
 
様式 C-7-2 

自己評価報告書 

平成２３年 ５月１７日現在 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究分野：複合新領域 
科研費の分科・細目：環境学 
キーワード：サンゴ、ストレス、複合影響、画像解析、サンゴ年輪、地球温暖化、土地利用変

化 
 
１．研究計画の概要 
 サンゴ礁は、地球規模（温暖化による水温
上昇，海洋酸性化等）と地域規模（陸源負荷
等）両方のストレスによって近年急速に衰退
していることが指摘されている。しかしなが
ら、現地の情報は断片的で定量性に欠けてお
り、実海域でのストレス低減に関して具体的
な数値を示すことができない。本研究におい
ては、客観的なデータ（空中写真、衛星デー
タ、地図、報告書データ、サンゴ年輪解析デ
ータ）に基づいて過去 100 年間のストレス要
因とサンゴ礁の歴史的変化を統一的に解析
し、さらに負荷の程度の異なる地域を比較す
ることにより、ストレスの増加とサンゴ礁の
衰退を検証する。 
 
２．研究の進捗状況 
(1)まず、他の計画研究とともに全体会議を行
って次年度からの全体の調査地を沖縄県石
垣島に決定した。次年度からの解析に備え、
画像解析に必要な基準点座標を取得するた
めの測量器具（GPS 及びトータルステーショ
ン）と、サンゴ年輪分析に必要な機器類を購
入した。画像データの収集とデータベース化
を開始すると同時に、サンゴ年輪を効率的に
分析するサンゴコアセンター設立のための
準備（炭酸塩試料作成装置購入、スペース借
り上げ）を行った。 
(2)重点対象地域を沖縄県石垣島に設定し、
1924 年から現在にかけて土地利用図、空中
写真、衛星データ、農業センサスの収集とデ
ータベース化を行った。また、土砂流出モデ
ルのプロトタイプを作成し、流入負荷の推定
を行った。これらにより、1924 年から現在
までの土地利用変化とそれに伴う土砂流出

の変化と、1945 年から現在までのサンゴ礁
の変化の解析が可能となる。海域においては、
化石と現在の塊状のサンゴからコアを採取
し、骨格中に含まれる蛍光、同位体比、微量
金属、密度に関する分析を開始した。現在の
サンゴから採取されたコアにより 1994 年か
ら現在までの環境変動と密度変化の解析が
可能となる。また、化石サンゴは 4000 年前
〜3000 年前の年代を示し、当時の海面と環
境の復元が可能となる。こうした分析を効率
的に行うサンゴコアセンターを北海道大学
に設立した。現在のサンゴの年輪分析を完了
し、土地利用変化の解析結果を統合し、年輪
に記録されている蛍光強度及び窒素同位体
比が降水量及び土地利用（裸地面積）の変化
を反映している可能性を示した。 
 
３．現在までの達成度 
①当初設定した研究内容に対して、解析は順
調に進んでいると判断される。 
（理由） 
土地利用の解析と、年輪の解析が進み、両者
を統合した解析の見込みが立った。しかし、
まだ論文化されていない成果が多く、今後着
実に論文を発表していく必要がある。また、
他の計画研究班との連携を強め、B02 班の陸
域負荷増加の社会的背景を統合した歴史復
元を行う必要がある。 
 
４．今後の研究の推進方策 
(1)サンゴ礁の変化と土地利用変化との対応
の検討 
 石垣島において、1945 年から現在まで、空
中写真と衛星データを用いてサンゴ礁の変
化を解析する。これまで、C01 は白保サンゴ
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礁の測線調査を継続しており、そのデータを
検証データとして用いる。こうしたサンゴ礁
の変化と、土地利用の変化との対応を検討し、
実海域における陸域からのストレスの変化
とサンゴ礁の変化の関係を明らかにする。 
(2)長尺コアの取得と分析、土地利用変化と
の対応の検討 
 現在取得できているサンゴコアは、1994 年
から現在までの環境変動が解析できるもの
である。これまでに、年輪に含まれる蛍光と
窒素同位体比が降水量・土地利用の変化を反
映している可能性が示された。そのため、さ
らに長尺のコアを取得し、蛍光、同位体比と
ともに密度を測定し、過去 100 年間における
環境変動とサンゴの成長（骨格密度）との対
応を検討し、実海域における陸域からのスト
レスの変化とサンゴの成長の変化の関係を
明らかにする。 
(3)化石サンゴの分析による古環境復元 
 化石サンゴの分析により、4000〜3000 年前
の古環境を復元し、人間居住史との対応を検
討する。 
(4)他地域への適用 
 石垣島を対象に構築した画像と年輪を用
いたストレスとサンゴ礁の変化の解析手法
を他地域へ応用し、比較を行う。 
(5)社会的背景の検討 
 以上の陸域ストレスの増大を起こした社
会的背景に関して、B02 班と共同での陸域負
荷増加の社会的背景を統合した歴史復元を
行う。 
 
５．代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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