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研究成果の概要（和文）：自然・社会条件が互いに大きく異なる石垣島，宮古島，与論島を主たる対象とした「比較島
嶼学的アプローチ」により，畜産や観光セクター等に関する社会経済的調査を実施し，各セクターにおける負荷発生の
構造的特徴を明らかにするとともに，調査結果やマテリアルフロー解析結果等に基づいて負荷制御の可能性について検
討した．そして，陸源負荷の波及・物質循環過程，大気経由や地下水経由を含めた包括的環境負荷の実態を，現地調査
・分析により明らかにした．さらに，サンゴ礁やマングローブ生態系等についての複合環境ストレス応答モデルを開発
・高度化した．

研究成果の概要（英文）：As a ‘comparative island study’, we conducted socio-economic surveys on 
livestock and tourism industry sectors for Ishigaki, Miyako and Yoron Islands in Japan and found that the 
structural features of the generation of environmental loads in each sector. We examined possible ways 
for controlling the environmental load generation based on the results of the surveys and a material flow 
analysis on the nitrogen from cattle farms. We made also various field measurements to clarify the 
propagation and material cycle processes of the environmental loads through surface and ground water 
flows and atmospheric precipitation. Moreover we developed computational models to quantitatively 
describe and predict the responses of coral reef and mangrove ecosystems under multiple environmental 
stresses.

研究分野： 工学
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１．研究開始当初の背景 
琉球列島は，多くが亜熱帯域に属し，その

形成過程も反映してユニークな生物相を有
している．なかでもサンゴ礁生態系はこの亜
熱帯島嶼域を特徴づける最もシンボリック
な存在であるが，近年，その劣化の進行が深
刻になっている．その原因としては，サンゴ
白化をもたらす海水温上昇に代表される地
球規模の環境変動要因やサンゴ食害生物で
あるオニヒトデの大量発生などがあるが，さ
らに，1972 年の沖縄本土復帰前後あたりか
ら目立ちはじめ，いまだに主要なストレス要
因となっている陸域からの過剰栄養塩や表
層微細土壌（赤土）等の流入（陸源負荷）を
あげる必要がある．サンゴ礁生態系は，本来，
熱帯・亜熱帯の貧栄養海域において成立して
いる系であり，サンゴ内部に共生している渦
鞭毛藻の一種である褐虫藻等による基礎生
産に依拠している系であることから，これら
の陸源負荷はサンゴ礁生態系に大きなイン
パクトを及ぼす（Fabricius, 2005）． その
ため，その適切な制御がサンゴ礁生態系の維
持に不可欠となる．特に，上記の海水温上昇
が地球規模の問題であることやオニヒトデ大
量発生の原因がいまだに特定されていない
（岡地，2011）ことから，ともに制御可能性
が低く対症療法的な対策にならざるを得ない
ため，陸源負荷の適切な制御は，サンゴ礁生
態系劣化の進行を食い止める上での重要な課
題となっている． 
 しかし現実には，いまだに有効な陸源負荷
対策は進められていない．その現状を打破す
るためには，学術面からは，（１）島嶼系の地
域社会経済システムの中で陸源負荷はどのよ
うな形でどの程度生成されているのか－「島
嶼系での社会経済システムから見た陸源負荷
の生成過程の解明」，（２）陸源負荷がその発
生源からどのようなプロセスを経て最終的に
サンゴ礁生態系に波及しているのか－「島嶼
系での陸源負荷の波及過程・物質循環過程の
解明」，（３）陸源負荷に加えてサンゴ礁生態
系にはどのような環境ストレスがどのような
形でどの程度作用しているのか－「サンゴ礁
生態系に作用する環境ストレスの包括的定量
化」，（４）どの程度の環境ストレスレベルで
あればサンゴ礁生態系が維持できるのか－
「生態系のストレス応答過程の解明」，（５）
サンゴ礁生態系を将来的に健全なレベルに維
持可能とし地域社会の持続可能な発展と両立
させるにはどうすればいいか－「社会構造－
物質循環－生態系応答過程の統合システム解
析と将来予測」といった課題に取り組む必要
がある．これらの諸課題はいずれも重要なテ
ーマであるが，後述のようにいずれも研究が
十分進んでいるとは言いがたいのが現状で，
特に，上記（５）のテーマは，様々な専門分
野・アプローチを統合して初めて達成可能な
テーマであることから，ほとんど未開拓のテ
ーマと言ってよい． 
 本研究は， 研究代表者（灘岡）のこれまで

