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瀬戸内海に生息するサンゴの不思議 －周防大島町沖のニホンアワサンゴ群生地－ 

「サンゴ」という言葉を聞いて，多くの人

は熱帯や亜熱帯の透き通った暖かい海を思い

浮かべることと思います。学会などで周防大

島町沖のニホンアワサンゴ群生地について紹

介すると，「瀬戸内海にサンゴがいるの!?」と

驚かれることがほとんどです。それは，瀬戸

内海を始めとした温帯域の海はサンゴの成育

には適していないと考えられているためです。

一般に，サンゴは水温 20℃～28℃を好み，水

温 18℃を下回ると活発な成育ができなくなると言われていますが，周防大島町沖の水温は

約 10℃～26℃の間で変化しており，冬には水温 18℃を大きく下回っていますi。また，サ

ンゴは褐虫藻と呼ばれる藻類と共生していて，その光合成のために光を必要としますが，

植物プランクトンや動物プランクトンが数多く生息している瀬戸内海の海水は濁っていて，

海底にはなかなか光が届きません（褐虫藻については次の項で詳しく解説します）。このよ

うな環境ストレスは，熱帯・亜熱帯にはない温帯特有のものです。サンゴにとって厳しい

環境の周防大島町沖で，ニホンアワサンゴが大規模な群生地を形成することができたのは

何故なのでしょうか？重要な理由の一つとして，ニホンアワサンゴがいわゆる「一般的な

サンゴ」ではなく，温帯の環境に特化した特殊なサンゴであるらしいことが挙げられます。

ニホンアワサンゴは沖縄などの熱帯・亜熱帯域ではなく，九州沖や和歌山県沖などの温帯

域を主な生息地としています。温帯特有の環境ストレス下で生きていくために，ニホンア

ワサンゴは熱帯域に生息するサンゴには無い能力を獲得していると想像されますが，具体

的にどのような能力なのかについてはまだよく分かっていません。謎に包まれたニホンア

ワサンゴの生態を明らかにすることは，ニホンアワサンゴの群生地をどのように維持・管

理していくのか検討していく上で重要です。また，ニホンアワサンゴの生息に必要な条件

が明らかになれば，群生地が形成された背景を知る大きなヒントを得ることができます。

他の地域の事例（サンゴの種類も異なります）として，九州，天草西海岸では冬期の最低
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水温上昇によるものと思われるサンゴの北上が報告されていますがii，同様のことが周防大

島町沖でも生じている可能性があります。実際，NPO法人自然と釣りのネットワークの藤

本理事によると周防大島町沖でニホンアワサンゴの群生地は年々拡大しているそうです。

現状では水温などの環境が変化したことによってニホンアワサンゴが増えた，という仮説

は数多く有る可能性の中の一つに過ぎません。ニホンアワサンゴの生態を明らかにするこ

とや，周防大島町沖の物理環境（水温など）・生物相を長期間に亘って継続して記録するこ

と等により，群生地が形成された背景を解明していくことが求められます。また，そうし

た重要性に加えて，ニホンアワサンゴが特殊な環境に特化したサンゴであることから，サ

ンゴの環境ストレス耐性のメカニズム解明に繋がる知見が得られるのではないか，という

期待もしています。 

当研究室ではこれまで沖縄のサンゴを主な対象としてサンゴと褐虫藻の共生関係につい

て研究を行ってきました。そのノウハウを活かし，ニホンアワサンゴの生態について，特

にその共生褐虫藻に焦点を当てた研究を進めています。これまでのところ，ニホンアワサ

ンゴに共生している褐虫藻がクレード F というグループ（イシサンゴとの共生が数例しか

報告されていないグループ）に属していることと，ニホンアワサンゴの生息可能水温は（ニ

ホンアワサンゴ内褐虫藻の光合成活性の観点からは）10℃より高く 28℃より低い水温と推

測されることが分かりました。これから，褐虫藻とは何か？といった解説も交えながら，

これまでに分かったことの詳細を御報告します。なお，今回ご報告する内容の一部は，2012

年に開催された日本サンゴ礁学会第 15回大会において発表したものです。 

※ 本報告書の無断転載はご遠慮ください。 
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サンゴと褐
かっ

