Ⅲ．現地実証レベルの移植及び面的増殖技術の開発
２．沖ノ鳥島におけるサンゴの面的増殖の開発
【目標】
沖ノ鳥島のサンゴ中
間育成施設において一
定の大きさに成長した
サンゴを、適地へ効率
よく効果的に移植する
技術と、これによる面
的増殖の可能性を実証
する。
【検討項目と概要】
①移植サンゴが産卵し、
面的に幼生を供給で
きる移植適地の選定
手法の確立
②成育適地へのサンゴ
の移植手法を確立
③移植後の効率的なモ
ニタリング手法の確
立
【調査方法】
・移植サンゴの成育適
地、幼生拡散による
効果的な面的拡大が
可能となるよう、衛
星画像解析、波浪・
流況シミュレーショ
ン、GIS技術を活用し
た“適地選定手法”
を確立（H25年度）
・実際に移植を行い、
以下の視点により検
証（H26～H29年度）
(1) 人的な移植手法で
効率的に移植する
手法の確立
(2) 移植サンゴの産卵
確認
(3) 天然サンゴとの比
較による移植サン
ゴの成育評価

主な成果と課題
H25 ・サンゴ分布、サンゴ成育条件、幼生拡散シミュレーション結果等を整理し
たハビタットマップ作成し、重ね合わせることにより、移植サンゴの効果
的な面的拡大が可能となる適地選定を実施。
・マルチスペクトル衛星画像を用いてサンゴ被度を把握する手法を開発。
・サンゴ幼生拡散予測手法の構築では、外部流動も考慮した幼生拡散シミュ
レーションを実施し、
沖ノ鳥島礁内からのサンゴ幼生は、
外部流動のパター
ンによっては礁外流出することを把握。ただし、一部で礁内に再流入する
可能性を確認
・面的増殖の実行計画（H26～H29年度）並びにモニタリング計画の策定

H26 ・前年度に選定した移植候補地において、100着床具の移植を行うとともに、

H27

H28

H29

移植手法の効率化検証を実施。移植手法の効率が目標に達していなかった
ため、改善策を検討（移植サンゴの観察簡略化、食害防止対策改良等）。
・300着床具の移植とモニタリング調査を実施し、移植目標に対しての検証
を実施。
(1)作業効率：昨年度検討の改善策を実施して目標上回る効率化確認
(2)移植サンゴの産卵：確認できず（産卵可能サイズになっていない）
(3)移植サンゴの成育：目標を上回る成長を確認
・モニタリング調査結果等をもとに生残率向上に向けた移植手法・維持管理
の検討を行い、望ましい移植サイズ、移植水深等を整理。
・水中ビデオ画像によりモザイク図を作成してサンゴを自動分類するモニタ
リング技術開発に着手、
一定精度を確保することが可能であることを確認。
・100着床具の移植とモニタリング調査を実施し、移植目標に対しての検証
を実施。
(1)作業効率：目標上回る効率化確認
(2)移植サンゴの産卵：確認できず（既に産卵は終了）
(3)移植サンゴの成育：目標を上回る成長を確認
・移植箇所（ノル）により生残率に差異が生じる要因については検証できな
かった。
（実施事項と成果）
・182着床具の移植とモニタリング調査を実施し、移植目標に対しての検証
を実施。
(1)作業効率：目標上回る効率化確認
(2)移植サンゴの産卵：確認（産卵5年後、移植3年後の産卵）
(3)移植サンゴの成育：目標を上回る成長を確認
・過年度移植サンゴ周辺の藻類除去、再固定、成長したサンゴの食害防止カ
ゴ撤去等メンテナンスを行った。（育成管理の実施）
・移植の成果として、移植適地の絞り込み方法、効率的・効果的な移植手法、
モニタリング手法について整理した。
・水中ビデオ撮影を実施し、サンゴ自動分類解析を行った。
・マルチスペクトル衛星画像のサンゴ被度解析、水中ビデオ画像のサンゴ自
動分類手法について、その精度や手順を総括した。
・移植適地の選定及び移植手法を手引きとしてとりまとめた。
（今後の課題）
・移植サンゴが成長し、産卵を確認した群体はまだ1群体である。また、今
年度も移植を行っているため、引き続きモニタリングを行い、成長及び産
卵を確認することが望ましい。
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２．１

