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温帯域サンゴ群落における

り う る こ と が 示 唆 さ れ る ． Sentoku & Ezaki

非造礁性キサンゴ科サンゴの適応様式

(2012) が明らかにした非造礁性キサンゴ科の
｢出芽の規則性｣のうち，出芽部位は，種の違い

千徳明日香（大阪市立大学大学院・理）

によって特定の 4 箇所内の 1，2，4 箇所からの
み出芽するという特殊性が認められた．祖先形

キサンゴ科(刺胞動物門)は，群体性・単体性，

質解析の結果より，出芽部位は，潜在的には４

共生藻の有無，自由生活性・固着性など生活様

箇所でそれが適宜制限されることで，単軸状か

式の違いに応じ，多様な形態を有し軟底質から

ら単体や仮軸状の多様な形態が形成されること

硬底質，潮干帯から深海帯までと，多元的な海

が明らかとなった．とりわけキサンゴ科の出芽

底 環 境 に 適 応 し て い る ． 固 着 性 Tubastraea

箇所は，生息深度や波の営力などの外的な生息

coccinea (イボヤギ)は，共生藻を有さないために

環境に即応して調整され，群体形態を変化させ

本来は深海や海底洞窟などに多く生息する非造

ている．イボヤギの出芽箇所は 4 箇所であり，

礁性のサンゴ種であるが，近年，サンゴ礁域や，

さらに出芽の傾斜が他の種よりも鋭角なため，

温帯域のサンゴ群落にも進出している．しかし，

波の営力に強い塊状の形態が効率的に形成され

イボヤギがなぜこのような造礁性サンゴが優勢

ている．そのため，波浪の影響が大きい浅海域

な環境においても生息が可能となり，どのよう

にも進出可能であり，さらに，光が不要なため，

な過程でニッチを拡大したのかは，いまだ明ら

温帯域浅海サンゴ群落の他のサンゴが生息でき

かになっていない．本研究は非造礁性サンゴイ

ない日陰ポイントなど（図１）に入り込むこと

ボヤギの温帯域浅海サンゴ群落における適応様

により生息域が拡大したと考えられる．

式とキサンゴ科の適応進化史，環境との相互作

今後はさらに生息場所の深度，照度，堆積物

用による多様性の時空間的変遷の解明を試みた．

の量，干出の頻度，流速，地形，さらには周囲

本研究では，和歌山県の田辺湾や白浜，高知

の造礁性サンゴや藻類との関係性を総合的な解

県柏島など極浅海域の温帯性のサンゴ群落に生

析を進める予定である．その際，
「群体における

息するイボヤギを含むキサンゴ科サンゴを観察

出芽様式」と出芽場所を規制している方向隔壁

し，写真などから形態解析（個体差の比較等）

（隔膜）や一次隔壁の発生学的・機能的な意味

を進め，その際，軟体部のサンプリングを行っ

も解明していく必要がある．

た．採取したキサンゴ科六射サンゴ 20 種を用い，
それぞれの ITS1-5.8SrRNA-ITS2 領域の部分塩基
配列を決定し，既存の六射サンゴの塩基配列デ
ータとともに分子系統解析や祖先形質解析を行
った．その結果，非造礁性のサンゴでは単系統
の大きなクレードが認められた．また，
Dendrophyllia ehrenbergiana は，イボヤギのシノ
ニムとされているが，形態観察の結果から出芽
部位の違いに起因する群体形態の大きな差異が
認められており，さらに分子系系統解析の結果
からも別種であることが明らかとなった．今後，
出芽部位の相違は，分類学的に重要な形質にな
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