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はじめに

　中尾ら（2009）は，サンゴの被度に関する報告書
やモニタリングデータを収集し，統一的なフォー
マットでデータベースを作成して分析を行なった。
その後，大森 信氏から，中尾ら（2009）に対する
数々の質問とコメントを頂いた。本稿は，それらに
対して回答するものである。なお，大森氏から頂い
た質問とコメントの概要を次節で示す。詳細は大森
（2010）を参照されたい。
　大森（2010）も指摘するように，中尾ら（2009）
の第一の意義は，今まで散在していたサンゴ被度に
関する既存の報告書等のデータを収集して集約し，
統一的なデータベースを作成したことにある。解析
に関しては，中尾ら（2009）の 117 ページに示した
ように，予報の域を出ない。これらの点を本稿で再
び強調するとともに，大森（2010）の指摘に応える
形で，今後の方向性を示したい。

大森（2010）のコメントと，コメントへの
回答

コメント 1　「“収集した 43 の資料（51 の調査）を
データベース化した”（中尾ら， 2009， p110）とあ
るが，中尾ら（2009）の表 1データベース化した資
料のリストでは，番号 1～43 のほかに 100～132 の

資料が示されている（同様に調査も番号 1～51 のほ
かに 100～132 が示されている）。100 番台の資料と
調査の取り扱いが不明である」
回答　中尾ら（2009）の表 1最下部に「石西礁湖及
び石垣島モニタリング調査のGIS データ（国際サ
ンゴ礁研究・モニタリングセンター提供）の資料番
号は 100 番台とした」とあり，100 番台の資料と調
査の取り扱いはこれに従っている。

コメント 2　「表 1で調査番号 4，5，18 が 2 回ずつ
示されているが，その理由がわからない」
回答　中尾ら（2009）の表 1で 2回目に示された調
査番号はいずれも誤植であり，指摘に感謝する。4，
5，18 を全て 1回ずつの記載に，そして調査番号 4
と 5の調査年に関して中尾ら（2009）では“不明”
となっていたがこれを「1992 年」に，それぞれ訂
正する。

コメント 3　「“高緯度サンゴ域”のサンゴ被度が
1992 年の 10%からたった一年間で 60%に“回復”
したと見える結果は（よほど小さな範囲での調査で
も）信じがたい」
回答　“高緯度サンゴ域”として含めた調査地点が
1992 年には島根（4サンプル），相模湾（1サンプ
ル），東京湾（5サンプル），房総（1サンプル），伊
豆七島北（2サンプル），伊豆七島南（1サンプル）
であるのに対し，1993 年には全て土佐湾（16 サン
プル）であることに起因している。中尾（2009）で
は，同じ“高緯度サンゴ分布域”或いは“サンゴ礁
域”に属していても，被度及びその撹乱要因の時間
推移は海域によって異なることを，各海域における
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これらの結果の比較を通じて結論づけており，中尾
ら（2009）でも，“高緯度サンゴ分布域”或いは“サ
ンゴ礁域”に大別して被度の解析を行なう際の問題
点を把握した上で解析を行なった。これらの研究
は，被度のデータが存在する調査地点のデータを全
て等価に扱うという前提で行なったものであり，将
来的には当然，後述のようにデータの質や空間的な
分布等に基づき，客観的な重みを付けた解析を行な
うべきだという認識を著者らも持っている。「『大海
域』またはそれ以下の海域ごとのサンゴ被度を算出
し，その海域がそれぞれ“高緯度サンゴ域”や“サ
ンゴ礁域”全体に占める面積の割合に応じて被度の
値を補正すれば，いくらか妥当な数値が算出できる
かもしれない」という，以下の項目 9における大森 
（2010） の指摘は著者らも同意するものである。一
方，対象海域を狭めるほど調査地点数が少なくなる
ので，データベース作成に際しては調査地点数と空
間的代表性は概してトレード・オフの関係になり，
この点についても考慮しつつ，より精度の高いデー
タベース作成に向けて現在取り組んでいるところで
ある。

コメント 4　「図 5にサンゴ被度のエラーバーが示
されているが，調査点数が 1612 にもおよんだ 1996
年の値に標準誤差 0というのはわからない」
回答　中尾ら（2009）図 5の標準誤差は誤って表示
されており，指摘に心から感謝する。正しい結果を
本稿の図 1で示す（本稿では，より広く使われてい
る標準偏差で示す）。尚，中尾ら（2009）の図 5で
示されている各年の被度の平均値は，高緯度サンゴ
域，サンゴ礁域共に正しく表示されている。