各検討項目に関するまとめ

沖ノ鳥島のサンゴ中間育成施設で育ったサンゴの移植技術の開発を目的とし、サンゴの成
育条件等を重ね合わせて効果的なサンゴ移植適地を選定する手法、効率的・効果的な面的
移植手法、モニタリング手法等の開発を行った。
移植の適地選定、移植手法、モニタリング手法を開発
【種苗生産】
・沖ノ鳥島の親サンゴを用いて
有性生殖法により種苗を生産

【中間育成】
・種苗を中間育成施設へ運び込
み、移植サイズまで育成

【移植】
・移植適地を検討した上で、一定の
大きさに成長したサンゴを移植適
地に移植、育成管理を実施

（１）移植適地の選定
【主な成果】
・効率的・効果的に移植適地を選定する手法を確立した。
・マルチスペクトル衛星画像を用いた画像解析によりサンゴ被度を把握する手法を開発した。
① サンゴ分布図の作成
従来のダイバーによる潜水目視観察では、沖ノ鳥島全
域でサンゴ被度を把握するには多大な労力を要するため、
マルチスペクトル衛星画像を用いた画像解析によりサン
ゴ被度を把握する手法を開発した。その結果、沖ノ鳥島
全域でサンゴ被度は白化等により減少傾向にあることが
確認された（下図参照）
。なお、現地検証データに対する、
衛星画像によるサンゴ被度解析結果の精度は、全体精度
で約 80％、kappa 係数は 0.7（高度の一致）であった。

サン ゴ 分布面積（ ha）

25
20
15
10

図 1 移植適地選定フロー
5
0
H18.7.30

H23.1.24
H24.4.14
衛星画像撮影年月日

H29.3.9

図 2 沖ノ鳥島におけるサンゴ面積の推移

被度 衛星画像判読

波･雲等に
より解析
不可

衛星画像（H24.4）
衛星画像からのサンゴ被度判読結果
図 3 サンゴ被度画像解析結果
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② サンゴの育成に影響を及ぼす環境要素の検討
サンゴの成育に影響を及ぼす環境要素について、
既往文献や現地調査結果をもとに下表
の項目を選定し、沖ノ鳥島での環境要素を整理した。また、環境要素と前述のサンゴ被度
分布を重ね合わせることにより、ハビタットマップを作成した。

表1

遠隔離島におけるサンゴの適地選定に関係する調査・解析項目

環境条件

調査・解析項目

(1)サンゴ分布図の作成
サンゴ分布

サンゴ被度、種構成。

(2)サンゴの育成に影響を及ぼす環境要素の検討
地形・基盤

サンゴ礁内の水深及び基盤の有無。

水温

代表地点における高水温期の水深別水温変化。

波浪・流況や砂礫の移動
食害動物

サンゴ礁内の波浪・流況状況や砂礫の移動。
サンゴ礁内の食害動物（オニヒトデ、貝類、魚類）の状況。

(3)サンゴ幼生の供給源として望ましい箇所の検討
サンゴ供給源

流況や拡散の状況から発生したサンゴ幼生が、サンゴ礁外への流
出よりもサンゴ礁内により多く着生できる箇所。

③ サンゴ幼生の供給源として望ましい箇所の検討
移植したサンゴが産卵した際、
対象海域にサンゴ幼生が止まる割合が高くなる場所を選
定する必要があるため、サンゴ幼生拡散予測手法の開発を行った。予測モデルは、流動モ
デルと幼生拡散モデルに大別されるが、流動モデルは沖ノ鳥島の流動を再現できるよう、
潮汐流、海流、吹送流等を加味したモデルとした。また、幼生拡散モデルはオイラー・ラ
グランジュ法に乱数を用いて拡散の効果を考慮したモデルを構築した。その結果、礁内西
側や中央部に比べ、東側海域から幼生が放出された際に、多くの幼生が礁内に止まる可能
性が高まることが示唆された。

