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退職

現在に至る

サンゴが放出する「粘液」がサンゴ礁生態系の食物連鎖に
果たす役割の解明
The role of mucus released by scleractinian coral
in the food chain of coral reef ecosystem
Corals release transparent and mucoid organic matter (coral mucus) to the ambient seawater.
The majority immediately dissolves into the water and enhances the growth of heterotrophic
bacteria. This study examined the flow of carbon originating from the dissolved organic carbon
(DOC) released by corals through the microbial food chain (DOC->bacteria->heterotrophic nano
flagellates, HNF). In this study microbes including bacteria and HNF with and without addition
of coral released organic matter were incubated for 4-5 days. The daily production rates of both
bacteria and HNF, in relation to the production rate of DOC originating from either coral organic
matter or control, were significantly increased in the mucus-seawater mixture. This suggests that
the DOC originating from corals enhances the carbon flows through microbial food chains in coral
reef ecosystems.

1 . はじめに
造礁サンゴ（イシサンゴ）
とは、熱帯・亜熱帯の浅い海域に生息する刺胞動物（腔腸動物）の仲間で
ある。1 つ 1 つの造礁サンゴの個体（ポリプ）の集合体をサンゴ群体というが、様々な種のサンゴ群体が
集まってサンゴ群集を形成する。造礁サンゴは、体内に小さな藻類（褐虫藻）を共生させており、褐虫
藻が光合成によって作り出すエネルギーの多くを得ていることが知られている。造礁サンゴをはじめ様々
なサンゴ礁に生息する生物（石灰藻、有孔虫など）は石灰質の骨格や殻を作るが、それら石灰質の骨
格・殻が長い間積み重なって固められ、サンゴ礁という地形（岩礁）を形成する。このサンゴ礁は、極め
て高い生物多様性を有する海洋生態系としてよく知られている。
近年の全球的気候変動（温暖化や海洋酸性化）や富栄養化、魚の乱獲といった人間活動による
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強いストレスの影響を受けて、世界中の多くの造礁サンゴ群集は存亡の危機にあると言っても過言では
ない。様々な人間活動によるストレス要因が、造礁サンゴ群集の衰退を招いて徐々に非石灰化藻類に
取って代わる、いわゆるフェーズシフトを引き起こすと考えられている（ Hughes et al. 2007 ）。後述する
ように、造礁サンゴの放出する有機物はサンゴ礁生態系の様々な生物に利用されている。一方で、造
礁サンゴの放出する有機物が物質循環に与える役割についての知見はまだ乏しく、それらを理解する
ことはサンゴ礁生態系を効果的に保全する上で極めて重要である。
造礁サンゴは透明で粘性のある有機物を海水中に分泌する。これは通称「サンゴ粘液」呼ばれ、サ
ンゴに共生する藻類（褐虫藻）の光合成産物に由来し、サンゴによって作られ、分泌される。この粘液
はサンゴの生育に欠かせない生理的機能に関与しており、例えばストレスに対する防御（乾燥、堆積物
除去など）などの理由から分泌される。サンゴ粘液は動物プランクトンや底生動物に食されていると報告
されており
（ Roman et al. 1990；Naumann et al. 2010 ）
、サンゴ礁の栄養構造研究の観点から見て、
サンゴ粘液が物質循環に果たす役割を明らかにすることは極めて重要である。サンゴから放出される
有機物は必ずしも視覚的に粘性を持つ高分子有機物だけでなく、粘性を持たない低分子溶存有機物
も含まれ、近年では目合い0.7µm のフィルターを用いて粘液を区分し、前者を粒状態粘液、後者を溶存
態粘液と定義している。このうち粒状態粘液は、透明細胞外ポリマー粒子（ transparent expolymer
particles, TEP ）
とも呼ばれる（Huettel et al. 2006 ）。
サンゴ粘液は水中に放出されると、大部分は直ちに溶けて溶存態有機物（溶存態粘液）となり、細
菌の成長を促すことが知られている（ e.g. Nakajima et al. 2009, 2015 ）。したがって、サンゴ粘液の
放出により細菌が活発に増殖すると、その後に続く微生物食物連鎖の炭素フローが促進されると予想
される。一般的な海洋生態系では、植物プランクトンが主な溶存態有機物の生産者で、そこから微生
物食物連鎖が始まっているが、サンゴ礁では植物プランクトン量が極めて少なく限界がある。他の溶存
有機物源としてサンゴ粘液に焦点を当て、そこに始まる食物連鎖構造を明らかにする必要がある。サ
ンゴ礁における微生物食物連鎖（溶存態有機物 - 細菌 - 鞭毛虫）の研究は過去にいくつかあるが
（e.g. Ferrier-Pagès & Gattuso 1998；Charpy & Chapry-Roubaud 1990；Sakka et al. 2002 ）
、
いずれもサンゴ粘液は視野に入っていない。そこで本研究では、サンゴ粘液が存在する系と粘液が存
在しない系（コントロール）において、細菌、鞭毛虫の培養を行い、各微生物の成長速度・生産量を調
べ、サンゴ粘液単位量あたりにどれだけ微生物食物連鎖の炭素フローが促進されるかを定量的に明ら
かにすることを目的とした。

