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●はじめに 

 サンゴ群集は、海域の高水温化にともなう白化現象

や、オニヒトデ、シロレイシガイダマシ類の大量発生によ

る食害等の影響を受け、年々荒廃が進んでいる。例

えば、石西礁湖（沖縄県石垣島と西表島の間に位置

するさんご礁海域）では、海域の高水温化が原因とさ

れるサンゴの白化現象が 1998 年以降頻発し、特に

2007 年には大規模なサンゴの白化現象が起こり、礁

湖内のサンゴは壊滅的なダメージを受けた。Okamoto 

et al.（2007）は、礁湖内の水温変動と石垣島の気温

変動から白化気温指数を定義し、気温が 30℃以上

の日が 30 日以上続き、その指数が 10 以上の年には

大規模なサンゴの白化が生じる可能性が高いことを

示した。しかしながら、これらサンゴ群集の荒廃に関す

る事実は、そのほとんどが現場における事後観察等に

よるものである。実際に、サンゴが時々刻々と水温変

動や食害の影響を受け、どのように衰弱（或いは回

復）していくかの過程を現場観察によって捉えた例は

ほとんどないようだ。そこで、我々は、時系列的にサン

ゴの蛍光画像と通常画像を撮影できるデジタルカメラ

を搭載した「サンゴ蛍光撮影装置」を開発し、この装

置を用いて、1 時間毎に 26 日間のサンゴの蛍光画像

と通常画像の連続撮影調査を行った（Furushima et 

al. 2011）。本報では、2011 年 3 月に実施したサンゴ

の蛍光撮影調査で得られた画像において、巻貝によ

るサンゴの食害過程を経時的に観察することが出来

たので、その結果を紹介するとともに現場における撮

影調査（現象の可視化）の重要性について述べる。 

 

●サンゴ蛍光撮影装置 

 サンゴ蛍光撮影装置（図 1）は、2 台のデジタルカメ

ラとストロボライト、タイマーユニット、バッテリーユニット

で構成されている。励起光としてストロボライト前面に

蛍光フィルター（Fluorescence excitation filter：BE1、

Naightsea LLC）を取り付け、蛍光撮影用のデジタルカ

メ ラ の レ ン ズ 前 面 に は 、 ブ ル ー カ ッ ト フ ィ ル タ ー

（BlueBlock Filter：Naightsea LLC）を取り付け、おお

よそ 460-480nm の青色光で励起された緑色より長い

波長域の蛍光が撮影できる。また、デジタルカメラの

特性を生かし、高速のシャッタースピードと強い励起光

により、昼夜を問わず蛍光撮影が可能になるよう調整

した（Mazel 2005）。さらに、通常撮影のデジタルカメ

ラのストロボライトは電力消費を少なくするため弱めにし、

撮影用窓への生物付着防止のため前面にはワイパー

も装備した。 

 では、なぜこの「サンゴ蛍光撮影装置の開発」に至っ

たのか？ サンゴには、蛍光蛋白質を持つものが多い

ことが知られている（宮脇 2003）。例えば、アザミサン

サンゴ蛍光撮影装置が捉えた
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ゴ（Galaxea fascicularis）からは日本で初めての緑色

の蛍光を放つ Azami-Green（AG）、ミドリイシ（Acropora 

sp.）からは青緑色の蛍光を放つ Midoriishi-Cyan

（MiCy）と言われる蛍光蛋白質がそれぞれ単離同定

されている（唐澤・宮脇 2007）。また、1998 年にグ

レートバリアリーフで生じた大規模なサンゴの白化現象

時のサンプリングから、

蛍光蛋白質を発現す

る個体ほど白化しない

傾向があることが報告

されている（Salih et al. 

2000）。この結果は、

サンゴの蛍光蛋白質が、

サンゴに共生している

褐虫藻を太陽の強い

光から保護する役割が

あ る こ と を 示 唆 す る 

（宮脇 2003）。したがって、サ

ンゴの蛍光の変動は対象とす

るサンゴの健康状態を表す指

標となり得るかもしれない。だか

ら、我々は、蛍光蛋白質の変

動と環境変動とを現場で同時

にかつ経時的に捉えることが出

来れば、サンゴの状態を時系

列的に見ることができると考え

た。さらに、画像を得ることによ

ってサンゴ自身の変化を可視

化することも併せて可能になる

と考え、サンゴ蛍光撮影装置を

開発した。 

 