の数件の科研費基盤研究，新学術領域研究（次
年度終了予定）の研究成果（p.10 参照）や，
日本サンゴ礁学会サンゴ礁保全委員会委員長
としての学会活動，石西礁湖自然再生協議会
主要メンバーとしての保全活動等での経験・
活動成果をベースとし，それらを統合発展さ
せるとともに，後述する「比較島嶼学的アプ
ローチ」という生態系保全分野での新たなア
プローチを導入してこれらの重要課題にチャ
レンジするものである． 
 
２．研究の目的 
亜熱帯島嶼系としての琉球列島を特徴づけ

るサンゴ礁生態系が近年急速に劣化しつつあ
ることから，サンゴ礁生態系を将来的に健全な
レベルに維持可能とし地域社会の持続可能な
発展と両立させるための学術面からの貢献を
目指して，自然・社会条件が大きく異なりサン
ゴ礁生態系の特徴も大きく異なっているいく
つかの島嶼系を対象とした「比較島嶼学的アプ
ローチ」を新たに導入し，様々な数値モデル体
系の開発や現地調査を実施することで，（１）
島嶼系での社会経済システムから見た陸源負
荷の生成過程の解明，（２）陸源負荷の波及過
程・物質循環過程の解明，（３）サンゴ礁生態
系に作用する環境ストレスの包括的定量化，
（４）サンゴ礁生態系のストレス応答過程の解
明を行い，それらに基づいて（５）社会構造－
物質循環－生態系応答過程の統合システム解
析と将来予測を行う． 
 
３．研究の方法 
自然・社会条件が大きく異なりサンゴ礁生態

系の特徴も大きく異なっているいくつかの島嶼
系を対象とした「比較島嶼学的アプローチ」に
より，石垣島，宮古島，与論島を主たる対象と
して，社会経済システムから見た陸源負荷の生
成過程，陸源負荷の波及過程・物質循環過程，
大気経由や地下水経由を含めたサンゴ礁生態系
に作用する包括的環境ストレス，およびサンゴ
礁生態系のストレス応答過程を把握するための
現地調査や航空写真・衛星画像解析等を実施す
る．また，これらの過程を定量的に評価するた
めに，社会経済構造と土地利用・地質構造特性
等を反映したセクター別負荷生成・波及過程に
関するモデル開発を行うとともに，複合環境負
荷・生態系応答モデルの開発を行う．これらに
基づいて社会構造－物質循環－生態系応答過
程の統合システム解析と将来予測を行うための
革新的なツール群の開発を行い，サンゴ礁生態
系の保全と地域社会の持続可能な発展を両立さ
せるための学術的知見を提供する．  
 
４．研究成果 

（１）島嶼系での社会経済システムから見た陸
源負荷の生成過程の解明と制御可能性の検討： 

① 島嶼系における窒素負荷に着目して，石垣
島を主要な調査対象として，農業，畜産，市
街地等からの発生負荷の空間分布構造を明ら



かにするとともに，1990年代に急増した畜産
に焦点を当ててその歴史的な変遷過程を明ら
かにした．特に，急増前後で全島の牛の飼育
頭数が2.5倍に増えたのに対して，環境への窒
素負荷は3.6倍にも非線形的に増加し，島全体
の窒素のリサイクル構造が成立しなくなって
いる状況を，肥料・飼料等の島嶼系外からの
移入も含めたマテリアルフロー解析の結果か
ら明らかにした． 

② 奄美・琉球諸島のいくつかの代表的な島々
において，環境負荷率，糞尿リサイクル率，
農家所得，陸源負荷に対するサンゴ礁の脆弱
性を表す礁池閉鎖度をそれぞれ指標化し，島
嶼間及び経時的な比較を行うことで栄養塩負
荷生成構造の島嶼間の違いや歴史的変遷特性
を明確にした．そして，畜産に関する農家ス
ケール経済－環境負荷生成モデルを基本単位
とした島嶼スケールモデルを開発し，シナリ
オ分析を行うことを通じて，より効率的な栄
養塩リサイクル構造のあり方を検討した． 

③ 石垣島周辺域を対象として，観光セクター
の変遷過程を明らかにするとともに，仮想評
価法（CVM）で用いられる支払い意志額
（WTP）を普及啓発効果の定量化手段に応用
することによって，普及啓発情報の提供によ
り旅行者のWTPが有意に増加することを明
らかにした． 

④ 衛星リモセン画像や様々な社会統計デー
タ等を統合解析することによって，南西諸島
の各島嶼の特徴を，サンゴ礁の発達状況や高
島・低島の違い，人口分布データなどから総
合的に評価し，socio-ecological resilienceの観
点からの島嶼間比較を可能とした． 