2 . 材料と方法
2 . 1. サンゴの採集
ミドリイシ科の枝サンゴ、スギノキミドリイシとトゲスギミドリイシは沖縄県北部の美瀬および瀬底島南端
で採集された。前者は 2014 年の実験 1 に用いられ、後者は 2015 年の実験 2 に用いられた。採集され
たサンゴは、瀬底島の琉球大学瀬底実験施設に持ち帰り、生海水を常時流した野外水槽で 1 年間以
上飼育した。実験を行う10-20日前に、採集したサンゴにナイロン釣り糸をくくりつけた。実験開始前日に、
ナイロン糸についた藻類は取り除かれた。
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2 . 2 . サンゴの培養
サンゴから放出される有機物を含んだ海水を得るため、サンゴの培養を 2014 年 8 月（実験 1 ）と
2015 年 7 月（実験 2 ）に行った。酸・アルカリ洗浄した容量 20リットルのポリカーボネートボトル 2 本に、
16リットルの 0.45µm 濾過海水をそれぞれ加えた。2 本のボトルのうち、1 本はサンゴの培養に用い、もう
1 本はコントロール（サンゴなし）とした。サンゴはナイロン糸を用いてボトル内の海水中に吊した。これら
のボトルを野外水槽で日中 6 ～ 7 時間培養した。ボトル内の水温は現場海水と同じにした。培養中はス
ターラーを用いてタンク内の水をゆるやかに撹拌した。培養終了後、ただちにサンゴをボトルから取り除
いた。
2 . 3 . 微生物の採集
サンゴの培養を終了する1 時間前に、実験所の桟橋で表層水をバケツ採水した。細菌のみ、および
細菌＋従属栄養性ナノ鞭毛虫（細菌捕食者）の環境を作るため、採水した海水を 20µm メッシュで逆
濾過（細菌＋従属栄養性ナノ鞭毛虫）または 2µm フィルターで重力濾過（細菌のみ）した。6 本のポリ
カーボネートボトル（容量2.4 l）に20µm 濾過海水を800ml ずつ分注した。別の6 本のポリカーボネートボ
トル（容量 2.4 l ）に 2µm 濾過海水を800ml ずつ分注した。続いて、上述したサンゴ培養水 1,500mlを
20µm 濾過海水が入ったボトル3本および2µm濾過海水の入ったボトル3 本に混合し、合計 2.3 lとした。
同様に、コントロール培養水 1,500mlを20µm 濾過海水の入ったボトル3 本と2µm 濾過海水の入ったボ
トル3 本に混合して、合計で2.3 lとした。
2 . 4 . 微生物の培養
細菌のみ、または細菌＋従属栄養性ナノ鞭毛虫の海水濾過を含むサンゴ培養水またはコントロー
ル水（合計 12 本のボトル）をゆるやかに撹拌しながら暗所で 96-120 時間培養した。培養開始直後の
0 時間から24 時間毎に、各ボトルから細菌試料（ 15ml ）
、鞭毛虫試料（ 200ml ）
、DOC 試料（ 10ml ）
をサンプリングした。細菌試料は 1 ％ホルマリンで固定し、鞭毛虫試料は 2 ％グルタルアルデヒドで固定
し、分析まで冷凍または冷蔵保存した。DOC 試料は、焼いた GF/ F で濾過を行い、濾液を焼いたアン
プル管にいれて、封をして、分析まで冷凍保存した。
2 . 5 . 分析および微生物の計数
DOC 濃度は全有機炭素メーター
（ Shimadzu, TOC-L CSH J100 ）を用いて測定した。細菌は
SYBR Gold 染色を行った後に蛍光顕微鏡下で計数した（ Shibata et al. 2006 ）。鞭毛虫はプリムリン
染色を行った後に蛍光顕微鏡下で計数した（Sherr et al. 1993 ）。従属栄養性ナノ鞭毛虫と独立栄養
性ナノ鞭毛虫の区別はクロロフィルの自家蛍光の有無で判別した。細菌は1 細胞あたり15fg Cと仮定し
て（ Caron et al. 1995）
、生物量を算出した。鞭毛虫は顕微鏡下でサイズを測定し、体積を求め、これ
に換算式（ 183fg Cµm－3, Caron et al. 1995）を乗じて個体あたりの炭素量を求め、個体数を乗じて、
生物量を計算した。
2 . 6 . 統計処理
サンゴ培養水添加区とコントロールにおけるDOC 濃度、細菌数、鞭毛虫数の差の検定は Student’s

