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参考-1 

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・斃死し、サンゴ群集

衰退の主な原因のひとつとなっている。この対策として、高水温耐性を持つサンゴ種苗の生

産および移植が考えられる。 

サンゴは体内に褐虫藻と呼ばれる渦鞭毛藻を持ち、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

は、現在 9 つの系統（クレード A～I）に分類されている。Hoegh-Guldberg et al.（2007）

および Baker et al.（2008）は、サンゴ体内の褐虫藻のクレードの違いによって、サンゴ自

体の高水温耐性に違いが生じることを示唆しており、また、クレード D の褐虫藻を多く持

つサンゴは、1～1.5℃高い高水温耐性を持っていたとの報告もある（Berkelsman and van 

Oppen 2006）。 

そこで、本事業では、平成 24（2012）年度～平成 31（2019）年度において、クレード D

の褐虫藻を活用して、高温耐性を持つサンゴを種苗生産する技術の開発に取り組んだ。本参

考図書では、本事業で実施した高温耐性サンゴの種苗生産技術開発のこれまでの成果を取

りまとめて報告する。 

 

（注釈） 

LaJeunesse et al. (2018) により褐虫藻の分類が見直され、これまでの一つの属から７属

に増加し、大まかに見るとクレードは属にタイプは種に格上げされた。さらに少なくとも 8

つの未記載属の可能性があることが報告された。本来であれば新属名を使用するべきであ

るが、本報告では理解のしやすいクレード名を引き続き使用する。 

（旧クレード名と新属名の対比） 

クレード A：Symbiodinium、 B: Breviolum、 C: Cladocopium、 D: Durusdinium、

E: Effrenium、 F: Fugacium、 G: Gerakladium 

 

 

2. 実施場所 

 平成 24～26 年度においては沖縄県阿嘉島に所在した水産土木建設技術センター・サンゴ

種苗生産センターにて、平成 27～31 年度においては沖縄県久米島に所在する水産土木建設

技術センター・サンゴ増殖研究所にて飼育実験等の技術開発を実施した。なお、褐虫藻のク

レードの解析の一部は、琉球大学に再委託して実施した。  
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3. 技術開発成果の概要 

 本技術開発での実験を通して、以下の成果が得られた。 

 

年度 成果概要 

H24 
(2012) 

解放式水槽での実験により、高水温環境下でのサンゴの生存に、クレード D

の褐虫藻が有用であることが示唆された。 

H25 
(2013) 

閉鎖式水槽での、より厳密な追試験においても、クレード D 褐虫藻が高温耐

性を宿主サンゴにもたらすことが示唆された。 

H26 
(2014） 

産地が違うサンゴは遺伝的に異なることが分かったが、いずれの産地のサン

ゴにもクレード D が高温耐性をもたらすことが再現された。 

H27 
(2015) 

高水温下で長く（2-3 年）飼育したサンゴ種苗は、常温に移行してもクレード

D を保持するものが多く見られた。一方、常時常温、あるいは高水温での飼

育期間が短いサンゴでは（1 年）、クレード C の増加とクレード D の減少傾

向が見られた。このことから、長期間の高水温曝露によって、サンゴ種苗の

持つ共生褐虫藻を通常のものから、より高水温耐性のあるものに変化させる

ことができることが分かった。 

H28 
(2016) 

長期間の高水温曝露によってクレード D を持たせたサンゴは、移植を想定し

た海域での飼育でもクレード D を維持することが確認された。 

H29 
(2017) 

自然海水から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

よりも、効培養したクレード D を着生直後の稚サンゴに与えることによって

率良くサンゴにクレード D を取り込ませて高水温耐性を高めることが可能で

あることが明らかとなった。 

H30 
(2018) 

クレード D を取り込ませたサンゴの褐虫藻組成を追跡調査したいところ、成

体に近づくにつれ D が減少し C が増える傾向が見られた。 

また、クレード D を取り込ませていない通常の 1 歳～成体のサンゴを一旦白

化させた後に、培養したクレード D を与えて褐虫藻を入れ替える方法を試み

たが、入れ替えは起こらなかった。 

H31 
(2019) 

