器製角柱型着床具 100 個を 1 つのブロックにまとめたものを水槽の底面
に収容した。これらの水槽に幼生を収容した後、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。
⑦ 幼生が着底した着床具は、
5 トン FRP 水槽（稚サンゴ水槽）
へ移した
（図-Ⅳ.2.1.45、
J）
。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。稚サンゴが密集し塊になった場合、斃死が発生することがある。
また、この斃死により悪性細菌が発生し、他の稚サンゴにも斃死が広がることも
ある。このため、概ね 5 個体以上が密集した塊を着床具から剥離し除去した。

B）バンドル･セットしたサンゴ
（A. globiceps）

A）サンゴのバンドル

図-Ⅳ.2.1.45 種苗生産の手順（その 1）
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C）産卵水槽に収容したサンゴ

D）水面に浮かんだ産卵された卵

（ウスエダミドリイシ）

（クシハダミドリイシ）

E）幼生飼育水槽

F）幼生着生水槽（1 トン円形水槽）

G）幼生着生水槽（500L 角型水槽）

H）着床具（100mm 角タイル）

単体

100 個をまとめた形

I）着床具（陶器製角柱）

J）稚サンゴ飼育水槽

図-Ⅳ.2.1.45 種苗生産の手順（その 2）
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2) 稚サンゴ飼育方法
これまでの基礎試験で明らかになった飼育技術および現時点において稚サンゴの斃死を
回避できる可能性がある手法を用いて、移植用の稚サンゴの大量種苗生産を行った（図Ⅳ.2.1.46）
。飼育方法の詳細は以下のとおりであった。
・着生密度

：低く保ち（1 個体/cm2 程度）
、着生初期の大量斃死を防いだ。

・水槽容量

：大型水槽（5 トン水槽）を用いて水温および水質の安定化を図った。

・換水率

：0.5 回転/時とした。

・水流

：強めのエアレーションにより 5～10cm/秒程度の水流を発生させた。

・光量

：過年度の基礎試験結果をもとに、水槽内の光量子量を空中の約 20%と
した。

・水温

：昨年度に引き続き本年度も高水温が予測されたため、通常の表層水に
加え、海洋深層水で冷却した表層水も水槽に注水し、水温管理を行っ
た。
（7, 8 月、久米島海域 30-31℃、水槽内 28-29℃）

1cm

5 トン水槽内での飼育状況

角柱型着床具上の 7 ヶ月齢ウスエダミドリイシ

図-Ⅳ.2.1.46 稚サンゴの飼育

(2) 移植用稚サンゴの種苗生産結果および考察
角柱型着床具では、
稚サンゴが着生している着床具の個数についてモニタリングした
（着
生維持率＝稚サンゴが生残している着床具数／着生直後の着生あり着床具数）
。着生維持率
の結果を表-Ⅳ.2.1.22 に示す。
着生維持率は、全体的に過去実績と比較して向上した。平成 27 年度からは、深層水研
究所に移転し、良好な海水が十分に利用できることと、光量および水流の基礎試験結果を
大量種苗生産に反映できているためであると考えられる。

A. globiceps は他種と比較して稚サンゴの生残率が低かった。同種は他の種と異なり、7
月産卵のため、取水海水の水温は約 30℃と高い。このため、昨年度は幼生が多量に斃死し、
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生き残った幼生も、高水温および斃死した幼生による飼育水の汚濁によって活力が低下し
た。また、着生後も活力が低いままで、結果的に稚サンゴの生残率が低くなってしまった
可能性があった。そこで本年度は、幼生飼育海水も冷却し約 28℃に保った。しかし、昨年
度より規模は小さいが、幼生の斃死が発生し、着生率も低くかった。稚サンゴの生残率は、
過去の結果より向上したが、まだ他種と比較すると低い。今後、幼生飼育の際の収容密度
を大幅に下げるなど、さらに幼生の飼育環境の改善に努める必要がある。

表-Ⅳ.2.1.22 移植用稚サンゴの種苗生産結果および過年度実績
H29 年度の着生あり着床具数および着生維持率
着生維持率（着床具数を計数）
着生時
6ヶ月後
着生あり個数 着生維持率 着生あり個数 着生維持率
【沖ノ鳥島産】
ウスエダミドリイシ
7,533
100%
5,683
75%
A. globiceps
4,717
100%
1,750
37%
ヤッコミドリイシ近縁種
【沖縄産】
ウスエダミドリイシ
380
100%
308
81%
クシハダミドリイシ
99
100%
57
58%
ツツユビミドリイシ
144
100%
84
58%
合計
12,873
7,882
61%
着生維持率の平均値
62%
過年度の着生維持率
過去実績
H23
【沖ノ鳥島産】
ウスエダミドリイシ

A. globiceps
ヤッコミドリイシ近縁種
【沖縄産】
ウスエダミドリイシ
クシハダミドリイシ
ツツユビミドリイシ
着生維持率の平均値

H24

6か月後の着生維持率
H25
H26

H27

H27

65%
8%
7%

6%
－
3%

15%
3%
7%

23%
5%
2%

72%
8%
4%

70%
11%
-

47%
21%
6%

4%
1%
2%

11%
1%
10%

27%
0%
0%

88%
48%
9%

72%
11%
70%

26%

3%

8%

10%

38%

47%
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