虫
ちゅう

藻
そう

の共生 －サンゴは共生藻の光合成産物を利用して生活している－ 

 ニホンアワサンゴ（Alveopora japonica）はその名の通りサンゴの一種で，より正確には

イシサンゴというサンゴの仲間です。イシサンゴには石灰質の骨格をもつという特徴があ

ります。サンゴは一見植物のようにも見えますが実は動物で，クラゲやイソギンチャクの

仲間です。サンゴの細胞内には褐虫藻と呼ばれる小さな渦鞭毛藻（Symbiodinium属）が共

生しており，サンゴは捕食による養分摂取の他，褐虫藻が光合成によって作り出した養分

も利用することもできます。サンゴは必要な養分の多くを，褐虫藻から供給される光合成

産物に依存しています。そのため，サンゴは共生褐虫藻が活発に光合成を行うことのでき

る「良く澄んだ明るい海（＝光が潤沢にある海）」を好みます。ニホンアワサンゴにも他の

サンゴ同様，褐虫藻が共生しています。実際，ニホンアワサンゴの茶色はサンゴ自身の色

ではなく，細胞内に共生している褐虫藻の色が見えているのです。 

  

図 1 サンゴと褐虫藻の共生関係 

サンゴの細胞内には褐虫藻と呼ばれる Symbiodinium 属の渦鞭毛藻類が共生しており，

褐虫藻が光合成によって作り出した養分の多くはサンゴに提供されています。 

褐虫藻は直径が 10 μmほどの小さな藻類ですが，サンゴ表面積 1 cm2あたり 10万～100

万細胞という非常に高い密度で共生しており，多くのサンゴは褐虫藻から供給される養分

に大きく依存して成長しています。 
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ニホンアワサンゴ内共生褐虫藻は他のイシサンゴと異なる珍しいタイプ 

褐 虫 藻 と 総 称 さ れ る こ と の 多 い

Symbiodinium属の渦鞭毛藻には，様々な種類

が含まれていると考えられています。しかし，

直径 10 μm と非常に小さいことなどから形態

による種の分類が難しく，種記載はあまり進ん

でいません。現在は褐虫藻を分子生物学的手法

によって遺伝的なグループ（クレード）に分類

する手法が多くの研究で使用されています。

2013年 1月の時点では，クレード A~Iの 9つ

のグループに分けられていますiii。宿主となる

生物や生息環境・地域によって共生する褐虫藻

のクレードがある程度決まっており，例えば沖

縄やオーストラリアなどの太平洋に生息する

サンゴ群集には多くの場合クレード Cやクレード Dの褐虫藻が共生していますが，大西洋

に生息するサンゴ群集にはクレード B の褐虫藻が共生している事例も珍しくありません。

また，褐虫藻はサンゴ以外にもシャコガイやクラゲ・イソギンチャク，有孔虫などとも共

生していますが，シャコガイにはクレード A の褐虫藻がよく共生しています。周防大島町

沖の環境は一般的なサンゴの生息地とは大きく異なりますが，そのような特殊な環境に生

息しているニホンアワサンゴの共生褐虫藻は，どのクレードに属しているのでしょうか。

当研究室では周防大島町沖で採取されたニホンアワサンゴの共生褐虫藻の DNA を抽出し，

塩基配列を決定して分子系統解析を行いました。 

【分子系統解析の結果】 

ニホンアワサンゴにはクレード F の褐虫藻が共生していることがわかりました。クレー

ド F の褐虫藻は有孔虫という原生生物（ゼニイシなど）に共生している事例が多く，イシ

サンゴに共生している事例はニホンアワサンゴ以外にはほとんど報告がありません。韓国

の済州島ivや熊本県天草v，和歌山県田辺viに生息するニホンアワサンゴについてもクレード

F の褐虫藻と共生していると報告されており，ニホンアワサンゴがクレード F の褐虫藻と

共生していることは生息地域によらないニホンアワサンゴに共通の特徴であるようです

（グレード Fとクレード Cの両方と共生しているとの報告もあります vi）。このことはニホ

ンアワサンゴが温帯域に適応したサンゴであることと何らかの関係があるのかもしれませ

ん。しかしながら，クレード F の褐虫藻に関する研究はあまり進んでおらず，どのような

生理的特徴（温度ストレス耐性など）をもった褐虫藻なのかまだ分かっていません。また，

日本の高緯度域（北緯 30°～35°）に生息するサンゴはクレード Cの褐虫藻と共生してい

るという報告 viがあり，温帯に生息するサンゴには必ずしもクレード F が必要というわけ

図 2  Symbiodinium 属のクレード分類 

Pochon and Gates (2010) iii をもとに作図 
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ではないようです。サンゴと褐虫藻の共生関係は，サンゴが毎世代環境中から褐虫藻を獲

