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未知の成果を、未来の海へ
生き物たちに恵みを与え、海の生態系を支えているサンゴ礁。
このサンゴ礁がいま、気候変動などの原因により
深刻な危機にさらされています。
三菱商事は、サンゴ礁危機の原因究明と、
回復技術の確立・普及を目指し、サンゴ礁の研究活動を支援する
「サンゴ礁保全プロジェクト」を継続的に実施しています。

写真：竹沢うるま
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三菱商事のサンゴ礁保全プロジェクト
~サンゴ礁の保全・再生に向けて~

世界各地でサンゴ礁の保全に挑む

　サンゴ礁保全プロジェクトでは、沖縄、ミッドウェイ、セーシェルの3拠点を中心に、さまざま
な角度からサンゴ礁保全のための調査・研究に取り組んでいます。日本では、2005年度より沖縄
で、2006年度からは米国ミッドウェイ環礁国立自然保護区とセーシェル共和国で研究を開始し、
社内外から参加したボランティアが調査・研究活動をサポートしています。

沖縄
静岡大学の鈴木款

よしみ

教授をプロジェクトリーダーに、同大学、琉球
大学および国際環境NGOアースウォッチ・ジャパンと協力し、
サンゴの白化現象の原因とメカニズムの解明、サンゴ礁の健全性
保持と白化回復技術の確立・普及のための研究を実施しています。

セーシェル
英国エセックス大学のデヴィッド・スミス
博士を中心に、同大学、アースウォッチ・
ヨーロッパとのパートナーシップにより、イ
ンド洋のセーシェル諸島でサンゴ礁の生息
地における生物多様性、マングローブ、サン
ゴ礁の状態などのデータを収集しています。

ミッドウェイ
カリフォルニア大学サンタクルー
ズ校のドナルド・ポッツ教授をプ
ロジェクトリーダーに、今まで人
間の影響をほとんど受けてこな
かった当地のサンゴ礁をフィール
ドにして、気候変動や地域的な気
候変化がサンゴ礁に与える影響に
ついて総合的に調査しています。
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　サンゴ礁保全プロジェクトの目的は、サンゴ礁衰退の問題について科学的に研究し、回復技術を確立する
ことです。このプロジェクトで得られた研究成果を世界で活用できるよう、学会やセミナーを通じて定期的
に公表していく計画です。
　サンゴ礁の健全性を保持し、回復させる技術を確立することは、さまざまな生物を含めた海洋環境全
体の保全、生物の多様性の維持にも役立つと考えています。

「海の熱帯林」と呼ばれるサンゴ礁は、全海洋動物約50万
種のうち4分の1が生息するという概算もあるほど、多種
多様な生物の宝庫です。サンゴ礁は生物資源の生産力が
高く、海の豊かな生態系をつくるベースとなっています。

生物多様性

サンゴ礁にはさまざまな海の生物が生息しており、ダイビングやシュノーケリングで
訪れる人の目や心を楽しませてくれます。

観光資源

さまざまな生き物が住むサンゴ礁は、学習や研究に最適
な場といえます。自然観察会、美化活動など、環境教育の
一環としても利用できます。

教育・研究の場

サンゴ礁は台風時など、外洋から打ち寄せる激しい高波の力を弱める防波堤となり、島に
住む人や生物を守っています。津波の発生時にも、被害を抑える役割を果たしています。

自然の防波堤

サンゴ礁には多くの魚や貝類が住んでいます。地元の人たちは昔からこれらの貴重な
海の幸を大切な食料として利用してきました。

漁業資源

海の環境を守るサンゴ礁の役割

サンゴ礁は、生き物たちの住み家であり、海の環境保全に重要な役割を果たしているこ
とはもちろん、私たち人間の生活にも深い関わりを持っています。国連環境計画（UNEP）
の試算※によると、サンゴ礁の価値は、1平方キロメートル当たり、年間10万ドルから
60万ドル（1100万円～6600万円）に相当すると推計されています。