クレード D を取り込ませたサンゴの追跡調査では、さらに D が減少し C が

増える傾向が見られた。 

成長後のサンゴは、稚サンゴの時期にクレード D を取り込ませたかどうかに

かかわらず、高水温耐性に差がなかった。また、高水温ストレス下で群体内

のクレード D が増えることはなく、むしろ減少した。 

このことから、稚サンゴの時期に 30℃で長期飼育することによりサンゴにク

レード D を取り込ませて高水温耐性を持たせる技術は、群体直径約 10cm ま

では有効な方法であるが、その効果は成長と共に失われ、親サイズの群体で

は通常の方法で種苗生産した群体と同じ程度の高温耐性しか持たないことが

分かった。このため、本技術開発は平成 31 年度で終了することとした。 
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4. 技術開発成果の詳細 

4.1 平成 24 年度 

(1) 目的 

高水温耐性を持つサンゴ種苗の生産技術開発に向けて、まずは基礎的な情報収集として、

稚サンゴが高水温条件下でどのクレードの褐虫藻と共生するようになるのか把握すること

目的とした。 

 

(2) 方法 

実験には、沖縄県阿嘉島産ウスエダミドリイシの約 1 か月齢稚サンゴを、温度管理なし・

30°C・31°C の水温条件下で飼育し褐虫藻クレードの経時変化を調べた。 

 

(3) 結果および考察 

稚サンゴの褐虫藻感染率（各クレードの褐虫藻を持つ群体数／全群体数）は、2 ヶ月目ま

ではどの温度管理区においても同様の傾向が見られた（図-1）。それ以降、温度管理なしお

よび 30°C 実験区においては A、C の感染率が高くなったが、31°C 実験区では A、C の感

染率が低く抑えられ D のみが高い感染率を維持した。 

このことから、サンゴが高温ストレスに曝露された際に、クレード D 褐虫藻に対する選

好性が高まる、あるいはクレード D を持っていた稚サンゴが結果的に高水温環境下で生残

したことを示唆するものと考えられた。いずれにせよ、高水温環境下でのサンゴの生存に、

クレード D の褐虫藻が有用であること示すものと考えられた。 

 

 

図-1 ウスエダミドリイシの共生褐虫藻感染率の変化 
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4.2 平成 25 年度 

(1) 目的  

平成 24 年度の実験では、高水温環境下でのサンゴの生存にクレード D が有効に働いたこ

とが示唆された。平成 25 年度では、この結果をさらに検証するために、異なるクレードの

褐虫藻を感染させた稚サンゴを高水温条件下で飼育してその生残率を調べた。 

 

(2) 方法 

まず、他の褐虫藻が混入しないように、阿嘉島産ウスエダミドリイシの幼生を閉鎖循環水

槽で基盤に着生させ稚サンゴとした。水槽内の海水は精密ろ過し褐虫藻を取り除いたもの

を用いた。その後、培養したクレード A、C、D、若しくはこれら 3 種類（A+C+D）を混合

した褐虫藻を稚サンゴに取り込ませ、28℃（対照）・30℃・32℃の水温条件下で飼育した。

飼育実験では、各クレードの褐虫藻が混ざらないように、クレードごとに異なる閉鎖式循環

水槽を用いた。 

 

(3) 結果および考察 

3 ヶ月後の実験終了時には、クレード D もしくは混合褐虫藻を持つサンゴの生残率が、

それ以外のものより高かった（図-2）。 

混合褐虫藻を感染させたサンゴの持つ共生褐虫藻の組成は、28℃実験区においてはクレ

ード C が優占し、30℃実験区ではクレード A・C・D が種々の組み合わせで出現したのに対

し、32℃実験区においてはクレード D が優占するように変化した（図-3） 

高水温条件下でクレード D 褐虫藻が増加する傾向は、平成 24 年度の解放式水槽で行っ

た実験と同様の結果であり、本実験からもクレード D 褐虫藻が高温耐性を宿主サンゴにも

たらすことが示唆された。 

図-2 異なるクレードの褐虫藻を取り込ませた稚サンゴの生残率の変化 

図-3 混合褐虫藻を取り込ませた稚サンゴの褐虫藻組成の変化  
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4.3 平成 26 年度 

(1) 目的  

これまでの技術開発では、いずれも 1 地点に産するサンゴを用いた実験を行った。しか

し、近年、同種のサンゴであっても産地により遺伝的な違いがあり、また体内の褐虫藻組成

も異なる例が報告されている。そこで、平成 26 年度は、複数地点に産するサンゴを用いて

行い、高水温での生残と褐虫藻組成の変化に地域差が見られるかを調べ、これまでに得られ

た知見が、サンゴの産地が異なる場合にもあてはまるものかを検証することを目的とした。 

 

