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1.  はじめに 
 

亜熱帯海域において重要な生態系を形成するサンゴ

は，オニヒトデ等による食害，異常な高水温，沿岸域

の開発行為等による枯死に伴う現存量の減少が問題と

なっている。この対策の一つとして，サンゴの人為的

な増殖が世界各地で行われている。既存の増殖技術は，

サンゴの生活史を利用しており，サンゴの断片あるい

は群体ごとに移植する方法と，卵から増殖させる方法

に大別できる。このうち卵から増殖させる方法は多様

な種が混在する幼生を利用するため，多種類のサンゴ

及び同一種でも遺伝的な多様性が高いサンゴの増殖を

図ることができる。本論ではサンゴを卵から増殖させ

る方法に着目し，増殖に必要となる新たに開発したサ

ンゴ幼生着床具について，開発の経緯，特徴，実用性

の評価結果を報告する。 

 

2.  サンゴの移植方法 
 

2.1  サンゴの分類 

サンゴはクラゲ，イソギンチャク等と同じ刺胞動物

であり，石灰質の骨格の有無でハードコーラルとソフ

トコーラルに分類される。ハードコーラルのうち，海

中に光が届く範囲で成長するものを造礁サンゴ（以下

サンゴ）と称している 1),2)。サンゴは体内に褐虫藻（渦

鞭毛槽類）を共生させ，日中は褐虫藻が光合成で生産

した脂質，炭水化物を栄養分として利用し，不足分を

夜間にプランクトンを捕食して補っている 3)。また，

サンゴは褐虫藻から得た栄養分の一部を体外に放出す

るため，サンゴの周辺には多くの生物が蝟集すること

が知られている 4)。 

2.2  サンゴの生活史 

図-1 に造礁サンゴの生活史を示す。サンゴは成熟し

た親サンゴが卵と精子を作り，受精後に発生を進めて

プラヌラ幼生となる。プラヌラ幼生は数日～数週間(最

大 100 日以上)の浮遊生活の後，適当な底質を選んで着

生し，1 個のポリプになる。ポリプは分裂や出芽によ

って新しいポリプを作る。個々のポリプは連結したま

ま細胞分裂を繰り返し，多数のポリプからなる集合体

を作る。また，一部の種類では折れた断片が岩礁等の

基盤に固着して，新たな集合体を作り出す。このよう

な増殖により成長したものが，我々が目にする 1 つの

サンゴの群体(コロニー)である。このうち，放卵放精

による増殖方式を有性生殖，ポリプの分裂による増殖

方式を無性生殖と称する 2)。 

 

 
(順応的管理による海辺の自然再生-国土交通省港湾局(編)2)を一部改変) 

図-1 サンゴの生活史 
Fig.1  Life cycle of the coral 
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2.3  サンゴ移植方法と課題 

2.3.1  移植方法 

サンゴの移植方法は有性生殖を利用する方法と無性

生殖を利用する方法に大別される。一般的な移植手順

を図-2 に示す。無性生殖を利用した移植法は，ドナー

となる親サンゴを分割して断片を切り出し，岩盤，コ

ンクリートブロック等の安定した基盤に固定・活着さ

せながら増殖させる方法である(図-2a)。無性生殖法は

世界各地で行われており，約 20 カ国・地域で実施例が

報告されている 5)。有性生殖を利用した移植法は，幼

生を着床させる着床具をサンゴの産卵時期に海底に設

置し，幼生の自然着床を待ち，稚サンゴ（食害等をう

けないサイズまで成長したサンゴ）に成長した段階で，

着床具ごと基盤に移設し，移設先で増殖させる方法で

ある(図-2b)。日本国内では有性生殖法を利用した稚サ

ンゴによる移植が実用化されている 5)。 

 

 
(a)無性生殖法 

 
(b)有性生殖法 

図-2 サンゴ移植法の手順 
Fig.2  Transplant methods of the coral 

 