t-testを用いた。P 値が0.05以下の場合を有意とした。
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3 . 結果と考察
実験開始時の DOC 濃度は、両実験においてコントロール区で 74.0µM 以下、粘液添加区で
96.0µM 以下であった。どちらの実験においても、72 時間以内に粘液区の DOC 濃度の減少量はコン
トロールのそれよりも高かった（ t-test, P ＜0.05；図 1 ）。これは粘液区の細菌によるDOC の消費がより
大きかったためと推察された。細菌密度のピークはコントロールと粘液区ともに培養開始から24 時間後
に現れたが（ただし、実験 1 のコントロール区では 48 時間後に細菌数が最大となった）
、24 時間後の粘
液区の細菌密度はコントロールよりも大きく増大していた（ただし実験 1 の＜ 20µm 分画を除く）
（ t-test,

P ＜0.005；図 2 ）。ピーク時の細菌数は、＜2µm 分画のほうが＜20µm 分画よりも僅かに高かったが、こ
れは＜20µm 分画において従属栄養性鞭毛虫による細菌捕食の影響と推察された。

図 1. 微生物培養実験中におけるDOC 濃度の変化

細菌の成長速度（µ, day－1 ）を、＜2µm 分画における細菌密度の24 時間後の増大とDOC 濃度の
減少から計算すると、粘液区の成長速度はコントロールよりも1.6 倍（実験 1 ）から1.4 倍（実験 2 ）高い
値を示した。また培養 24 時間以内における細菌の成長効率は、細菌細胞あたりの炭素量を15fg Cと
仮定して計算すると、粘液区の成長効率はコントロールよりも1.8 倍（実験 1 ）から1.9 倍（実験 2 ）高い
値を示した。細菌の成長速度（ µ, day －1 ）は、両実験ともにコントロール区より粘液区のほうが高いこと
から、粘液は細菌の良い増殖基質になっていると考えられる。また、細菌の成長効率がコントロールより
も粘液区のほうが高いことから、サンゴ粘液は細菌にとってより易分解性であることが考えられた。
従属栄養性ナノ鞭毛虫密度のピークは、細菌密度のピークから24-48 時間後に観察された。細菌密
度と同様に、粘液区の従属栄養性ナノ鞭毛虫の密度はコントロール区よりも大きく増大した（ Fig. 3 ）。
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図 2 . 微生物培養実験中の細菌数の変化