コメント 5　「上の 1996 年の調査点数がほかの年よ
り圧倒的に多いのはどうしてか。過去を振り返っ
て，調査点数が多くなったのは大規模白化現象の
あった 1998 年あるいはその直後ではなかったかと
考えるが，1996 年はなぜ調査点が急増したのか説
明がない」
回答　1990～1992 年，1995～1996 年に自然環境保
全基礎調査が実施されており（中尾ら 2009），この
調査結果を含めたことが，1996 年に調査点数が極
めて多い理由である。特に，1996 年のサンゴ礁域
調査地点数 1625 のうち，第 5回自然環境保全基礎
調査海辺調査で取得されたものは 1528 地点に上る。

コメント 6　「サンゴ礁域”のサンゴ被度が，大規
模白化現象やオニヒトデの大発生の生じる直前の
1997 年よりそれらを経験した後（場所によっては
経験中）の 2006 年のほうが高いというのは実情を
反映していない数値と思われる」
回答　簡単のため，1997 年と 2006 年の比較で考え
る。この両年のサンゴ礁域の調査地点数はそれぞれ
109 と 381 である。そのうち，石西礁湖及び石垣島
周辺海域の広域モニタリング調査による地点数がそ
れぞれ 84，198 であり，それぞれ全調査地点数の
77%，52%を占める。そのため，“サンゴ礁域”の
被度の傾向は，石西礁湖及び石垣島周辺海域の広域
モニタリング調査で得られた結果（国際サンゴ礁研
究・モニタリングセンター2005; http://www.coremoc. 
go.jp/kekka/2004_sekisei.htm）に類似している（図
2）。
　国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター
（2005）ではオニヒトデ出現地点頻度も示されてい
るが（図 2），1991 年から 2000 年までの 10 年間の

図  1　“高緯度サンゴ分布域”と“サンゴ礁域”における，1970～2007 年の被度の経年変化。サンゴ
被度のエラーバーは 1標準偏差を表す。調査地点数については，中尾ら（2009）を参照
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被度とオニヒトデ出現地点頻度との間には強い負の
相関が見られ，他の要因による影響の加減はあるも
のの，少なくとも，1990 年代に入ってからのオニ
ヒトデの減少が被度の向上に大きく影響したと考え
られる。

コメント 7　「チービシ，慶良間列島，石垣島，石
西礁湖など，私（大森氏）が知っている場所のサン
ゴはいずれもこの 20 年間で大幅に減少している。
それなのに“サンゴ礁域”でデータを解析すると全
く違った結果が出てくるのはなぜか？調査点の面積
は反映されているのか，大面積低被度地点と小面積
高被度地点とが等価に処理されていないだろうか」
回答　中尾ら（2009）では，被度が計測された全て
の調査地点を等価に扱っている。中尾ら （2009）の
“サンゴ礁域”の被度の時系列の結果が，大森氏の
長年の現場での知見に基づく認識と乖離しているこ
とについては，以下のコメント 9にも関連するので
後述する。

コメント 8　「リーフチェックなどでは，サンゴが
失われたために以後は調査されず，といった調査点
があると思うが，そういった調査点を評価に入れて
いるのか。サンゴの見つかる地点を探し出して調査
するという調査では正確なデータは得られない」
回答　上述のように，中尾ら（2009）では，被度が
計測された全ての調査地点を等価に扱っており，調
査目的，実施主体，手法による重み付けは行なって

いない。そのため，調査の特徴を踏まえたデータの
重み付けを行なえば，被度の結果は多少異なること
は大いに考えられ，現在，より精確なデータベース
の作成に向け，妥当な重み付けの方法について検討
中である。重み付けに関しても慎重に考えていく必
要がある。例えば，同じ海域で長期に亘って実施さ
れているモニタリング調査の結果は重みをつける。
オニヒトデや赤土，白化など特定のストレス要因に
注目し，その影響の評価及び回復を追跡するため
の，テーマを定めたモニタリングは，或る程度の期
間，同じ海域で継続的に実施されているデータを使
用する。このように，調査海域と継続期間に関して
或る程度の基準値を設け，それらを満たさないデー
タについては，データベースには反映させないか，
重み付けを軽くして採用するといった方法が考えら
れる。

コメント 9　「中尾ら（2009）は論文中で，動かな
い調査点（定点）での長期にわたる観測値がないこ
と，環境条件の異なる地点が広く含まれること，年
によって調査点の数や分布が変わること，モニタリ
ングの目的や方法が変わること，などによって生ず
るデータの不確実性を認めている。しかし，論文で
示されている分析方法からだけではメタ解析に対す
る上記の疑問は残る。サンゴ被度分析にあたって，
各調査点の値を全て均等に扱ったのであれば，後述
するAおよびBの問題がでてくるが，そうでなく，
まず大海域ごとに被度を算出し，それらを用いて