●石西礁湖における撮影調査 

 サンゴ蛍光撮影装置を用い

たサンゴの蛍光画像と通常画像の撮影調査は、石西

礁湖の南東海域（竹富島の南側）の水深 8m の地点

で実施した（図 2）。撮影の対象としたサンゴは、群体

の直径がおよそ 20cm の Acropora verweyi（図 3）で、

種の同定は九州大学理学部付属天草臨海実験所の

野島 哲先生にして頂いた。対象としたサンゴから約

図 1 サンゴ蛍光撮影装置  

(a) 装置本体の長さは約 45cm、本体の直径は 30cm。(b) 前面に 4 個の円形窓とワイパーを装備。

左側が蛍光撮影用、右側が通常撮影用。上側窓にフラッシュライト、下側窓にデジタルカメラを配置。

(c) 内部には、カメラ用バッテリー、デジタルカメラ、メインバッテリー、タイマーユニット等を装備。 

 

図 2 サンゴ蛍光撮影調査地点  

 撮影調査は，石西礁湖の竹富島南海域（24-17.928’N, 124-06.020’E、水深 8m）で実施。  

24º 23' N 
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24º 14' N 

16' 
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30cm 離れた場所にサンゴ蛍光撮影装置を設置する

ための架台を固定し、その上に本体を設置した（図1（a））。

蛍光画像と通常画像は、1 時間毎に撮影するように

設定した。サンゴ蛍光撮影装置を用いて実施した撮

影調査の詳細を表 1に示した。2010年 8月から 2011

年 4 月までに 3 回の撮影調査を実施し、各調査期間

ともに概ね 600 枚程度（約 25 日間）の蛍光画像と

通常画像がそれぞれ取得できた。本報では、3 回目

の撮影調査時に得られた通常画像に見られた、巻貝

によるサンゴの食害について示す。なお、本報では示

さないが、架台には水温計、照度計を取り付け、また、

架台から 10m 離れた海底に超音波流速計を設置し

現場の環境計測も併せて行った。 

 

●巻貝によるサンゴの食害過程 

 サンゴ蛍光撮影装置で得られた画像は、調査期間

のサンゴの変化を見るために、まず動画化した。2011

年 3 月の通常画像を動画化したところ、対象サンゴの

一部分が白色に変化していく様子が得られた。12 日

後、18 日後、25 日後の画像を図 4 に示した。海域の

高水温化にともなうサンゴの白化現象とは時期的に

考えにくかったため、さらに通常画像を精査したところ、

夜間の画像に小型の巻貝が出現しているのが分かっ

た（図 5）。サンゴを食害する巻貝として、シロレイシガ

イダマシ類（Drupella spp.）が知られている。シロレイ

表 1 サンゴ蛍光撮影装置による撮影調査日時と取得画像： 撮影調査は、2010 年夏季から 3 回実施した。 

図 3 撮影対象としたサンゴ（Acropora verweyi）  

 対象としたサンゴの直径約 20cm。種の同定は、九州大学理

学部付属天草臨海実験所の野島  哲先生のご協力を得た。  

 

図 4 サンゴ蛍光撮影装置で得られた通常画像がとらえた食害によるサンゴの変化  
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シガイダマシ類は、さんご礁海域に広く分布し、選択的