計算 0 日目：サンゴの分布上に仮

計算 4 日目：仮想粒子（幼生）の分布状況

想粒子（幼生）を配置

図 4

幼生拡散モデルの計算事例
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④ 移植適地の選定
作成した「サンゴ分布図」、「サンゴの育成に影響を及ぼす環境要素」、「サンゴ幼生
の供給源として望ましい箇所」を重ね合わせ、移植適地の絞り込みを行った。沖ノ鳥島で
は、第1段階のスクリーニングとして、「サンゴ分布」と「地形・基盤」を重ね合わせ、
サンゴが比較的高被度で、移植に適した基盤と水深帯が多い地点を絞り込んだ。第2段階
のスクリーニングとして、上記で絞り込んだゾーンに、「水温」、「波浪・流況や砂礫の
移動」、「食害動物」等の環境要素を必要に応じて考慮した。
第 3 段階のスクリーニングとして、上記で絞り込んだゾーンに、「サンゴ幼生の供給源
として望ましい箇所」の条件を用いて絞り込んだ。これにより、サンゴが成長し移植後の
再生産も期待できる移植適地が絞り込まれ、「礁内中央から東側の海域」が選定された。
ただし、
礁内中央の一部は、
移植しなくても自然にサンゴの生息・再生産が期待されるゾー
ンと判断し、サンゴを保護するゾーンとした。
重ね合わせによる移植適地の絞り込み

図 5 適地選定手順
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⑤ 移植場所の選定
「移植適地の選定」により絞り込んだ海域から、実際に移植可能な移植場所について、
以下の事項に留意しながら現地踏査を実施して決定した。
◎ 移植可能なスペースが存在する基盤（ノル）を選定
◎ 砂礫移動の影響を受ける海底面直上（海底面から1m）と低潮時の海面直下（海面か
ら1ｍ）はサンゴの移植に適さないため、その範囲を除外した部分で移植スペースを
確保（図 6）
◎ 他の付着生物（競合生物）、が多く分布していない場所
◎ 天然サンゴの被度が極端に低い場所、対象種が生息していない場所は避ける
沖ノ鳥島の事例では、サンゴ被度が10～20％で、東西・南北の長さが約10～50m、高さ
が3～4.5mの3箇所のノルを移植場所として選定した。
生息水深(D.L.m) 地点別
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0.0

A4
-0.1

生息水深(D.L. m)

-1.5
-2.0

全地点
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-1.7

-1.9
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-0.2
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-1.0
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1m 以深に移植
対象種が生息

-3.2

-3.3

最深

-4.0

-4.2

-4.5

-4.5

-4.5

-5.0

（沖ノ鳥島におけるミドリイシ属の天然サンゴの生息水深）
海底面＋1m 以上に

海底面からの生息高さ(m) 移植対象種が生息
5.0

海底面からの生息高さ(m)

4.5

4.4

3.5

4.4

4.2

4.0

3.9

3.5

平均

3.0
2.5
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2.4

2.3

2.2

2.0

2.2

2.0

最小

1.5
1.0
0.5

0.6

0.3

0.0
A3

0.2
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0.1
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0.1
A10

全地点

（沖ノ鳥島におけるミドリイシ属の天然サンゴが生息する海底面からの高さ）

図 6

移植対象種の生息環境に関する調査結果
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（２） 移植手法
【主な成果】
・ 移植における「移植サンゴ選定・目印付け」、「移植サンゴの取外し及び運搬」、「植え
付け」の一連の流れにおいて、効率的、効果的と考えられる一定の手法、条件等を把
握した。
◆沖ノ鳥島で移植を行う際の条件等
移植サイズ：長径5cm以上で生残率が高くなる（翌年生残率が71％）
移植場所 ：ノルの東面以外への移植が望ましい（自然分布の状況より）
適した種 ：生残率はAcropora sp. aff divaricataが最も高く、次いでA.globiceps、
A.tenuisの順となる。
移植水深 ：D.L.-1m以深かつ海底面＋1m以上が良い
食害防止 ： 10cm以下のサンゴ群体には食害防止カゴ（目合い6cm）を設置することと
し、効率性を考慮し、ポリエチレン製ネットで複数群体を一度に覆う方法
が効率的である。
以上の移植手法によち、当該技術開発における移植サンゴの生残率は、1年後58％、2
年後46％（図 7）
、サンゴ群体長径の成長量は、0.9～3.0cm/年、となり、全工程の作業効
率は、第1フェーズの実績より設定した目標値（7.4群体/人日）を上回る14.3群体/人日と
なった（図 8）
。
移植サンゴの生残率集計：移植年基準
100%