※国連環境計画（UNEP）報告書「In the front line」2006年1月発行

・ 本誌に掲載された文・図・表・データ等を許可なく無断で使用することを禁じます。 
・ 本誌に掲載された成果は2008 年12月末までのものです。
・ 本誌に掲載された研究内容・成果の文責は研究者にあります。
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　 サンゴは胃や口がある動物
　サンゴは樹木のように枝分かれしているものもあり、一見動きがないことから、植物のように見
えますが、イソギンチャクやクラゲの仲間で、刺胞動物（腔腸動物）に含まれます。
　一つひとつのサンゴは、下のイラストのように、口、触手、胃腔、骨格からなる「ポリプ」と呼ばれ
る本体と、石灰質でできた骨（骨格）の部分でできた、簡単な体の構造をしています。口の周りには
触手と呼ばれる手のような器官があり、プランクトンを捕まえて口に運びます。この口で、摂食だけ
でなく、排泄、産卵も行っています。

　サンゴの体内には、直径1/100ミリくらいのとても小さな「褐虫藻」という植物プランクトンが
たくさん生きており、活発に光合成をしています。サンゴは褐虫藻に、住み家だけでなく、光合成
に必要な栄養（二酸化炭素、硝酸、アンモニア）を提供し、かわりに褐虫藻が光合成によってつくり
出した酸素、炭水化物やたんぱく質などの有機物を栄養として受け取っています。

　 サンゴと共生する「褐虫藻」

骨格

胃腔

口

褐虫藻
かっちゅうそう

触手
ポリプ群体イメージ

サンゴはイラストのよう
に、口も胃もあり、エサ
を食べ卵も産む刺胞
動物です。サンゴの体
の中には褐虫藻という
植物プランクトンがたく
さん生きています。

かっちゅうそう

褐虫藻
褐虫藻は肉眼では
見えないぐらい小さい

多くのサンゴは、ポリプ
がたくさん集まってつな
がった「群体」という形
で生活しています。

ポリプ

「海の熱帯林」サンゴ礁
サンゴ礁には多種多様な生物が生息しており、

サンゴは海の生態系になくてはならない存在ですが、一体どんな生物なのでしょうか。
サンゴについて知ることがサンゴ礁保全の第一歩となります。

サンゴ礁の基礎知識
サンゴは口も胃もある
動物なんです
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　 サンゴとサンゴ礁
　サンゴは褐虫藻の光合成を助けるため、植物と同じように、より多くの光を得ようと木の枝の
ように高く伸びたり、他のサンゴに覆いかぶさったり、枝状やテーブル状、塊状になって成長してい
きます。このサンゴがつくった石灰質の骨格が、時間をかけて積み重なってつくられる地形を「サン
ゴ礁」といいます。

枝状 テーブル状 塊状

陸地とサンゴ礁が接した地形。サン
ゴの生育に適した海域に、海底噴火
や隆起によって陸ができると、周囲の
浅瀬にサンゴが付着。サンゴは外側
へと成長を続け、島を縁取るようにし
て広がっていきます。

陸地とサンゴ礁の間に水深10～80
メートルの浅い海（ラグーン）を持つ
地形。裾礁の状態から地殻変動や
海水面上昇で島が徐々に沈み、外
洋のほうでサンゴ礁が発達するとこ
のような地形になります。

完全に島が沈み、島の輪郭の形を
したサンゴ礁だけがリング状に残っ
た地形。リーフ（礁原）の上に砂が
集まり、小さな島をつくることもありま
す。モルディブやマーシャル諸島な
どが知られています。

裾
きょしょう

礁
Fringing reef

堡
ほしょう

礁
Barrier reef

環
かんしょう

礁
Atoll

サンゴ礁の地形　3タイプ 

　サンゴ礁の地形は、陸地とサンゴ礁が接した裾礁、陸地とサンゴ礁の間に深さ数十メート
ルの浅い海（礁湖：ラグーン）を持つ堡礁、サンゴ礁だけがリング状につながった環礁の3
つのタイプに分けられます。
　下図のように、島が沈降していくことによって3つのタイプの地形ができることを説明した
のは、「種の起源」を著したダーウィンでした。
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　 サンゴの住める海
　サンゴは、水温が18~30度くらいまでの温かい海が最も生息に適しています。そのため、サンゴ
礁は、赤道を中心に北緯30度から南緯30度までの間の、熱帯、亜熱帯と呼ばれる、気温が高い地
域の海に多く分布します。世界で最もサンゴの種類が多いのは、インドネシアとフィリピン、パプ
アニューギニアに囲まれた海で、ここには450種以上のサンゴが暮らしています。
　サンゴ礁が発達するためには、最低で
も水温が18度ぐらいは必要だといわれ
ており、日本は、サンゴとサンゴ礁の分
布の北限にあたります。
　造礁サンゴは体内の褐虫藻の光合成の
ために太陽光が必要なので、水深20メー
トルくらいまでに分布していますが、光
線が強い熱帯の海なら水深80メートル
くらいまでサンゴが見られます。 