にミドリイシ属やコモンサンゴ属などのサンゴを食害す

る（Moyer et al. 1982）。夜間の通常画像に写った巻

貝の形状や、撮影の対象としたサンゴがミドリイシ属で

あることなどを考慮すると、対象サンゴが白色化してい

った原因は、シロレイシガイダマシ類（図 5）による食害

の影響によると結論付けられた。しかしながら、画像に

見られた巻貝のサンプリングが出来ていないため、種

の同定には至っていない。ゆえに、ここではシロレイシガ

イダマシ類（Drupella spp.）と記述

することにした。 

 得られた画像から、シロレイシガイ

ダマシ類の食害によってサンゴの白

色部分が拡大していく過程が観察

できた。シロレイシガイダマシ類は、

19：00 頃にサンゴの根元から出現

し翌朝 7：00 頃にはサンゴの根元

（奥部）に移動していた。また、サン

ゴ群体の 1 つの枝の根元部分から

先端に向けて食害は進行した。シロ

レイシガイダマシ類 5-7 個体によっ

て、1 週間から 10 日で 1 つの枝が食害によって白色

化した（図 4）。シロレイシガイダマシ類は、1つの枝を食

い尽すと，隣接する枝に移動し同様に根元部分から

食害を始め、一度白色化させた部分には出現しない。

白色化した枝の部分には藻が繁茂し、枝状部分が崩

落あるいは朽ちた状態で残ることも画像から分かっ

た。 

 これらの結果を基に、得られた画像からシロレイシガ

イダマシ類の食害速度を推定できるだろうか？ まず、

撮影調査開始時と撮影終了時の画像（図6）を比較し、

白色化したサンゴの面積（食害面積）を画像解析によ

って抽出する。次に、調査期間中に日々観察された

貝の個体数を画像から求め、その数で食害面積を除

算すれば、巻貝 1個体あたりのおおよその食害速度の

推定は出来そうだ。ただし、このような撮影では、3 次

元的な物体を平面的にしか捉えていないため、真の

食害の状況は分からない。したがって、将来、平板状

のサンゴのある平面での食害を計測することや、3 次

元的にサンゴの状態を撮影できるような方法を考える

など、工夫をすることで食害を定量的に計測できる可

能性はありそうだ。  

 「サンゴ蛍光撮影装置」は、サンゴの健康状態を時

図 5 夜間の画像に写された巻貝（シロレイシガイダマシ類

Drupella spp.）  
 

図 6 画像から見たシロレイシガイダマシ類による食害能力の推算  

 (a) 撮影開始時の状態：通常画像から食害が顕著に見られた部分を抽出。 縦と横の長さは、サ

ンゴの枝の長さから推定した。(b) 25 日後の状態：シロレイシガイダマシ類の数は 5-8 個体くらい。

2011 年 10 月に、画像に写ったシロレイシガイダマシ類のサンプリングを試みたが居なかった。  
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系列的に把握するために開発した装置である。すなわ

ち、表 1 に示した通り、本報で用いた通常画像と併せ

て蛍光画像も撮影されている（2011 年 3 月の調査で

は、蛍光画像用のストロボライトが途中で切れたため

有効な蛍光画像は 450 枚）。しかし、残念ながら、図

4 に示したシロレイシガイダマシ類による食害部分の蛍

光撮影は励起光が届いていなかったため解析ができ

なかった。この原因は、本装置の 2 台のデジタルカメラ

が左右に配置されているため（図 1）、通常画像と蛍

光画像の中央部を合わせることはできるが、全画角

（特に、画像の両端）を一致させることができなかった

ことにある。また、消費電力を抑え、長期的連続撮影

を可能にするため、蛍光撮影用のストロボライト（励起

光）の光量を抑えたことにも原因があった。これらは、

本装置の問題点であり、早々に改造する予定である。

また、本報では示さないが、夜間の蛍光画像にはシロ

レイシガイダマシ類が赤色の蛍光を発しながら時々

刻々移動している様子が撮影されていた。これは、シ

ロレイシガイダマシ類の殻に付着した藻類の赤色の蛍

光であると推察された。この蛍光画像の結果は、通常

画像ではサンゴの色に似て判断しにくかったシロレイシ

ガイダマシ類の個体数を数えるために役に立つと考え

ている。 

 シロレイシガイダマシ類による食害は、慶良間海域

（岩尾・豊島 2011）や石西礁湖の小浜島東沖と新

城島西沖（環境省自然環境局 2003）等で報告され

ている。慶良間海域では、オニヒトデと入れ替わるかの

ように 2007 年からシロレイシガイダマシ類の分布は拡

がっている（岩尾・豊島 2011）。石西礁湖では、2002

年の時点でシロレイシガイダマシ類は大発生していな

いと考えられていたが、2004 年には 14 地点で確認さ

れている（環境省自然環境局 2006）。また近年、消

失したサンゴを回復させるため、サンゴの移植技術研

究が進められているが、ミドリイシ類を移植した場合の

死亡原因の一つとしてシロレイシガイダマシ類による捕

食の影響が示されている（西平 2008）。分布域が拡

大している点やサンゴ群集の再生に悪影響を与えて

いることを考えると、シロレイシガイダマシ類の発生や分

布を注視する必要があるだろう。撮影調査対象にした

サンゴ（Acropora verweyi）は、シロレイシガイダマシ類

の食害を受けた部分は死んで朽ちてしまったが、コロ

ニーの残りの部分は元気に成長を続けている（図 7）。 

 サンゴ蛍光撮影装置によって我々は、時々刻々と

変化するシロレイシガイダマシ類の食害過程の現場画

像を得ることができた。この結果は、高水温化にともな

うサンゴの白化現象や、オニヒトデの食害によるサンゴ

の減少に比べると規模の小

さなものかも知れない。しかし

ながら、実際の現場における

サンゴが時々刻々どのように

変化しているのかを観察し把

握できたことは非常に重要な

ことであり、本装置の有効性

を示すことができた。さんご

礁海域のモニタリング、調査

研究を行うには現場の可視

化 が 必 要 不 可 欠 であ る と
図 7 半年後の対象サンゴの様子 

 シロレイシガイダマシ類の食害を受けた場所は朽ちたが、群体が死滅することはなかった。 
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我々は考えている。今後、さんご礁海域のモニタリング

等において、本装置が一助をなせることを期待してい

る。 
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