2.3.2  移植法の課題 

前項で示した移植法のうち，無性生殖法はドナーと

なるサンゴ群集の弱体化等が懸念されている。一方，

有性生殖法は無性生殖法と異なりドナーにダメージを

与えずに，多様な種が混在した自然の産卵を利用する

ため，自然状態に近い種が構成された移植が可能であ

るとともに，同一種内の遺伝的多様性の確保が見込め

る。そのため，有性生殖法は将来のサンゴ移植法の基

本方式として期待されている。現在，有性生殖法に用

いる着床具はいずれもセラミックス製であるが，今後，

離島等のどのような場所でも容易に調達が可能なモル

タルのような着床具の実用性を示すことができれば，

サンゴ礁の再生に有望な有性生殖法を広めてゆくこと

が可能になると考えられる。 

3.  着床具の開発 
 

3.1  開発目標 

着床具に求められる機能として，粘着物を分泌する

幼生が着床しやすいように表面が粗で，着床したサン

ゴが数センチの稚サンゴまで成長する間に，魚類やウ

ニ等による食害を防止できる隙間があることが望まし

いとされている 6)。また，ダイバーが水中で着脱可能

な形状・重量であることも必要である。そこで，離島

等でも調達が可能なモルタルを主な材料とした着床具

の開発を目標にした。 

3.2  着床具の構造 

図-3 に開発した着床具の構造を，写真-1 に着床具と

設置状況写真を示す。着床具は外径 35mm と 20mm の

円筒を組み合わせた形状で，中心部に固定棒を貫通さ

せる穴を設けた(図-3a，写真-1a)。この着床具を図-3b，

写真-1b に示すように，積み重ねて隙間を形成させる構

造とした。なお，隙間のサイズによる着床状況の違い

を評価するため，内側の円筒部の高さを 5mm（着床具

A：全高 15mm）と 10mm（着床具 B：全高 20mm）の

2 種類を用意した。 

 

   

 (a)着床具 平断面図 (b)設置イメージ図 

図-3 着床具の構造 
Fig.3  Configuration of the coral settlement device 

 

  
 (a)着床具 (b)着床架台への設置状況 

写真-1 着床具と着床架台への設置状況 
Photo.1  Situation of coral settlement device and stand 

 

3.3  着床具の表面処理 

モルタルを材料として利用する場合，型枠表面の剥
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離剤や，表面のアルカリ成分によるサンゴの着床への

悪影響が懸念される。剥離剤を除去するため，サンダ

ー等による物理的な除去等が考えられるが，大量処理

は困難であった。そこで，脱型後の着床具を pH4.7 の

酸性水溶液（クエン酸アンモニウム）に浸漬して，剥

離剤と表面のアルカリ成分を除去する方法を考案した。

事前検討の結果，着床具重量の 2 倍容量の酸性水溶液

（10％濃度）に 8 時間以上浸漬処理することで，剥離

剤の除去が可能となり，アルカリの溶出が抑制される

ことを確認した。さらに，ごく表面のペースト成分が

溶解するため，表面に粗度をもたせることが可能とな

った。写真-2 に酸処理前後の表面状況を示す。 

 

   
 (a)処理前 (b)処理後 

写真-2 表面処理の状況 
Photo.2  Situation of surface treatment 

 

4.  着床試験 
 

4.1  実施方法 

実海域におけるサンゴ幼生着床試験を 2012 年 5 月か

ら沖縄県宮古島沿岸域で開始した(図-4)。試験手順は以

下の通りである。 

①幼生の着床(ポイント①) 

サンゴが一斉産卵をする満月の夜にあわせ，2012 年

5 月に 3 台の着床架台を伊良部島北西岸（水深 5.9m）

の海底に設置した。着床架台 1 台あたり着床具 A(全高

15mm)，B(全高 20mm)を 100 個ずつ，計 200 個をセッ

トした(写真-3)。 

②着床具の静穏海域への移設(ポイント②) 