(2) 方法 

実験には阿嘉島産、恩納村産、および沖ノ鳥島産のウスエダミドリイシを用いて以下の 2

つの解析と実験を行った。 

 

1 )サンゴの遺伝子解析 

サンゴの産地による遺伝的な違いを調べるため、サンゴ群体より採取した組織を用いて

DNA の塩基配列を解読し、地域間で比較した。 

 

2) 稚サンゴの温度管理飼育実験と共生褐虫藻の解析 

3 地点由来の稚サンゴを、温度管理なし・30°C・32°C の水温条件下で飼育し、生残

率および共生褐虫藻タイプの経時変化を調べた。 

 

(3) 結果および考察 

1) サンゴの遺伝的な違い 

Pax-C intron マーカーには、3 地点に共通な遺伝型が 2 つと、各地点固有の遺伝型が 22

見出された。nrITS マーカーには 41 の遺伝型が見出されたが、3 地点の間に共通する遺伝

子型は見出されなかった。いずれの遺伝子マーカーについても、多くの遺伝型間の差異は数

塩基で、相同性が高かった。このことから、3 地点に産するウスエダミドリイシには、地点

による若干の遺伝的分化が見出された。 

 

2) 共生褐虫藻タイプの経時変化 

32℃の高水温下では、時間経過とともに阿嘉産および恩納産において、クレード D のみ

を持つ個体が増加する傾向が見られた。沖ノ鳥島産個体においては、クレード D のみとク

レード A＋D を持つ個体が増加したが、全個体がクレード D を持っていたことから、いず

れの産地のサンゴにおいても、高温ストレスに晒らされた際に、クレード D を積極的に稚

サンゴが取り込んだか、あるいはクレード D を持っていた稚サンゴが結果的に高水温環境

下で生残したことを示唆するものと考えられる。この結果はこれまでの実験と同様である

ことから、サンゴの産地が異なっても再現性があるものと考えられる。 
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図-4 共生褐虫藻感染率の変化 
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4.4 平成 27 年度 

(1) 目的  

過年度の実験から、クレード D 褐虫藻がサンゴに高温耐性をもたらすことが分かった。

しかしながら、過年度の実験はいずれも半年以下の短期実験であり、長期的にサンゴの高温

耐性が持続するかは明らかでなかった。このため、海域に移植した後のサンゴ体内の褐虫藻

の変化を推定することを目的として、平成 27 年度は、移植後のサンゴが遭遇する水温環境

を想定したシミュレーション実験を行った。 

 

(2) 方法 

実験には、平成 24・25 年度の実験で生残した 2～3 歳齢のサンゴを用いた。これらは当

該年度の高水温飼育実験にて生残し、その後、常温ないし 30℃で飼育されてきたものであ

った。 

これらのサンゴを、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、

経過観察を行った。実験区の状況は表 1 の通りであった。 

 

表-1 実験に用いたサンゴの履歴および水温実験区 

 

 

(3) 結果および考察 

各褐虫藻クレードに対する感染率は、ほとんどの実験区でクレード C は 50%より低い場

合が多かったが、クレード D は 80%以上と高かった（図-5）。特に、30℃での飼育期間が長

いものにおいて、クレード D 褐虫藻の感染率は概ね 100%を推移した。 

一方で、2 歳齢種苗（2012 年生）のうち、30℃1 年のち常温で 1 年飼育した実験区につ

いては、クレード C および D 褐虫藻の感染率は同程度で、ともに 80%程を推移した。 

また、多くの実験区でクレード C の感染率が低下傾向にあったが、常温下での飼育期間

が も長い 2013 年生の常温 2 年、および 30℃1 年のち常温 1 年ののちに本年度は常温で

飼育した種苗においては、クレード C 褐虫藻の感染率が増加傾向にあった。これら 2 実験

区においては、クレード D 褐虫藻の感染率は減少傾向にあった。 

年齢 前年までの飼育温度 H27年度の飼育温度

常温

30℃

常温

30℃

常温

30℃

常温

30℃

常温

30℃

3歳齢
(2012年生）

30℃ 2年、のち常温1年

30℃ 3年

2歳齢
(2013年生)

常温 2年

30℃ 1年、のち常温1年

30℃ 2年
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高水温下での飼育期間が長いサンゴ種苗において、クレード D 褐虫藻を保持するものが