得する「水平伝播型」か，サンゴが親から子へと褐虫藻を受け継ぐ「垂直伝播型」のいず

れかの様式でスタートします。ニホンアワサンゴは後者の様式で褐虫藻を獲得しているviiた

め，褐虫藻との間で独自の関係が築かれ易い環境にあったと考えられます。余談ですが，

ニホンアワサンゴを始め垂直伝播型のサンゴの多くは卵の状態ですでに褐虫藻を共生させ

ています。今回の研究の趣旨ではないため詳細は割愛しますが，違う生物を卵の状態です

でに細胞内に共生させているというのはサンゴと褐虫藻の共生関係のなかでも特に不思議

で興味深い点の一つです。 

ニホンアワサンゴの生息地から，その共生褐虫藻は温帯特有の環境ストレスである幅広

い水温変化や弱光条件に適応した褐虫藻であろうと推測されます。そのことは次の項でご

紹介する，当研究室で実施した飼育実験の結果からも示唆されています。 

ニホンアワサンゴ内の共生褐虫藻は水温 18℃以下でも光合成している？ 

 ニホンアワサンゴはどのくらいの水温で活発に成長できるのでしょうか？それを調べる

ためには，どのような状態であればニホンアワサンゴが元気なのか測る「ものさし」が必

要となります。今回は，ニホンアワサンゴ内共生褐虫藻の光合成活性を「ものさし」とし

て，ニホンアワサンゴの状態を評価しました。サンゴは共生褐虫藻から提供される養分に

依存して成長していると考えられており，ニホンアワサンゴもその例外ではないとすれば，

共生褐虫藻が活発に光合成を行なっているか否かはニホンアワサンゴの成長を左右するも

のになるはずです。褐虫藻の光合成が活発かどうかは，光化学系 II の最大量子収率（Fv/Fm）

によって評価しました。光化学系 II の最大量子収率とは簡単にいえば「葉緑体に当たった

光エネルギーのうち糖（グルコースなど）の合成に利用された可能性のあるエネルギーの

割合」を示しています。その値は 0 から 1 の間で変化し，植物プランクトンやサンゴ内共

生褐虫藻の場合は 0.6よりも高ければ活発に光合成がされている可能性が高く，0.3などの

値であれば光合成の活性が低い

状態にあると言われています。光

化学系 II の最大量子収率は特殊

な機械（今回は Walz 社の

Imaging-PAM という機械を使用

しました）を使用して測定・算出

します（図 3）。光化学系 II の最

大量子収率はサンゴを傷つける

ことなく短時間で簡便に測定で

きるため，サンゴの状態を評価す

る指標として広く利用されてい

るものの一つです。 

図 3  光化学系 IIの最大量子収率（Fv/Fm）の測定 

Imaging-PAM Micro（Walz社）（写真（a）（b））によ

り，ニホンアワサンゴ内共生褐虫藻の Fv/Fmを算出，

画像として出力することができます（c）。赤丸で囲ま

れた部分が，ニホンアワサンゴのポリプひとつです。 

b. 

0               1 

c. a. 



6 

 

【実験方法】 

 実験には，夏に周防大島町沖で採

取されたニホンアワサンゴ成体 10

群体を用いました。ニホンアワサン

ゴを図 4 (a) のように 3～4群体ず

つ 3つの水槽に入れ，水槽に慣れさ

せるために水温 18℃（サンゴを採

取した時の群生地の水温）で 2週間

ほど飼育してから，3つの水槽の水

温を少しずつ変えていきました。3

つの水槽はそれぞれ，水温を 10℃

まで低下させる低水温処理区，水温

を変化させないコントロール区，水

温を 28℃まで上昇させる高水温処

理区としました（図 4 (b)）。実験期

間中は毎日，それぞれの群体につい

て共生褐虫藻の光化学系 II の最大

量子収率（＝光合成を活発に行なっ

ているか？）を測定しました。水温

を上げた実験区，水温を下げた実験

区と水温を一定に保った実験区で

光化学系 II の最大量子収率を比較することで，高水温・低水温がニホンアワサンゴの共生

褐虫藻に与える影響を推測しました。 

【実験結果・考察】  

ニホンアワサンゴ内褐虫藻の光化学系 IIの最大量子収率は実験期間中，コントロール区（水

温 18℃で一定）では 0.4～0.5とほぼ一定でしたが，低水温処理区，高水温処理区ではそれ

ぞれ水温が 12℃，27℃に達するところから徐々に低下し，水温 10℃，28℃では 0.2～0.3

と著しく低い値となりました（図 5）。高水温処理区では水温 28℃に達して以降 4日目にニ

ホンアワサンゴの組織が崩壊してほぼすべての部位の骨格が露出したため，ニホンアワサ

ンゴが死亡したと判断し実験を終了しました。以上の結果から，ニホンアワサンゴ内共生

褐虫藻の光合成活性の観点からは，ニホンアワサンゴの生息可能水温は 10℃より高く，28℃

より低い水温であると考えられます。実際に，周防大島町沖のニホンアワサンゴ群生地の

水温 iはこの水温範囲内に収まっており，今回の実験結果は同海域でニホンアワサンゴが活

発に生育できる事を支持しています。熱帯・亜熱帯域のサンゴが生存するのは難しいとさ

れる水温 18℃以下でも活発に光合成を行うことができることから，高い低水温耐性をもっ

図 4 （a） 飼育実験の様子（b）各実験区の水温 

低水温処理区には 3群体を供し，水温は最終的に 10℃

まで低下させ，同水温で 6日間維持した。コントロー

ル区には 4群体を供し，水温は 18℃で一定とした。高

水温処理区には 3群体を供し，水温を 28℃まで上昇さ

せ，同水温で 4日間維持した。なお，光量は約 120 µmol 

photons m
-2

 s
-1（明：暗 ＝ 12:12 h）。 

実験日数（日） 

a. 

b. 