1年後

100%100%

2年後

80%
77%
69%

60%

58%

56%
40%

46%
38%

20%
0%
A.tenuis

A.globiceps

A.sp.aff.divaricata

図 7 移植サンゴ種毎の生残率調査結果
サンゴ移植作業効率（群体/人日）
16
14
12

10

目標値 7.4群体/人日

14.3

8
6
4
2

8.3

8.1

H27年度

H28年度

5.1

0
H26年度

H29年度

図 8 サンゴ移植作業効率調査結果
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全体

（３） モニタリング手法の確立
【主な成果】
・ モニタリング手法の一つとして、
「水中ビデオ画像によるサンゴ自動分類技術」を開
発した。
・ 移植したサンゴのモニタリングと移植後の育成管理手法について効率的、効果的と
考えられる一定の手法について確立した。
モニタリングは、以下の①～⑨に示す移植サンゴの生残、成長状況等を把握するととも
に、移植サンゴの生残、成長状況に支障が生じた際の要因分析に必要となる、天然サンゴ
の増減や水温等の移植箇所周辺の状況を把握した。
移植サンゴの生残、成長状況に関するモニタリング項目
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

移植サンゴの識別と位置情報の記録（移植時の記録）
生存・死亡状態の観察（群体の生残状況の把握）
群体サイズの計測（成長量の把握）
育成状態の観察（群体の健全度の把握）
基盤への固着
食害状況の観察（食害防止ネットの効果の確認）
藻類の被覆状況の観察（競合生物からの保護対策の検討）
カゴ設置状況の確認
水温の確認

一方、
移植範囲が広範囲の場合や、
遠隔離島等で移植する際に時間的な制約がある場合、
従来のダイバーによるモニタリング手法では十分な調査が困難である。そこで、現地調査
に専門的な知識を必要とせず、短時間で、広範囲の状況把握が可能な、「水中ビデオ画像
によるサンゴ自動分類技術」開発した。その結果、2 分類（サンゴとサンゴ以外）の場合
には、モザイク画像及びオルソ画像ともに、サンゴ自動分類精度 80％以上の結果を得た。
なお、7 分類の場合には、オルソ画像でサンゴ自動分類精度が 40～60％程度となった。

ビデオ画像から静止画像の切り出し

現地調査

静止画像の 3D 画像処理
3D 画像のオルソ化

静止画像のモザイク処理

3D 画像処理

オブジェクトベース分類

オルソ化
教師データの抽出
サンゴの自動分類

図 9 水中ビデオ画像によるサンゴ自動分類の調査・解析フロー
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サンゴ自動分類

自動分類精度（％）

100%

80%
60%

87%

80%

40%

20%
0%
海底面

ノル

モザイク画像

オルソ画像

図 10 2分類の自動分類精度
２．２ 目標の達成状況
（１）移植適地の選定手法の確立
「移植サンゴが産卵し、面的に幼生を供給できる移植適地の選定手法の確立」を目指し
て研究開発を実施した。その結果、ハビタットマップを作成する技術を確立し、サンゴ幼
生拡散予測手法を用いてサンゴ幼生の供給源として望ましい箇所を選定し、それらを重ね
合わせることにより、移植適地を選定する手法を確立した。また、移植適地から実際の移
植場所を決定するための調査手順についても確立した。
なお、効果的、効率的に適地を選定するため、
「衛星画像によるサンゴ被度分布解析手
法」について確立した。本手法については、全体精度で約 80％、kappa 係数は 0.7（高度
の一致）の精度検証結果が得られており、概略的なサンゴ被度を把握するには十分な精度
を確保している。以上のことより、移植適地の選定手法については当初目標を達成したも
のと判断される。
今後の課題としては、移植場所により生残率に差異が生じたことから、移植対象種毎に
適した環境条件を分析して、より精度の高い適地選定行い、さらに生残率を高めていくこ
とが挙げられる。
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（２）移植手法の確立
「成育適地へのサンゴの移植手法を確立」を目指して研究開発を実施した。移植手法に
ついては、事前に定めた目標とその達成状況について下表に示すとおりであり、いずれの
目標についても達成することが出来た。また、移植後の生残率も、1 年後 58％、2 年後 46％
と比較的高い生残率を保つことが出来ており、遠隔離島における中間育成施設からの移植
手法を確立したものと判断される。

目 標
（H25 年度設定）

表 2 目標達成基準及び評価結果
達成基準
（H25 年度設定）

評価結果

目標 1）人的な手法で 移植の作業効率が、沖ノ 14.3 着床具/人日→達成基準を満たした
効率的に移植する手 鳥島での移植全工程で 検証基準の約 2 倍の作業効率となった。
法を確立すること。

