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1.  はじめに 
 

アラブ首長国連邦（UAE）のアラビア湾に面したア

ブダビ首長国の沖合に位置する離島 Mubarraz-shoal（ム

バラス浅瀬）は，亜熱帯の沿岸海洋生態系において重

要な位置を占めるサンゴと海草の群落に囲まれている。

また，主に海草類を摂餌するジュゴンやウミガメ等も

生息しており，UNESCO の特別環境保護地域に指定さ

れている。 

ムバラス浅瀬では 1960 年代後半から石油生産に関わ

る開発が開始され，施設の操業には周辺に生息する生

物環境の維持・向上が必須条件になっている。1996 年

以降，アラビア湾では異常な海水温の上昇による海洋

生態系への影響が問題となり，ムバラス浅瀬でもサン

ゴの枯死が確認された 1) 2)。現時点では，サンゴのうち

ハマサンゴ類は高水温に耐えている状況が確認できる

が，ミドリイシ類は現存量が大幅に減少した。サンゴ

の再生には長期間を要し，ミドリイシ類は危機的な状

況となっている。このような厳しい環境に直面してい

るものの，特別環境保護地域における種の絶滅は避け

なければならない。一方，異常な高水温は世界的な規

模で発生しているため，今後も再来する可能性がある。 

そこで，自然環境の変化に適応しながら，豊かな海

域の生物環境を維持するために，現存量が減少してい

るサンゴや海域に生息する生物に必要な海草群落を移

植により増殖させ，環境ポテンシャルの向上を図るこ

とになった。本報では，現地で継続展開中であるサン

ゴ保全プロジェクトと海草群落拡大プロジェクトにつ

いて，開発した移植技術と実用展開の状況について紹

介する。 

2.  実施場所と環境 
 

ムバラス浅瀬は南北約 15km，東西約 5km，水深 3m

以浅の浅瀬であり，沖縄県石垣島とほぼ同緯度（北緯

24°30”）に位置している（図-1）。周囲の水深は約 10

～15m と浅いため水温は気温の影響を受けやすい。表-

1 にムバラス浅瀬と沖縄県石垣島における水温の計測

例 4)を示す。現地の気温は夏期には 40℃を過えるため，

夏期のムバラス浅瀬および周辺の最高水温は全域にわ

たり 35℃に達する。水中の飽和溶存酸素濃度は水温が

高いほど低くなるため，生物の生息環境としては非常

に厳しい環境である。 

 

 

 

図-1 ムバラス浅瀬の位置 3) 
Fig.1  Location of Mubarraz-Shoal 
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表-1 水質調査結果 
Table 1  Results of the water quality 

 
水温(℃) 

塩分(psu) 
冬季 夏季 

ムバラス浅瀬 16 35 42 

沖縄県石垣島沖
4） 21 31 33 

 

3.  サンゴ保全プロジェクト 
 

3.1  基礎調査 

2003-2005 年にアラビア湾南岸において WWF

（World Wild Fund for Nature）らによるサンゴの広域調

査が行われ，1996 年以降に夏期の最高水温が平年に比

べ 2℃以上上昇する異常な高水温による広範囲でのサ

ンゴの枯死が報告されている 1) 2)。また，ムバラス浅瀬

では 1991 年から水温の連続計測を実施してお

り，’96，’98，’02 年に夏期の最高水温が平年を 1.5℃

以上上回り 36℃を超過している（図-6 参照）。 

そこで，ムバラス浅瀬におけるサンゴの生育状況を

確認するため，2004 年から 2009 年にかけて詳細なサ

ンゴ現存量調査を行った。図-3 に各調査点における全

てのサンゴに関する生育と枯死の状況，およびサンゴ

のうちミドリイシ類のみの生育場所を示す。ムバラス

浅瀬には 17 種類のサンゴが生育しており，特に北部か

ら西部の浅瀬の外縁部にハマサンゴ類（被覆状サン

ゴ： Porites sp.）を優占種とするサンゴが群落を形成

していた（図-2a）。しかし，その他の外縁部および水

深 3m 以浅では，ほとんどのサンゴが枯死した状態で

あった。特に過去にハマサンゴと同様に大規模な群落

を形成していたミドリイシ類（樹枝状サンゴ：

Aquropora sp.）の枯死が顕著であり（図-2b），生育数は

全ての調査点のうち 5 箇所で 9 群体を確認したのみで

あった。これらの調査結果は WWF らの見解と一致し

ており，ムバラス浅瀬におけるサンゴの枯死は高水温

によるものと推察された。 

 

  
 (a)ハマサンゴ群落 (b)枯死した枝状ミドリイシ 

図-2 サンゴの状況 
Fig.2  Situation of corals 

 