　サンゴは年に1回、一斉に産卵しますが、その時期や産卵日は地域や種類によって異なります。
沖縄で最も普通に見られるミドリイシの仲間は、主に6月の満月のころに産卵します。
　サンゴの生殖は、ポリプでつくられた精子と卵子が体外で受精した後、定着して成長する有性生
殖と、ポリプが分裂したり破片が再生したりして成長する無性生殖があります。
　多くのサンゴは、有性生殖により海水中で受精し、卵が幼生になります。幼生はしばらく海を
漂った後、海底に移動して体を固定し、骨格を形成してポリプとなります。ポリプは分裂して数を
増やし、群体として成長していきます。

　 サンゴの産卵と成長

有性生殖による増殖

サンゴの産卵

幼生

ポリプ

1～2年くらい

繁殖可能になる
3～5年くらい
卵と精子が受精

1～3日
海を漂う

2～3年くらい

7～10日
海底に向かい移動

サンゴの成長に適した環境
サンゴの生態

サンゴは卵を産んで
増えていきます
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セーシェル共和国

深刻な白化 
白化が認められた

沖縄 ミッドウェイ諸島

サンゴ分布の中心部分
サンゴの分布の周辺範囲

出所：国立環境研究所 地球環境センター「海面上昇データブック2000」

1998年の世界のサンゴ白化の分布図

赤土汚染

白化したサンゴ

※エルニーニョ現象=エルニーニョ現象とは、太平洋赤道域の中央部（日付変更線付近）から南米のペルー沿岸にかけての広い海域で、海面水温が平年に
比べて高くなり、その状態が半年から１年半程度続く現象のことです。

　 サンゴの白化現象
サンゴは炭酸カルシウムから成る骨格と有機物から成るポリプなどによりできています。本来白
色をしていますが、褐色や紫色、緑色などさまざまに色づいて見えるのは、体内に共生する植物プ
ランクトンの「褐虫藻」の色素が主に見えるからです。近年問題になっているサンゴの「白化現象」
とは、海水温が高くなるなど、何らかのストレスによって褐虫藻が死滅したり、サンゴの外に出て
しまったり、サンゴ内の褐虫藻が色素を失うからだと考えられています。
　褐虫藻から栄養を十分に得ることができなくなったサンゴは、徐々に弱って死んでしまいます。
近年で最も被害が大きかったのは、1998年のエルニーニョ現象※に伴う高水温によるサンゴの白
化で、世界各地のサンゴ礁が被害を受けました。

　 土砂の流出や開発などによる被害
　森林伐採や、川の周辺が工事現場や農地などになっていて
自然の植物が生えていない場合、雨によって多量の土が流
され、川を通して海に流れ込みます。大量の砂がサンゴにか
かった場合、サンゴは自分で取り除くことができず、摂食や
呼吸ができなくなり、死んでしまう可能性があります。
　また、海が土で濁り太陽の光がサンゴまで届きにくくなる
と、褐虫藻の光合成が阻害され、サンゴに悪い影響を与える
と考えられています。沖縄ではその土が赤いことから「赤土
汚染」と呼ばれています。赤土のほか、生活排水や農薬の流
出などの海洋汚染も問題になっています。

サンゴ礁の抱えている問題
海の環境変化とサンゴ礁

サンゴって
とてもデリケート
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従来の白化に関する常識が変わる成果

プロジェクトリーダー
鈴木 款
静岡大学教授

　「サンゴの白化の原因を科学的に明らかにし、サンゴと

サンゴ礁を、ネイチャーテクノロジーを利用して再生す

る」̶ ̶。この目標に向かって、本プロジェクトチームは研

究調査に取り組んでいます。本プロジェクトには、ユニーク

な特徴が二つあります。一つは、サンゴの白化現象を起こす

原因はサンゴ内とサンゴ礁のミクロな生態系にあると考え

たこと、もう一つは、研究者だけでなく市民と企業にも研究

に参加してもらい、“産学民”で成果を共有しようと考えたこ

とです。本プロジェクトの成果は、今までのサンゴの白化に

関する常識を変えつつあります。

プロジェクト
リーダー
からの
メッセージ

■ 地域の特徴
沖縄には、色合いや形状、大きさの異なる多種類のサンゴが生息しており、その数
は約360種類以上にも及ぶといわれています。沖縄プロジェクトでは、沖縄本島の
北端、東シナ海に浮かぶ瀬底島を拠点に、サンゴ保全に向けた研究活動に取り組ん
でいます。