多く見られ、また、この傾向は、高水温下における飼育後に常温に移行した種苗においても

観察された。 

沖縄島近海のウスエダミドリイシ成体はクレード C 褐虫藻を持つことから、常温下で飼

育したサンゴの持つ褐虫藻は、サンゴの成長に伴って徐々にクレード C 褐虫藻に変化する

ことが予想される。しかし、この傾向は常温下で継続的に飼育されてきた種苗（2013 年生、

常温 2 年のち今年度も常温飼育）においてのみ見られ、これに準じると思われるクレード C

と D に対する感染率が同程度を維持する傾向が、常温飼育期間が 2 番目に長い種苗（2013

年生、30℃1 年のち常温 1 年、今年度も常温飼育）において見られただけだった。従って、

その他の高水温下での飼育歴の長い種苗においては、高水温がサンゴの持つ共生褐虫藻の

組成に作用し、通常共生するクレード C から、宿主サンゴに高水温耐性をもたらすことが

知られているクレード D 褐虫藻を維持するように変化したと考えられる。以上により、長

期間の高水温曝露によって、サンゴ種苗の持つ共生褐虫藻を、通常のものから、より高水温

耐性のあるものに変化させることができるといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 共生褐虫藻感染率の変化 
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4.5 平成 28 年度 

(1) 目的 

平成 27 年度の結果から、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。そこで平成 28 年度は、将来的に野外に移植す

ることを想定し、一部のサンゴを実海域に移して飼育し、サンゴの生残と体内の共生褐虫藻

の変化を調べた。 

 

(2) 方法 

実験には、2012 年および 2013 年生まれの沖縄県阿嘉島産のウスエダミドリイシ群体を

用いた。これらは当該年度の高水温飼育実験にて生残し、その後、常温ないし 30℃で飼育

されてきたもので、実験開始時に 4 年あるいは 3 年齢であった。 

これらの群体を、表-2 のとおり、常温水槽・30℃水槽・野外の飼育籠に割り振って収容

し、飼育実験を行った。 

 

表-2 実験に用いたサンゴの履歴および実験の飼育条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 結果および考察 

サンゴ 1 群体ごとの体内の共生褐虫藻組成は、クレード C もしくは D 褐虫藻のみを持つ

ものと、両者を合わせて持っているものが見られた（図-6）。 

2012 年生のサンゴと、2013 年生のうち本年常温水槽において飼育したサンゴには、

30℃における飼育期間が長い実験群において、飼育条件（常温・30℃・野外）によらずクレ

ード D 褐虫藻のみを持つサンゴの割合が高く維持される傾向が見られた。 

年齢 前年までの飼育温度 H28年度の飼育条件

常温水槽

野外

常温水槽

野外

30℃ 2年、のち常温1年、 30℃水槽

30℃1年 野外

30℃水槽

野外

常温 3年 常温水槽

30℃ 1年、のち常温2年 常温水槽

30℃ 2年、のち常温1年 常温水槽

30℃水槽

野外

30℃1年、のち常温1年、 30℃水槽

30℃1年 野外

30℃水槽

野外

4歳齢
(2012年)

30℃ 2年、のち常温2年

30℃3年、のち常温1年

30℃4年

3歳齢
(2013年)

常温2年、30℃1年

30℃ 3年
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この傾向は、昨年度までに水槽飼育において確認されてきたが、本年度、野外で飼育した

群体においても維持されることが確認された。以上により、長期間の高水温曝露によって、

サンゴ種苗の持つ共生褐虫藻を、通常のものから、より高水温耐性のあるものに変化させる

ことができ、実海域に移植した場合もこの共生褐虫藻が維持されることが確認された。この

ことは、種苗生産への応用が期待できる結果である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 常温・30℃・野外におけるウスエダミドリイシの褐虫藻組成の変化 
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4.6 平成 29 年度 

(1) 目的 

過年度の実験から、稚サンゴを長期間において 30℃にて飼育することによりクレード D

を持たせることができること、また、これらのサンゴは、海域でもクレード D を維持する

ことが確認された。このことから、クレード D を活用して稚サンゴに高温耐性を持たせる

技術は概ね開発されたといえる。しかし、この技術では稚サンゴを長期間（2～3 年）水中

ヒーターで加温した水槽にて飼育する必要があり、経済的および時間的な効率化が課題で

あった。そこで平成 29 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

せる技術を開発することを目的として、培養したクレード D を強制的に稚サンゴに取り込

ませる実験を行った。  

 