 
図-3 調査結果 

Fig.3  Result of coral survey 
  

3.2  移植方針の決定 

 ムバラス浅瀬では，ハマサンゴ類は回復傾向にあり，

ミドリイシ類は著しい減少傾向にある。異常な高水温

が再来した場合，再びサンゴがダメージを受け，特に

現存量が大幅に減少し 9 群体しか残っていないミドリ

イシ類は全滅しかねない状況にある。そこで，ミドリ

イシ類の死滅を回避するため，砂に埋没して死にかか

っているミドリイシ類を救済（採取）し，ムバラス浅

瀬の各所に分散移植することで、死滅のリスクを低減

させながら現存量を増加させる取り組みを早急に着手

した。 

3.3  移植技術の開発 

3.3.1  移植方法の検討 

サンゴの移植法は，サンゴが自己分裂により成長す

る性質を利用した無性生殖法と，孵化した卵あるいは

幼生が岩等の基盤に着床して成長する性質を利用した

有性生殖法の二つに大別できる。無性生殖法は健全な

個体からサンゴを分割し，移植先の岩にボンド等で固

定する方法であり，有性生殖法は産卵・孵化した幼生

を小型の基盤に自然着生させ，基盤ごと岩に接着剤等

で固定させる方法である 5）。これらはサンゴの生態を

利用したものであるが，アラビア湾においてサンゴの

研究事例，移植事例はほとんど無い。そのためサンゴ

の産卵時期が不明であり有性生殖法による早急なサン

ゴ移植実施は困難であった。また通常の無性生殖法で

は，移植用サンゴの採取が，生育している希少なサン

ゴにダメージを与えてしまうことが危惧された。そこ

●サンゴ生育 

●サンゴ枯死 

★ミドリイシ類生育 

N
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で，生育個体の周辺に落下し，放置すると砂に埋没し

て死滅する小さなサンゴ枝を救済（採取）する移植法

を試験的に実施した。この方法で増殖が図れる場合，

移植先で増殖したサンゴ枝をさらに再分割して移植し

て，生育している天然の個体に影響を与えることなく，

現存量を増加させることが可能となる。 

3.3.2  移植先の選定方法 

死滅のリスクを低減させるために，島の各所に分散

して移植・増殖を行う場合，移植先の選定も重要であ

る。サンゴは光合成を行う褐虫藻を体内に共生させて

おり光環境が特に重要な環境条件となるため，既存の

生育環境と同程度の水深を選定する必要がある。さら

に増殖したサンゴ（親サンゴ）が放出した卵（幼生）

をムバラス浅瀬周辺で着生させるために，それらの移

動経路を推定することも必要である。 

そこで，サンゴ浮遊幼生移動シミュレーションを利

用した移動経路の予測を行った。このシミュレーショ

ンは気象と潮流による流動を考慮したサンゴの移動経

路を解析できる。図-4 は解析結果の一例である。シミ

ュレーションより主に島の北部～北西部で発生した卵

（幼生）がムバラス浅瀬の南岸周辺に滞留することが

判明した。この結果から，卵（幼生）を効率的にムバ

ラス浅瀬に供給するための親サンゴの増殖適地として，

ムバラス浅瀬の北部～西部を選定した。 

 

 

図-4 サンゴ浮遊幼生移動シミュレーションの結果 
Fig.4  Numerical simulation results of floating larval movement 

3.4  移植技術の検証 

2009~2011 年に，ムバラス浅瀬の 3 か所の岩礁に生

育している 4 群体の天然のミドリイシの近傍に落下し

て砂に埋没しかけているサンゴ枝を救済（採取）し，

シミュレーションで親サンゴの増殖適地と判断された

北部および北西部の水深 4-9m の 3 か所と南部の水深

2-4m の 3 か所の計 6 箇所に移植した。救済したサンゴ

枝は海水を満たした容器に収納して水温，日射の管理

を行いながら移植先に運搬した。移植先では，運搬し

たサンゴ枝をさらに分割剪定し，人工架台に樹脂性の

バンド等で固定した。 

図-5 に移植の手順と生育状況を，図-6 に移植数及び

2012 年 6 月の生育数を示す。2009 年から 2011 年にか

けて移植した延べ 294 群体のサンゴ枝のうち，2012 年

6 月の生育数は 135 群体であった。生残率（生育数/移

植数）はエリアにより異なり 40~100％であった。大型

の個体を移植しているサンゴ移植例 6）の生残率は 55％

以上であり，落下している小さなサンゴ枝を用いた本

プロジェクトでもほぼ同様の生残率となった。 

図-7 は 1991 年から 2011 年までのムバラス浅瀬の日

平均水温の計測結果である。前述の通り’96，’98，’02

年に WWF の調査と同様に枯死の目安となる 36℃を超

過している。さらに，本プロジェクトを開始後

の’10，’11 年にも高水温が再来しているが，移植した

サンゴは増殖を続けている。これは移植元のミドリイ

シ類が，過去の異常な高水温に耐えてきた個体であり，

枯死した個体に比べ高い水温に耐性を持つためと考え

られる。以上の結果から，サンゴ枝を用いた移植法と

移植先の分散化により，ミドリイシ類を確実に増殖で

きることを実証した。 
 

   
 ①落下サンゴ枝の採取 ②輸送 

   
 ③固定 ④3 年後 

図-5 サンゴの移植手順 
Fig.5  Procedure of coral transplantation 

 