台風の来襲時期前にあたる 2012 年 7 月に，幼生の着

床場所から約 11km に位置する宮古島北部沿岸の静穏

な海域に着床具を移設した。 

③着床状況の評価 

サンゴの着床状況を確認するため，着床具の設置か

ら 7 か月を経過した 2013 年 1 月に，着床架台 1 台あた

り 40 個（着床具 A，B20 個ずつ），計 120 個を回収し，

実体顕微鏡で着床個数の計数を行った。 

 
図-4 実施場所 

Fig.4  Location of the field experiment 

 

  
 (a)架台に設置した着床具 (b)海底設置状況 

写真-3 着床具の海底設置状況 
Photo.3  Setting situation of coral settlement device  

 

4.2  着床状況の評価 

4.2.1  着床数の評価 

写真-4a に着床した稚サンゴを，表-1 に着床個数の計

数結果を示す。回収した 120 個の着床具は，サンゴ以

外の生物により覆われているが，合計 23 個のサンゴが

着床・成長を確認した。現時点で種の同定は困難であ

るが，同海域に優占して生育しているミドリイシ類お

よびハナヤサンゴ類と思われる。 

着床具 1 個あたりの平均着床数は 0.07～0.32 個体/個

となった。セラミックス製の着床具を用いた石西礁湖

の事例 7)では，0.01～3.5 個体/個の平均着床数が報告さ

れており，今回の結果は石西礁湖と同等である。 

着床具の種類を比較すると，隙間が 5mm の着床具 A

の着床数が少ない。この理由として，は着床架台の外

側に配置した着床具 A は，食害を受け易かったこと,サ

ンゴ以外の生物付着で隙間が埋まり幼生が内部に進入

できなかったこと等が考えられる。 

着床具の着床場所で評価すると，全着床数の 60%が

下面に 40%が側面内側に定着し，上面と側面外側には

着床が無い。側面外側と上面は比較的光が届きやすい

ため競合する他の付着生物が優占したこと，側面外側

は捕食者により捕食されやすい場所であったことが理

由と考えられる。 

以上より，開発した着床具の有効性を実証した。 

宮古島 

伊良部島

移動 

ポイント②

ポイント①
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(a)着床した稚サンゴ(着床具設置 8 か月後) 

 
(b)成長中の稚サンゴ(着床具設置 1 年後) 

写真-4 成長中のサンゴ 
Photo.4  Growing of the coral on the device 

 
表-1 稚サンゴの着床数 

Table.1  Number of implanted coral  

 
着床具 A 

(隙間:5mm) 
着床具 B 

(隙間:10mm) 
着床数の 

比率 
上面 0 0 0% 
下面 3 11 60% 

側面（内側） 1 8 40% 
側面（外側） 0 0 0% 

合計着床数 4 19 100% 
平均着床数 0.07 0.32  

 

 

 

4.2.2  着床場所の評価 

図-5 に着床具の位置別の着床個数を示す。着床具に

は，上方の 8,9 段目を除く全ての着床具に 1～4 個が着

床している。標本数が少ないため統計的な有意性を議

論できないが，下段の着床数が多くなる傾向が見受け

られるため，2013 年度も追加調査を行い，設置位置と

着床個数について検討する必要がある。 
 

  
図-5 着床具の位置と着床数 

Fig.5  The number of coral larvae 
 

5.  結論 
 

5.1  まとめ 

離島等でも材料が容易に確保できるモルタルを主な

材料としたサンゴ移植用着床具を開発した。海域試験

により平均着床数が最大 0.32 個体/個のサンゴの着床を

確認し，着床具の有効性を実証した。 

5.2  今後の展開 

2013 年 5 月（着床具設置 1 年後）の目視観察で，成

長した稚サンゴを着床具で確認し，モルタル製の着床

具による有性生殖法の有効性が改めて確認できた(写真

-4b)。今後は既設の着床具のモニタリングを継続する

とともに，次段階として稚サンゴが成長した着床具を

架台から取り外して安定した基盤に移設し，サンゴの

成長速度の評価を実施する予定である。 
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