(2) 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の稚サンゴを用

いた。着生直後の稚サンゴに、「シャコガイから採取した褐虫藻（クレード A・C・D を含

む）」もしくは「純粋培養したクレード D 褐虫藻」を与えて取り込ませた。その後、それぞ

れの褐虫藻を取り込ませた稚サンゴを、常温（約 28℃）もしくは高水温（約 31.5℃）で飼

育し、褐虫藻の変化を約 3 か月間観察した。 

 

(3) 結果 

1) 生残率 

クレード D 褐虫藻を取り込ませたサ

ンゴの方がシャコガイ由来の褐虫藻を

取り込ませたサンゴよりも生残率が高

かった（図-7）。 

クレード D 褐虫藻を取り込ませたサ

ンゴは 90%以上の生残率を長期間維持

した。 

シャコガイ由来の褐虫藻を取り込ま

せたサンゴは、3 か月後には、31.5℃で

は約 20%となり、28℃では約 55%にな

った。 

 

 

  
図-7 サンゴの生残率の変化 
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2) 褐虫藻クレード組成 

① シャコガイ由来の褐虫藻を取り込ませた

サンゴ（図-8、上段） 

当初から様々なクレードを保持しており、3

か月後においては、28℃ではクレード A+C と

A+C+D のものが増加し、31.5℃では約半数が

白化し、残りはクレード D のみを持つものが

増加した。 

 

② 培養したクレード D 褐虫藻を取り込ませ

たサンゴ（図-8、下段） 

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。 

 

 

3) 褐虫藻密度（図-9） 

シャコガイ由来の褐虫藻を取り込ませた

サンゴにおいては、実験期間を通じてクレ

ード D 褐虫藻の密度は非常に薄かった。 

培養したクレードD褐虫藻を取り込ませ

たサンゴにおいては、褐虫藻密度は非常に

濃かった。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。 

 

 

(4) 考察 

培養したクレード D 褐虫藻を取り込ませた稚サンゴについては、クレード D の保持の有

無だけでなく、保持量もシャコガイ由来の褐虫藻を与えたサンゴよりも多かった。 

過年度の実験により、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、

平成 29 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もたらすことが明らかとなった。 

 

  

図-8 稚サンゴが保持していた褐虫藻

クレードの変化 

図-9 クレード D 褐虫藻の保持量 
（DNA30ng あたりの細胞数） 
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4.7 平成 30 年度 

(1) 目的 

これまでの技術開発により、稚サンゴにクレード D を持たせて高水温耐性を高める方法

が明らかとなった。しかし、これまでは、まだサンゴのサイズが小さく、成体になった後で

もクレード D を維持できるかどうかは検証まできていなかった。このため、平成 30 年度

は、クレード D を取り込ませたサンゴの褐虫藻クレード組成のモニタリングを定期的に実

施し、クレード D が他のクレードより安定的に優占しているかどうかを調べた（課題 1）。 

また、平成 29 年度において、着生直後の稚サンゴに培養したクレード D を与えることに

より、これまでの 30℃での長期飼育より効率的に、サンゴにクレード D を取り込ませて高

水温耐性を高めることができることが分かった。平成 30 年度では、すでに様々なクレード

の褐虫藻を取り込んでいる 1 歳齢～生成のサンゴに、効率良くクレード D を取り込ませる

技術を開発することを目的として、サンゴへ高水温にて白化させた後にクレード D を添加

し、褐虫藻の入れ替わりとその褐虫藻組成の持続性をモニタリングした（課題 2）。 

 

(2) クレード D 褐虫藻維持の検証（課題点 1） 

1) 方法 

2012 年～2013 年に種苗生産し、長期間の高水温での飼育によりクレード D を持たせ、

2016 年より「30℃水槽」、「常温水槽」、「海域の飼育籠」にて飼育しているウスエダミドリ

イシの褐虫藻組成を調べた。 

 

2) 結果および考察 

3 つの飼育条件におけるサンゴの褐虫藻のクレード組成の変化を図-10 に示す。全体的に、

サンゴの成長に従い、「クレード D のみを持つ群体」および「クレード C と D を併せ持つ

群体」が減少し、「クレード C のみ持つ群体」の比率が増える傾向があった。今後クレード

C のみを持つ群体の比率が増える可能性が高いと考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 クレード D を取り込ませ長期飼育したサンゴのクレード組成の変化 