↑低水温処理区   ↑コントロール区 ↑高水温処理区 
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ていることが示唆された一方，水温 28℃という熱帯・亜熱帯域のサンゴの成育に適した水

温では光合成が活発でなく，サンゴが死に至るなど大きなストレスを受けたことから，高

水温ストレスには弱いことが示唆されました。本実験はニホンアワサンゴに共生している

状態の褐虫藻を対象としていたため，褐虫藻の光合成活性はサンゴの作用による影響を受

けていたと考えられますが，水温 10℃まで光化学系 IIの最大量子収率が低下しなかったこ

とは褐虫藻の特徴として特筆すべき点だと思われます。今回の実験では水温が与える影響

についてのみ検証しましたが，今後はその他の環境ストレス（光条件など）による影響も

調べていく必要があります。また，周防大島町の南部にニホンアワサンゴの大規模な群生

地がある一方で，北部には群生地が確認されていないことから，周防大島の南北でどのよ

うに環境が異なるのかについても調査が必要です。周防大島町沖のニホンアワサンゴ群生

地はサンゴと海藻が混在した珍しい生態系として重要なだけでなく，環境変動の指標とし

ても重要なものになり得ます。ニホンアワサンゴ群生地における環境データの蓄積や生物

相の記録，そしてニホンアワサンゴの生態を明らかにしていくことが必要です。  

図 5 各水温におけるサンゴ内褐虫藻の Fv/Fm 

 縦軸は各実験区で毎日測定した Fv/Fmの値を，横軸は Fv/Fmを測定した時の各実験区の

水温を示す。青色が低水温処理区，灰色がコントロール区，赤色が高水温処理区のデータで

あり，低水温処理区・高水温処理区は 3群体，コントロール区は 4群体の平均値を示す。エ

ラーバーは標準偏差を示す。 
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【補足：光化学系 IIの最大量子収率について】 

 本文中では，「葉緑体に当たった光エネルギーのうち糖（グルコースなど）の合成に利用

された可能性のあるエネルギーの割合」として紹介しましたが，ここで少しだけ詳しく説

明します。光合成反応は光エネルギーをもとに，二酸化炭素からグルコースを合成する反

応です。二酸化炭素からグルコースを合成する反応系（カルビン・ベンソン回路と呼ばれ

ています）を動かすためには，光エネルギーを化学エネルギーに変換する必要があり，光

化学系 II や光化学系 I を始めとした複数の反応系がその役割を担っています。ここで重要

なのは，これまで何度も登場した「光化学系 II」が，光エネルギーを化学エネルギーに変

換し，以降の光合成反応系へ伝達するものである，ということです。エネルギーの伝達過

程の際にはロスが生じ，それらのエネルギーは熱や蛍光として反応系の外に出てきます。

このロスの部分，特に蛍光は測定が容易で，伝達されたエネルギー量の算出に利用するこ

とができます。光化学系 IIは光合成の反応系の中では初期の段階に位置する反応系であり，

光化学系 II の最大量子収率が低下することは，以降の光合成反応系に光エネルギーが伝達

されないことを意味します。また，以降の光合成反応系に何らかのダメージが生じた場合，

光化学系 IIからのエネルギーを受け取ることができなくなって光化学系 IIの最大量子収率

が低下する場合があります。ただし，光化学系 II からのエネルギー伝達に異常がない場合

でも，以降の光合成反応系がうまく動いておらず，光合成が活発に行われていないケース

もあるため，光化学系 II の最大量子収率が高いことは必ずしも光合成が活発に行われてい

ることを意味していないことには注意が必要です。 

  

図 6   光合成反応のイメージ 

 光合成反応は，光エネルギーを集め（アンテナ色素などによる），それを化学エ

ネルギーに変換・伝達（光化学系 II や光化学系 I など）して糖の合成反応系（カ

ルビン・ベンソン回路）を動かす仕組みになっています。光化学系 II の最大量子

収率は，蛍光の強さを測定し，当たった光エネルギー（①）に対する伝達された

エネルギー（②）の比率を算出したものです。 

1 2 1 2 
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