7.4 着床具/人日以上と (上記効率は、移植サンゴの選定、運搬や観
なること。

察等も含まれた効率)
植え付け＋防止カゴ：23 群体/人日程度
植え付けのみ

：35 群体/人日程度

目標 2）面的移植サン 移植サンゴの体内に卵 A10 ノルで卵を確認→達成基準を満たした
ゴからの再生産が認 が確認されること。また 卵を確認した種は、A.tenuis であり、H24 年度
められ、幼生拡散に は産卵時期に産卵が確 に種苗生産、H25 年度に第 2 フェーズに輸
よる面的拡大が図ら 認されること。

送、H26 年度に移植したサンゴであり、種苗

れていること。

生産後 5 年後に再生産したことになる。

目標 3)天然ノルに移 移植した天然ノルで、礁 0.9～3.0cm/年→高水温の影響を強くうけた
植したサンゴが、天然 池内のミドリイシ属でみ H28 年移植サンゴを除き、達成基準を満たし
サンゴと同様で成長 られるサンゴの年間成長 た。
し、現在、低下傾向に 量 1.5～6cm/年で成長す H26 年度移植サンゴ 2.9cm/年（3 年間平均）
あるサンゴ被度の回 ること。

H27 年度移植サンゴ 3.0cm/年（2 年間平均）

復に寄与すること。

H28 年度移植サンゴ 0.9cm/年（1 年間平均）
いずれも H28～29 年にかけての高水温の
影響が含まれる。

今後の課題としては、植え付けの作業効率をより高めていく手法を検討することや、植
え付けに頼らない、直接幼生をノルに放流・着生させる手法等を検討していくことが挙げ
られる。
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（３）モニタリング手法の確立
「移植後の効率的なモニタリング手法の確立」を目指し研究開発を実施した。移植サン
ゴのモニタリングとして、ダイバーにより移植サンゴ毎に観察する手法及び、移植ノルを
水中ビデオ撮影し、画像からサンゴを自動分類する手法を検討した。
ダイバーによる観察は、観察項目、結果の解析方法について取りまとめた。また、水中
ビデオ画像のサンゴ分類は、2 分類（サンゴ・サンゴ以外）での分類精度が 80％以上を確
保した。
以上のことより、モニタリング手法については当初目標を達成したものと判断される。
今後の課題としては、より広範囲のサンゴ増殖に対応できるように、数百 m の範囲程度
でも対応できるモニタリング手法の確立、
ICT 技術を用いた判読技術の向上が挙げられる。
（４） モニタリング技術を活用した展開
サンゴの分布や被度を把握する技術として、「水中ビデオ画像によるサンゴ自動分類技
術」や「マルチスペクトル衛星画像によるサンゴ分類技術」を開発した。
水中ビデオ画像分類は、従来の潜水目視観察と比較すると、数 100m2 以上の範囲を対象
に観察するとき、また遠隔離島での調査など、調査期間や調査員数に制限がある場合の観
察手法として有効である。また、処理の中間段階で作成される三次元モデルでは、潜水目
視では困難な現地の詳細なサンゴ分布を把握することができる。一方、潜水目視観察のよ
うに詳細な種判別は困難である。
よって、本技術は、数 100m2 以上の範囲の面的なサンゴ分布を把握したり、その経年的
なデータを蓄積し推移を把握する時等に有効な技術と考えられる。
マルチスペクトル衛星画像分類は、従来の潜水目視観察と比較すると、数 km～数十 km
四方規模以上の範囲を対象に概略的なサンゴ被度を把握したい場合に有効である。また、
サンゴ被度の変遷を把握したい場合、画像分類が可能な衛星画像が入手できれば、過去に
遡って把握が可能である。一方、潜水目視観察のように種判別は困難であり、分布把握に
特化した技術となっている。
よって、本技術は、数 km～数十 km 四方規模以上の範囲を対象に、対象海域の全体的な
サンゴ被度の推移を把握する場合や、経年的なサンゴ被度の推移を把握する場合等に有効
な技術と考えられる。
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（５）サンゴ面的増殖技術を活用した今後の展開
本事業により、種苗生産、中間育成、移植からなるサンゴ面的増殖技術が確立された。
将来的には本技術を用いて移植されたサンゴ群集が成熟し、幼生の供給の核となり、次世
代サンゴの加入や拡散を通してサンゴ礁の修復・再生を図る幼生供給基盤となることが期
待される。

図 11

移植したサンゴからの幼生供給
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