・棒グラフは各クレードの褐虫藻を持つ群体数の比率を示している 

・（）内は各時期に調査した総群体数 

・Cは C のみ保持、Dは Dのみ保持、CD は C と Dを保持 
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(3) 効率良くクレード D を取り込ませる技術開発（課題点 2） 

1) 方法 

ウスエダミドリイシの 4 つの年代グループ「1 歳齢稚サンゴ」、「2 歳齢稚サンゴ」、「未成

体サンゴ（直径 10-15cm）」、「成体（直径約 30cm）」を、約 1 か月間 31 度の水温で飼育し

白化させたのち、以下の 3 つの方法で実験を行った。 

 

①対照区・無添加 

・クレード D を添加せず、徐々に水温を降下 

②添加後降温区 

・培養したクレード D を添加し、徐々に水温を降下 

③添加後高水温維持区 

・培養したクレード D を添加し、その後も 3 か月間 31℃を維持したのち徐々に水温を降下 

 

2) 結果および考察 

サンゴ体内の褐虫藻クレード組成の結果を図-11 に示す。未成体、2 歳、1 歳の年代グル

ープにおいては、白化・添加後にクレード C と D を持つ群体やクレード D を持つ群体が増

えたケースが見られるが、いずれの試験区においても、各褐虫藻を持つ群体の比率に関して、

添加前と添加後の間において統計的には有意な差はみられなかった（Fisher's 確立検定, 

P>0.05）。このことから、加温によりサンゴを白化させたのちに、クレード D 添加して褐虫

藻を入れ替えることは難しいことが明らかとなった。 

  

図-11 加温前と D 添加 1 か月後の時期のサンゴの褐虫藻クレード組成の変化 

各試験区において、各褐虫藻クレードを持つ群体数から比率を求めた 
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4.8 平成 31 年度 

(1) 目的 

クレード D を取り込ませ長期飼育しているサンゴの褐虫藻クレード組成を調べ、クレー

ド D が他のクレードより安定的に優占しているかどうか調べた（課題 1）。 

また、クレード D を取り込ませたサンゴは褐虫藻がクレード C に入れ替わった後でも高

水温耐性を維持できるのかを検証するために、飼育サンゴを高水温に暴露する実験を実施

した（課題 2）。 

 

(2) クレード D 褐虫藻維持の検証（課題点 1） 

1) 方法 

平成 30 年度と同様に、2012 年～2013 年に種苗生産し、長期間の高水温での飼育により

クレード D を持たせたウスエダミドリイシの褐虫藻組成を調べた。 

 

2) 結果および考察 

 クレード D を取り込ませたサンゴの褐虫藻のクレード組成の変化を、過年度の結果と併せ

て図-12 に示す。2015 年 12 月（2 歳半～3 歳半）までは、クレード D を維持する群体の割合

が高かったが、その後、群体内の褐虫藻がクレード C に移行する群体が増加し、今年度の解

析でもその傾向は続いていた。 

沖縄近海などでは一般的に、ミドリシサンゴ類は、若年（群体サイズが小さいとき）では

様々なクレードの褐虫藻を取り込んでいるが、成長に伴いサンゴ体内のクレード C が増える

ことや、サンゴ成体はクレード C のみをもつ群体が大多数を占めるとされている。稚サンゴ

の時期にクレード D を取り込ませたサンゴでも、天然のサンゴと同様に褐虫藻の入れ替えが

行われたと考えられる。  

図-12 稚サンゴの時期に褐虫藻を取り込ませたサンゴの褐虫藻クレード組成の変化

（ ）内は群体数 
3 つの飼育方法におけるデータを統合して、モニタリング時ごとに一つの結果として示し

た。また、2018 年 12 月～2019 年 7 月の間に 3 群体が斃死したため、2019 年 7 月に褐虫藻

を調査した群体は 22 となっている 
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(3) クレード D を取り込ませたサンゴの高水温暴露実験（課題 2） 

1) 方法 

ここでは、クレード D を取り込ませたサンゴを“処理サンゴ”、クレード D を取り込ませ

ていないサンゴ“無処理サンゴ”と呼ぶこととする。 

高水温暴露実験に用いたサンゴ群体は以下の通りであった。 

・対象種  ：沖縄県阿嘉島産ウスエダミドリイシ（長径 7～25 ㎝） 

・処理サンゴ：23 群体  ・無処理サンゴ：6 群体 （合計 29 群体） 

処理サンゴおよび無処理サンゴを約 2 か月間 31.5℃で飼育し、生残と褐虫藻組成を調べた。 

 