■ プロジェクトの目的
サンゴの白化現象の原因とメカニズムの解明、サンゴ礁の健全性保持と白化回復技
術の確立・普及のための研究。

■ プロジェクト研究体制
　 ● 静岡大学創造科学技術大学院の鈴木款教授をプロジェクトリーダーに、静岡大学・
　琉球大学・国士舘大学などから15名が参加。

　 ● 琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底実験所（沖縄県国頭郡本部町）を拠点に、
　研究活動を実施。

　 ● 環境NPO・NGOアースウォッチ・ジャパンと協力し、2005年から2010年
　まで研究活動を実施。三菱商事社員を含む一般市民が、毎回ボランティアとして
　研究調査に参加。

サンゴ礁保全プロジェクト

沖 縄 編

Okinawa

よしみ
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■ サンゴの骨格の成長量

■ 海水中の酸素

調査日

調査日

瀬底計測地点
海水中の酸素により、サンゴ礁の生産と呼吸状態が分かります。グラフの高
低がはっきりしている地点のサンゴは正常に光合成が行われていることを示
していますが、グラフに変化がない地点のサンゴは少し健康が損なわれて
いることを示しています。酸素濃度が高くなっている時は生産が盛んで、低
くなっている時は生産された餌を消費していることを示しています。

縦軸は餌の生産量を、横軸は餌の消費量を表しています。
45度の点線は、ちょうど餌の生産量と消費量が釣り合っ
ていることを表しています。青い点で示している瀬底は、
うまくバランスを保っていることが分かります。

縦軸はサンゴの骨格の成長速度を、横軸は世界の
主なサンゴ礁海域を表しています。
世界のサンゴの成長速度に比べて瀬底のサンゴは
成長が速いことが分かります。
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St.C

St.A

St.B

St.D

Site A

 (mmol m‒2 d‒1) (mmol m‒2 d‒1)

 (mmol l‒1)
 (mmol l‒1)

餌が不足

光合成を行うための餌が豊富

世界のその他の海域
瀬底

5000 1000 1500 2000

消費量 
瀬底 ポリネシア 石垣 ミッドウェイ 世界の平均

 (mmol m‒2 d‒1)

　サンゴの白化の原因を探るためには、現状のサンゴとサンゴ礁の健康状態を知る必要があります。
世界のサンゴ礁の海域と、調査海域である瀬底を比較したところ、瀬底のサンゴの成長は速く、「餌を
生産する生物」と「餌を消費する生物」がうまくバランスをとって生活している健全なサンゴ礁が、生息
していることが分かりました。

サンゴの白化の原因を探る～新たな成果

プロジェクトの調査・研究概要

調査海域の
サンゴについて1.

海水温の上昇で褐虫藻は
サンゴから逃げ出すのでしょうか2.

高水温によってサンゴに何が
起きているのでしょうか3.

バクテリアが
サンゴに及ぼす影響について4.

白化したサンゴは
どうなるのでしょうか5.

1. 調査海域のサンゴについて
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●褐虫藻の色素が分解する