培養 72 時間後における粘液区の従属栄養性ナノ鞭毛虫数の増大数は両実験ともにコントロール区より
も有意に高かった（ t-test, P ＜ 0.05 ）。従属栄養性ナノ鞭毛虫の成長速度（ µ, day －1 ）は、粘液区で
はコントロールよりも1.5 倍（実験 2）から2.4 倍（実験 1 ）高い値を示した。粘液区の従属栄養性ナノ鞭
毛虫の密度はコントロール区よりも大きく増大したことから、従属栄養性ナノ鞭毛虫は粘液区の有機物
を利用して増大した細菌を捕食して密度を増大したことが示された。そのため従属栄養性ナノ鞭毛虫
密度のピーク時には細菌数は大きく減少していた。しかし従属栄養性ナノ鞭毛虫が取り除かれている
＜ 2µm 分画においても細菌数は減少しており、この分画においてピコサイズの従属栄養性鞭毛虫
による捕食の影響があったことが推察された。またサンゴ粘液のない環境（コントロール区）において
も、ある程度は細菌や従属栄養性ナノ鞭毛虫が増殖しており、同時に DOC 濃度も減少していた。こ
れは実験用に採水した海水中に既にある程度の易分解性の有機物が含まれており、それが細菌と

図 3 . 微生物培養実験中における従属栄養性ナノ鞭毛虫（ HNF ）数の変化
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従属栄養性ナノ鞭毛虫の増殖に利用されていたことを示唆している。微生物培養実験を開始する前
に、すでに数時間（7-8 時間）の野外培養を経ており、その間にコントロール区では DOC が枯渇してい
たと予想していたが、本実験では 0.45µm の濾過海水を用いたために大部分の細菌は取り除かれてお
り
（ Lee et al. 1995）
、微生物培養開始時には細菌が利用していなかった溶存有機物が残存していた
可能性が考えられた。
コントロール区と粘液区におけるDOC の日間生産速度（ = 細菌による消費速度）に対する細菌と従
属栄養性ナノ鞭毛虫の相対的な日間生産量及び炭素フローを図 4 に示した。実験 1 では、サンゴ粘液
由来の DOC 生産量を100mg C m－3 d－1としたときの細菌（ 9.5mg C m－3 d－1 ）
と従属栄養性ナノ鞭
毛虫（1.3mg C m－3 d－1 ）の生産量は、コントロールにおける細菌と鞭毛虫生産量よりもそれぞれ1.8 倍、
3.0 倍高かった。

図 4. サンゴ有機物に端を発した微生物食物連鎖の炭素フロー．
四角内また外の数字は DOC 生産量（ mg C m －3 d －1 ）に対する相対値を示す．
DOC：溶存態有機炭素，HNF：従属栄養性ナノ鞭毛虫．

実験 2では、サンゴ粘液由来の DOCを100mg C m－3 d－1としたときの細菌（ 39.9mg C m－3 d－1 ）
と従属栄養性鞭毛虫（6.4mg C m－3 d－1 ）の生産量は、コントロールにおける細菌と鞭毛虫生産量より
もそれぞれ 1.9 倍、2.5 倍高かった。したがって、本実験によりサンゴ由来の有機物が、細菌と鞭毛虫を
経由して微生物食物連鎖の炭素フローを促進することが定量的に示された。一般にサンゴ礁では、サ
ンゴの被覆率が高いほどサンゴ粘液の水柱へのインプットが増大するため（ Nakajima et al. 2013 ）
、
健全なサンゴ礁（サンゴ被覆率の高いサンゴ礁）ではより活発な微生物食連鎖が存在していると考えら
れる。近年、全球的気候変動（温暖化や海洋酸性化）や富栄養化、魚の乱獲といった人間活動によ
る強いストレスの影響を受けて、徐々に造礁サンゴ群集が衰退している（ Hughes et al. 2007 ）。上述
したように、造礁サンゴはサンゴ礁生態系の効率の良い物質循環を可能にしていると考えられるが、サ
ンゴの衰退によってこれらの効率の良い物質循環プロセスは失われると考えられる。今後さらに多くの
サンゴ種においてサンゴ由来有機物の微生物食物連鎖（さらには生食食物連鎖）への寄与を明らかに
し、サンゴ粘液の礁スケールにおける物質循環への寄与を明らかにすることが重要である。
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