（２）島嶼系での陸源負荷の波及過程・物質循
環過程の解明： 

① 陸源負荷の波及過程に関して，石垣島と
西表島の主要河川の河川流域に雨量計，水位
計を設置することで流出状況を常時モニタ
リングするとともに，定期的に流域内で栄養
塩や溶存態有機物の試料を採取した．その結
果，石灰岩地帯を流れる河川では硝酸態窒素
に富み，都市域を流れる河川ではアンモニア
やリンに富むこと，西表島の河川では栄養塩
レベルが概して低いことがわかった．また海
域での広域多点サンプリング調査によって，
栄養塩の波及過程の特徴を明らかにした． 

② さらに，イベント的負荷を発生させる台
風に着目し，台風前後の多地点採水・センサ
ー測定調査を石西礁湖・石垣島周辺海域で実
施することにより，周辺陸地から沿岸海域へ
の淡水や濁度の波及状況，および栄養塩類や
有機物等の水質特性の分布構造を明らかに
することが出来た． 

③ 低島の一つで，サトウキビ栽培と繁殖用
肉牛生産を中心とした集約的農業が展開さ
れ，窒素をはじめとする栄養流出が懸念され
る鹿児島県与論島において，そのような人為
的な陸源栄養負荷がサンゴ礁生態系に及ぼ

す影響を調査する一環として，全島的な約 20
地点から地下水水質を採取・分析するととも
に，同島東縁の沿岸における海水水質と藻類
発生量をモニタリングするスキームを立ち
上げ，継続実施した．また，サンゴ骨格に含
まれる硫黄の安定同位体比を測定し，窒素質
化学肥料に由来する硫黄の骨格への経年的
な寄与率を推定した． 

④ サンゴ礁生態系へ作用する負荷の一形態
である，乾性・湿性エアロゾルに由来する活
性窒素の降下量を測定し，その特徴を明らか
にした． 

⑤ 石垣島吹通川河口周辺域において，マング
ローブ域内およびマングローブ域への流入・
流出水に関する水質・水文・生態学的パラメ
ータの総合的現地観測を実施することにより，
マングローブ水域を経由する陸水が，前浜か
ら流出する地下水よりも溶存態全窒素量が有
意に低減されて流出することを明らかにした．
また，前浜からの地下水流出が汀線に沿って
数十メートルの空間スケールで局在化して生
じていることを明らかにした． 

⑥ さらに，マングローブ生態系とサンゴ礁
生態系の連成構造を解明する研究の一環と
して，マングローブが生成するタンニンによ
る林床土壌からの溶存鉄の溶出に関する一
連の研究を実施し，その成果をまとめて学術
雑誌に掲載した． 

⑦ また，観測・分析手法上の検討として，
全炭酸の炭素安定同位体比を利用して群集
代謝と地下水負荷の影響を比較する方法に
ついて検討し，数値モデル化を進めた．また，
溶存有機物の炭素・窒素安定同位体比を利用
した環境・代謝評価を試みた． 

（３）サンゴ礁生態系に作用する環境ストレ
スの包括的定量化と応答過程評価のためのモ
デル開発および関連調査： 

① 中村・灘岡らが開発してきている複合環
境ストレス下でのサンゴ群体の動的応答過
程を定量的に評価・予測可能なサンゴポリプ
モデルをベースとして，サンゴ礁３次元海水
流動モデル等とリンクさせることにより，リ
ーフスケールモデルへ発展させるとともに，
白化応答プロセスも再現可能にするなどの
モデルの高度化を実現させた． 

② サンゴ礁生態系のみならず，マングロー
ブ生態系についても，マングローブ林の動態
を定量的に記述でき，複合環境ストレス下で
の動的応答過程を定量的に評価・予測可能な
モデルシステムを構築した． 

③ さらに海草藻場の動態を複合環境下で定
量的に評価・予測可能なモデルの開発にも着
手しており，サンゴ群集－海草藻場－干潟－
マングローブからなるサンゴ礁生態系全体
としてのストレス応答過程を評価可能なモ
デル体系の構築のための基礎的な検討を行
っている． 



④ これらの生態系応答モデル開発と併行し
て，サンゴ礁に対する陸域からの淡水流入と
海草藻場の影響を調査するため，造礁サンゴ
の移植実験を実施した．また海草藻場の炭素
生産を基点とする食物網の構造とデトリタ
ス生産に陸域からの栄養塩負荷が及ぼす影
響に関して現地調査を実施した． 
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