褐虫藻が海水中
に放出された量

褐虫藻がサンゴ内にいる量

熱や光の影響に
よる褐虫藻の色
素の分解が起こ
り、徐々にその
色が失われる。

●サンゴから褐虫藻が放出される
褐虫藻はサンゴ
の粘液に絡め取
られるようにして
ポリプから海水中
へと放出される。

28℃

35℃

褐虫藻の色素の変化

ペリジニン※濃度 （色素量：ng/m2）

従来考えられていた白化の原因 白化の原因の新たな可能性

褐虫藻

　今まで、サンゴの白化の原因は、海水温の上昇により、サンゴに共生している褐虫藻がサンゴ内に住め
なくなり、サンゴの外の海水に出てしまうことだと考えられていました。褐虫藻の色素できれいな色を
していたサンゴの体内から、褐虫藻がいなくなったことにより、サンゴが白く見えることが、白化現象だと
考えられていたのです。
　では本当に褐虫藻はサンゴの外に出て行くのでしょうか。どのくらいの褐虫藻が出て行くのか、数量で
確かめるのは容易ではなく、実は今まで誰も確認していません。本プロジェクトで行った実験の結果、
サンゴ内に住みついている褐虫藻の数は減るものの、サンゴの外に放出される褐虫藻は非常にわずかで、
0.1%以下であることが分かりました。
　海水温が上がると褐虫藻の色素は分解あるいは喪失し、色素を失います。この原因には海水温だけでな
くバクテリアも関係していると考えられています。このことから、サンゴの白化の原因は、褐虫藻が海水
に逃げ出すからではなく、褐虫藻自体が色素を失うために起こるものと考えられます。白化の原因はサン
ゴの中で起きている可能性があります。

※ペリジニン=カロテノイド（天然に存在する色素）の一種で、
海洋生物などに広く分布。

色素を失った褐虫藻がサンゴの
体内にいることが判明

2. 海水温の上昇で褐虫藻はサンゴから逃げ出すのでしょうか

■ サンゴ・褐虫藻の高温ストレス応答に関する実験
水温を28℃と35℃に設定し、サンゴ内の褐虫藻の色素を比べました。

調査結果

●沖縄編
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サンゴの白化の原因を探る～新たな成果
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■ 高水温下でのサンゴのストレス現象と微生物の増加
実験では、海水温を上昇させ、28℃と35℃でアンモニアとサンゴが放出する有機物（粘液）の増減を調査したところ、
これらは35℃で増加し、それによりサンゴ内のバクテリアも増加しました。

シアノバクテリア※生産増大（高タンパク質生物）
白化

海水温の上昇

褐虫藻の死滅あるいは活性低下
サンゴの外に逃げる・サンゴの中に一部留まる

最適水温に
低下

サンゴの活動回復
粘液中の抗菌物質の

生産

シナリオ １ シナリオ 2
サンゴのストレス
アンモニアと有機物を放出

光合成生産物の餌の
サンゴへの供給開始

免疫力回復

サンゴ内に生存していた
褐虫藻が光合成開始

ビブリオ菌の増殖抑制

シナリオ 3
バクテリアの増殖

（ビブリオ菌）

回復

　今までサンゴは、褐虫藻が体内からいなくなったことにより白化すると考えられており、“被害者”
のような存在だと思われてきました。
　しかし、実験の結果、サンゴの白化は、水温の上昇により褐虫藻がサンゴの外に出て行くことが主な
原因ではないことが分かりました。では褐虫藻に何が起きたのでしょうか。その原因はサンゴにあるの
ではないかと考え、高水温下でのサンゴのストレス現象を調べました。
　高水温下にあるサンゴは、人間と同じようにストレスを感じ、自分の体から多量の粘液（主に糖類と
タンパク質）とアンモニアを放出します。この物質は、寄生しているバクテリアにとって格好の餌にな
るため、バクテリアは急速に増殖し、今まで以上に活発にサンゴ内に侵入し、褐虫藻にダメージを与え
た可能性があります。
　さらに、先の実験で明らかになった褐虫藻自身の光合成能力の低下が、白化に拍車を掛けたと考え
られます。

■ 白化原因についての3つのシナリオ

※シアノバクテリア=藍藻などとも呼ばれる、酸素の発生を伴う光合成を行う原核生物。
らんそう

3. 高水温によってサンゴに何が起きているのでしょうか

多量の粘液・アンモニアを放出し、
バクテリアが急速に増殖

調査結果
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①パラコカス菌はタンパク質を　
分解するプロテアーゼを放出

②海水温の上昇によって
　プロテアーゼが増加

③サンゴは白化し、
　骨格が一部溶解
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高水温下におけるプロテアーゼ（タンパク質分解酵素）の増加

■ サンゴを溶かすパラコカス菌

エダコモンサンゴ

　瀬底に生息する白化したサンゴの体内を調べたところ、多種のバクテリアの存在が確認されました。
その中にはサンゴ自身が自分の免疫性のために常に共存しているバクテリアだけでなく、白化の原因と
されるビブリオ菌や新たに「パラコカス菌」が発見されました。
　この「パラコカス菌」をサンゴの飼育水槽に入れると、サンゴは粘液を放出し、侵入を防ごうとします。
さらに「パラコカス菌」は、タンパク質分解酵素であるプロテアーゼを放出し、褐虫藻やサンゴに影響を与
え、サンゴを白化させる可能性が確認できました。今後、プロテアーゼがどのように放出されるかといった
研究が必要です。

