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１．研究計画の概要 

(1) サンゴ礁生態系に作用する複合ストレスの
うち，これまで定量化がほとんど出来ていない
地下水経由の栄養塩負荷量の評価を可能にする
べく，222Rnトレーサー濃度計測法と地下水流出
シミュレーションとを組み合わせた方法を開発
する．そして開発済みの熱輸送モデルや赤土輸
送モデル，さらには下記の(2)，(3)で開発する
サンゴ礁炭酸系動態・物質循環モデル等に基づ
いて，サンゴ礁生態系に作用する複合ストレス
の統合的な評価モデル体系の開発を目指す． 

(2) サンゴ礁生態系物質循環の根幹をなすサ
ンゴ群集代謝に関して，サンゴ礁海水流動・炭
酸系動態シミュレーションに多地点炭酸系計
測データを同化させる新たな手法を開発する
ことにより，サンゴ礁の複雑な地形・海底被
覆空間構造の効果を陽に取り込んだ形の群集
代謝評価法を確立する．これによりサンゴ礁
全体として CO2 吸収となる条件を明確にする． 
(3) サンゴ礁生態系を，サンゴ群集を基幹と
した「サンゴ－藻場－干潟－マングローブ」
動的統合系としての極浅海域生態系として
捉え，サンゴ群集代謝および複合ストレス空
間分布の評価モデルを取り込んだ統合的な
物質循環・低次生態系モデルを構築する． 
(4) 短期的なサンゴ群集の維持・変遷機構だ
けでなく，中・長期的な群集維持・変遷機構
を明らかにするため，遺伝的解析手法をさら
に導入することにより，サンゴ群集の自己加
入過程やconnectivityから見た維持機構の基
本プロセスの解明とその環境影響評価を行う． 
(5) 景観生態学的手法に基づく fragmentation 
metrics解析を多時点の衛星画像解析に適用し
て群集のパッチ性やその多層スケール構造等
の変遷を明らかにすることにより群集の空間

的分布構造の変遷を定量的に評価し，複合環境
ストレスの変遷との対応関係を解明する． 
(6) 群集間競合関係と環境変動応答過程等の
モデル化に基づいて極浅海域生態系を構成す
る群集構造の時空間変遷過程を表現する動的
統合生態系モデルを構築し，環境ストレス増加
に伴うサンゴ群集優占型から藻場優占型への
フェイズ・シフトといった強非線形過程の解析
を可能にする． 
(7) 以上に基づいて，複合ストレス中の制御可
能要因についての合理的制御目標設定指針等
を提示することにより，動的統合系としての浅
海域生態系の機能保全・再生策構築に寄与する． 
 

２．研究の進捗状況 

(1) 地下水経由栄養塩負荷について，222Rnトレ
ーサー濃度計測法と栄養塩自動分析法，塩分計
測等に基づく地下水起源の栄養塩フラックス
評価法を確立し，サンゴ礁内の多地点で地下水
起源栄養塩フラックスを定量化した．また，地
下水流出モデルを調査対象地域に適用し，流出
パターンを概ね再現することに成功した． 
(2) 開発済みのサンゴ礁海水流動モデルをベ
ースに，関連する現地計測データ等に基づいて
サンゴ礁物質輸送モデルや炭酸系動態モデル
を開発し，石垣島東海岸で得られた現地計測デ
ータを良好に再現することに成功した．また，
この炭酸系動態モデルによって，同サンゴ礁海
域での CO2放出・吸収特性が時空間的に大きく
変動する特徴を持つことや，夏期では同サンゴ
礁全体として吸収側に働くことを示した． 
(3) これらの海水流動，物質輸送，炭酸系動
態モデルや，関連する現地データ解析の結果
等に基づいて，サンゴ礁物質循環・低次生態
系モデルの基本形を開発した． 
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(4) 造礁サンゴ群集の形成・維持・変遷機構の
解明の上で重要となる遺伝構造分布特性に関
して，八重山列島内でサンプリングを行い，集
団遺伝特性を比較した．その結果，対象海域で
の局所的な connectivity の特性を明らかにす
ることができた．特に，サンゴ礁内と外洋側で
は遺伝的に分化しており，サンゴ礁内はサンゴ
礁内同士で，外洋は外洋側同士で比較的遺伝的
に近いことを明らかにした．そのことから，異
なる環境下で幼生着定時ないし着定後に
selectionが生じている可能性が示唆された． 

(5) 景観生態学的手法に基づく fragmentation 
metrics 解析を多時点の衛星画像解析に適用
し，群集のパッチ性やその多層スケール構造
等の変遷を明らかにした．さらに，同解析手
法を隣接流域での土地利用空間構造分析に適
用し，土壌流出解析と組み合わせることによ
り，土地利用の空間構造特性と土壌流出特性
の関連性について検討した． 
 

３．現在までの達成度 

②概ね順調に進展している 

理由：「１．研究計画の概要」に記載している７
項目のうち，最終年度に予定している(6), (7)
を除き，ほぼ予定どおり研究が進展している． 
 

４．今後の研究の推進方策 
(1) 昨年度までに引き続いて地下水経由の栄
養塩負荷等に関する現地調査を実施するととも
に，関連するストレス負荷量評価モデルの開発
を進め，下記の(2),(3)で開発するサンゴ礁炭酸
系動態・物質循環モデル等とリンクする形で，
サンゴ礁生態系に作用する複合ストレスの統合
的な評価モデル体系の開発を行う． 
(2)別プロジェクトで開発している新型チャ
ンバーを用いた現地計測データ等に基づいて
サンゴ礁炭酸系動態モデルの高度化・一般化
を図るとともに，いくつかの地球温暖化シナ
リオのもとに想定される外洋水温や CO2 分圧
条件，陸源負荷条件，様々なサンゴ礁内の海
底被覆条件等の下での CO２吸収・放出のサン
ゴ礁内の時空間分布特性等を明らかにする．  
(3)物質循環・低次生態系モデルをさらに発
展させ，「サンゴ－藻場－干潟－マングロー
ブ」動的統合系に関する統合モデル構築を行
う．その妥当性の検証のために，種々の現地
データとの比較等を行う． 
(4) 昨年度までに得られた現地調査データに
基づいて，リーフ内外の群集間の局所的な
connectivity と環境ストレスとの関係に着目
した調査分析を実施する． 
(5) fragmentation metrics解析法等を多時点
での衛星画像に適用することにより，サンゴ
礁における群集空間分布構造の変遷を明らか
にするとともに，それとサンゴ礁への複合環
境ストレスとの関連性について検討する． 
(6) サンゴ礁内群集間競合関係と環境変動応

答過程等のモデル化を行うことによって，極浅
海域生態系を構成する群集構造の時空間変遷
過程を表現する動的統合生態系モデルの基本
形の構築を目指す．同モデルに基づいて，複合
ストレス中の制御可能要因についての合理的
制御目標設定スキーム案を検討する． 
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