 

産卵 20 日後

産卵直後

卵の滞留場所 

落下断片

生残群落 
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図-6 移植元と移植先における生育状況 
Fig.6  Quantity of growth in the transplant point 

 

図-7 日平均水温の変化 
Fig.7  Change of the mean water temperature of the day 

 

4.  海草群落拡大プロジェクト 
 

4.1  背景 

海草群落は，稚仔魚の生育場所として重要であるこ

とが知られている。また，現地海域には海草を摂餌す

るウミガメ，ジュゴンの生息も確認されている。海草

群落の減少は，これらの生物に大きなダメージを与え

ることにつながる。 

現在，大規模な海草群落の消失は確認されていない

が，将来の海象の変化や異常な高水温に伴う群落の減

少が懸念され，海草群落面積を維持・拡大する技術開

発が求められた。海草についてもサンゴと同様にアラ

ビア湾における海草移植の実績や研究例は非常に少な

い。本プロジェクトでは，アラビア湾で技術開発の段

階にあった移植マットを用いた移植法の実用化と継続

展開の概要を報告する 7）8）。 

4.2  現地調査と移植法の比較 

2007 年に海草の分布調査と底質調査を実施した。現

地海域にはウミジグサ(Halodule uninervis)，ウミヒルモ

(Halophila ovalis) ， ウ ミ ヒ ル モ の 一 種 (Halophila 

stipulacea)の 3 種類の海草が生育しており，種類毎に生

育する水深帯が異なっていた。いずれの種も群落の拡

大は，主に地下茎で行うタイプであった。 

そこで，海草を直接採取して移植する「株移植法」

と，天然の海草群落で海草を定着させた生分解性のマ

ットを，海草の未成育地に移設する「マット法」につ

いて試験移植を行った。この結果，水深が 2m 以浅の

場所では株移植法では移植した海草が流失したが，マ

ット法では移植先で海草が成長する状況を確認した。

これにより，本プロジェクトでは，マット法を採用し

た。 

4.3  マット法の概要 

マット法は主に種子で群落を拡大する日本のアマモ

を対象に開発したものである 9）。これを「地下茎によ

り群落を拡大する」海草種に適用するためは，地下茎

を確実に捕捉できることが必要となる。 

そこで，地下茎が絡みやすく，海底地形に柔軟に対

応し，かつ海底に密着するように，マットの厚みとチ

ェーンによる固定法に改良した。移植手順は，マット

を海草群落に設置し，マット内に地下茎が侵入し海草

が成長した段階で，マットごと海草未成育地に移設す

る（図-8）。 

 

 

移植マットの設置イメージ 

   
 ①移植マットの設置 ②海草が定着したマットの移設 

   
 ③海草未成育地へ移設 ④移設先で定着・拡大 

図-8 移植マット法の概要 
Fig.8  Procedure of seagrass transplantation by mattress method 
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4.4  移植結果 

海草群落拡大プロジェクトでは，2008 年から小規模

な試験移植を開始し，2010 年以降は規模を拡大してプ

ロジェクトを展開している。図-9 にこれまでの移植結

果を示す。移植した海草，延べ 36 ㎡が 2010 年 6 月の

時点で 48 ㎡まで群落を拡大している。 

 

 
図-9 海草群落の拡大状況 

Fig.9  Change of extended area 

 

5.  プロジェクトの継続と今後の展開 
 

 表-2 にプロジェクトの経緯を示す。海草群落拡大プ

ロジェクトは 2007 年に試験移植に着手し，2010 年以

降は規模を拡大して実展開を図っている。2012 年から

はマット設置とマット移植を同時に行っている。サン

ゴ移植プロジェクトは 2009 年に現況調査と試験移植に

着手し，2012 年には移植先で成長したサンゴを移植元

とする再移植を含め約 260 個の移植を行っている。ま

た，陸上水槽における有性生殖法を利用した増殖を開

始する予定である。 

今後は，異常な高水温やその他の自然環境の変化に

対応しながら沿岸生態系の維持・向上を図るため，両

プロジェクトを継続展開する。また新たな施設計画に

おける環境配慮技術として適用を検討中である。 

 

表-2 プロジェクトの経緯 
Table 2  Process of the project 

年度 サンゴ保全 海草群落拡大 

2007  

現況調査， 

試験移植 

設置 12 ㎡ 

2008  移設 8 ㎡ 

2009 現況調査・試験移植 設置 30 ㎡ 

2010 移植（4エリア；111 枝） 移設 28 ㎡ 

2011 移植（5エリア；181 枝） 設置 30 ㎡ 

2012
移植（6エリア；264 枝） 

有性生殖による増殖 

移設 30 ㎡ 

設置 30 ㎡ 
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