4. バクテリアがサンゴに及ぼす影響について

サンゴを溶かし白化させる
パラコカス菌を発見

調査結果

● 培養条件
  　サンゴ：エダコモンサンゴ
  　バクテリア：ビブリオ・コラリリティクス、
     　             ビブリオ・ハーベイ、パラコカス
  　培養温度：28℃と32℃
  　サンプリング：毎日16時に採水

■ サンゴとバクテリアの共培養実験
サンゴの白化にバクテリアが関与していることが示唆されるため、サンゴとバクテリアを共培養し、白化現象が引き
起こされるかどうかを観察しました。

●沖縄編
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サンゴの白化の原因を探る～新たな成果

※ミクロン=マイクロメートル（um）
　　　　　　 →1mの100万分の1
　　　　　　 （10のマイナス6乗）

ピコ・ナノプランクトン

　サンゴが正常な状態の場合、褐虫藻が生産した有機物の80%近くを餌にしています。残りの20%は、
藍藻、微生物、植物・動物プランクトンです。白化すると、褐虫藻による餌の供給はストップしますが、
すぐにサンゴが死滅するわけではありません。
　褐虫藻による餌の供給がストップしている間、サンゴが何を餌にしているかを調査したところ、高
水温下でも増殖するピコサイズ（2ミクロン※以下）や、ナノサイズ（2～20ミクロン）のプランクトン
やバクテリア（高タンパク質）を餌にしていることがわかりました。餌の比率を見ると、50～60%が
シアノバクテリア、30%が微生物、10%が珪藻という構成になっています。サンゴは、これらの餌を
サンゴ自身が放出する粘液にからめとりながら食べています。

5. 白化したサンゴはどうなるのでしょうか

粘液

微生物
（分解者） シアノバクテリア

白化しても、サンゴは
しばらくは生き続けようとします

■ 白化後のサンゴ
サンゴは白化後も、プランクトンやバクテリアを餌に、しばらくは生き続けます。

調査結果
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今後の目標
■科学的知見に関する目標
 　●　サンゴの白化現象メカニズムを明らかにする
 　●　サンゴ礁生態系の健全性の条件を把握する
 　●　サンゴとサンゴ礁再生のネイチャーテクノロジーの新たな提言

■研究体制に関する目標
 　●　市民と研究者、企業支援によるサンゴ礁保全のための新たな方法を形成する。
　    

▲
 他の環境問題に取り組む際のモデルケースに

■社会的・国際的な意義に関する目標
 　●　2008年12月末までに、国内発表（37件）、国際発表（23件）、投稿論文（6報）を発表。今後も
　　 国際的なサンゴ礁の保全、再生の研究・事業に対し、先駆的で科学的な方策と成果を提供する。

白化
海水温の上昇

サンゴがストレスを感じる
サンゴが粘液・アンモニア放出 パラコカス菌

サンゴと褐虫藻が
ダメージを受ける

回復

パラコカス菌が
増加し、

サンゴ内に侵入、
プロテアーゼを放出

サンゴ内の褐虫藻の
光合成能力低下

サンゴが
抗菌物質生産

褐虫藻が
光合成開始

海水温が下がる

引き金

■ 本プロジェクトで明らかになった白化に至るプロセス

　これまでの研究によって、サンゴ外部の環境因子の影響が、サンゴ内部の変化（病気・白化）を引き起こ
すことが明らかになりつつあります。サンゴは自らを守るために、抗菌剤あるいはタンパク質を放出します。
これらの成分は、将来サンゴ再生の免疫剤、あるいは再生物質として有効であると期待できます。ただ、
白化したサンゴは、他のバクテリアから身を守るための粘液放出が弱まり、粘液が薄くなります。薄くなった
粘液からバクテリアが進入し、サンゴが白化したり病気になることが分かってきています。
　今後の具体的な取り組みとして、①白化の原因となる微生物のDNA解析とタンパク質の同定、②サンゴ
にダメージを与えるプロテアーゼの影響評価、③サンゴ内部の褐虫藻、微生物、栄養状態などを観察、測定、
解析できる方法の確立̶̶に努めます。

まとめ

●沖縄編
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