2) 結果および考察 

サンゴ群体の白化の状況は、図-13 に示したカラーチャートを用い

て、目視観察により 6 段階に分類した。この結果を、高水温暴露終了時

における各白化段階の群体数として表-3 に示した。高水温飼育実験か

らは、処理・無処理サンゴの間において、白化の状況すなわち高温耐性

に差は見られなかった（Fisher’s 確率検定、p-value = 0.9109）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高水温暴露実験中の褐虫藻組成の変化を図-14 に示した。昇温によりクレード D が増える

という傾向は見られなかった。このことから、高水温下において、成体サイズのサンゴ（あ

るいは成体に近いサイズのサンゴ）がクレード D を取り込んだり、あるいは体内にあるクレ

ード D が増殖することによりクレード D がサンゴ体内で優占し、サンゴ自体も高水温に対し

て耐性を持つということはないと思われる。 

また、高水温暴露実験に用いたサンゴ群体を、高水温暴露前にクレード D を保持していた

グループと保持していなかったグループの 2 つに分けて、それぞれのグループごとに高水温

終了時における各白化段階の群体数を表-4 に示した。これらの 2 つのグループ間において白

化状況（各白化段階の群体数）に統計的な有意差は見られなかった（Fisher‘s 確率検定、p-

value = 0.1794）。このことからも、クレード D の保持がサンゴの白化を防いだ可能性は低い

と考えられる。 

 

  

図-13 

白化状況観察用 
カラーチャート 

表-3 高水温終了時における各白化レベルにおける群体数 

（0 は斃死、1～5 はカラーチャートによる白化段階） 
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表-4 高水温終了時における各白化段階の群体数 

（0 は斃死、1～5 はカラーチャートによる白化段階） 

 

 

 

(4) まとめ 

過去の実験から、褐虫藻のクレード D は、稚サンゴの高水温での生残に貢献していると考

えられる。また、稚サンゴにクレード D を取り込ませる方法として、30℃で長期飼育する方

法が有効であることが分かった。しかし、群体直径約 10cm まではクレード D を維持できる

が、それ以上に成長すると C に入れ替わる傾向が見られた。 

平成 31 年度の実験で、成長後のサンゴは、稚サンゴの時期にクレード D を取り込ませた

かどうかにかかわらず、高水温耐性に差がなかった。また、高水温ストレス下で群体内のク

レード D が増えることはなく、むしろ減少した。 

このことから、稚サンゴの時期において 30℃で長期飼育することによりサンゴにクレード

D を取り込ませて高水温耐性を持たせる技術は、群体直径約 10cm までは有効な方法である

が、その効果は成長と共に失われ、親サイズの群体では無処理の群体と同じ程度の高温耐性

しか持たないと考えられる。現在のところ、クレード D を用いて成体のサンゴに高温耐性を

持たせることは難しいと考えられることから、本技術開発は今年度で終了することが望まし

い。 

 

  

図-14 高水温暴露によるサンゴの褐虫藻クレード組成の変化 



参考-18 

5. 引用文献 

Baker AC, Glynn PW Riegl B (2008) Climate change and coral reef bleaching: An ecological 

assessment of long-term impacts, recovery trends and future outlook. Estuarine, 

Coastal and Shelf Science, 80(4), 35-471 

Berkelmans R, Van Oppen MJH (2006) The role of zooxanthellae in the thermal tolerance 

of corals: a nugget of hope for coral reefs in an era of climate change. Proceedings of 

the Royal Society of London B: Biological Sciences, 273(1599), 2305-2312 

Hoegh-Guldberg O, Mumby AP, Hooten AJ, Steneck RS, Greenfield P, Gomez E, Harvell 

CD, Sale PF, Edwards AJ, Caldeira K, Knowlton N, Eakin CM, Iglesias-Prieto R, 

Muthiga N, Bradbury RH, Dubi A, Hatziolos ME (2007) Coral reefs under rapid 

climate change and ocean acidification. Science, 318, 1737-1742  

LaJeunesse TC, Parkinson JE, Gabrielson PW, Jeong HJ, Reimer JD, Voolstra CR, Santos 

SR (2018). Systematic revision of Symbiodiniaceae highlights the antiquity and 

diversity of coral endosymbionts. Current Biology, 28(16), 2570-2580 

 

 

 