図  2　広域での概括モニタリングによって得られた，1983～2004 年の石西礁湖におけるサンゴ類被
度と（縦軸右側の値（%））オニヒトデ出現地点頻度（縦軸左側の値）の時系列（国際サンゴ礁研究・
モニタリングセンター 2005; http://www.coremoc.go.jp/kekka/2004_sekisei.htm より引用） 
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“高緯度サンゴ域”と“サンゴ礁域”の値を求めた
のであれば別の問題（C）がでてくる。それ以外の
方法で分析したのかもしれないが，不明なため，示
された数値を評価できない」
回答　ここで，大森（2010）によって提示されたA, 
B, C の問題とは以下の通りである。
A）　中尾ら（2009）の図 3に示されているように，

調査点数は海域（＝大海域（中尾ら（2009）の
表 3））によって偏りがあることが多く，また
その偏りは年代によって異なっている。もし全
調査点の値を均等に扱ったのであれば，年代に
よって被度に影響する海域間の均等性が変化す
る。具体的には，“サンゴ礁域”の被度は 1970
年代は沖縄諸島，1980 年代は八重山群島，
1990 年代は奄美，沖縄，八重山の 3海域全て，
2000 年代は八重山群島が調査地点数で卓越し
ているため，それらの海域の状況が“サンゴ礁
域”のサンゴ被度に反映されていると考えら
れ，そうした値を“サンゴ礁域”全体の状況を
示すものとみなすのは不適当である。

B）　中尾ら（2009）の 111 ページ右段で著者らは
「サンゴの被度を左右する撹乱要因は年代に
よっても，海域によっても大きく異なる」と述
べているが，ここでの海域は「八重山群島」と
いった［大海域］以下の海域レベルを指してい
るのであろう。著者らが［大海域］以下の海域
レベルによって被度の変化が異なっていること
を認識していたにもかかわらず全調査点を均等
に扱ってデータを解析したのなら，不可解であ
る。

C）　Aと Bで述べた問題は［大海域］またはそれ

以下の海域ごとのサンゴ被度を算出し，その海
域がそれぞれ“高緯度サンゴ域”や“サンゴ礁
域”全体に占める面積の割合に応じて被度の値
を補正すれば，いくらか妥当な数値が算出でき
るかもしれない。その時には分析に当たって各
調査点の環境条件や調査目的と性格の異なる調
査点の割合が年毎に大きく異なっていないかど
うかも考えなければならない。

　上記のように，中尾ら（2009）では，サンゴ被度
分布にあたって各調査点の値を全て均等に扱った。
調査点数に海域や年代による偏りが存在することは
大森氏の指摘の通りである。前述のように，より精
確なデータベースの作成に向けては，これらの偏り
によって生じ得る誤差を最小化するための努力が必
要であるのは言うまでもないことだが，ここでは，
“サンゴ礁域”全体の被度が，中尾ら（2009）の区
分による『八重山群島』等の『大海域』，そして「石
垣島」・「石西礁湖」等の「中海域」の被度を代表す
るものになっているかどうかについて検証したい。
　“サンゴ礁域”と，広域での概括モニタリング調
査（石西礁湖及び周辺海域，石垣島周辺海域）によ
る結果のみを使用した場合の，1970～2007 年の被
度の時系列を図 3に示す。これを見ると，広域での
概括モニタリング調査による調査数が“サンゴ礁
域”全体のそれに占める割合が年によって異なるた
め，それぞれの被度の時系列には相違が見られるも
のの，中尾ら（2009）で示された“サンゴ礁域”に
おける被度の増加傾向は，「石垣島」・「石西礁湖」
といった「中海域」での結果と同期的であることが
分かる。よって，中尾ら（2009）の“サンゴ礁域”

図  3　“サンゴ礁域”と，広域での概括モニタリング調査（石西礁湖及び周辺海域，石垣島周辺海域）
による結果のみを使用した場合の，1970～2007 年の被度の時系列。“サンゴ礁域”の被度の値は図 1
と同じ
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の被度の時系列の結果が，大森（2010）が指摘する
ように長年の現場での知見に基づく認識と乖離して
いるのであれば，それは，「石垣島」・「石西礁湖」
におけるデータ取得地点が一般的でないことを意味
する可能性がある。今後，調査地点ごとの地形的条
件の違い（礁斜面，礁池など）や物理環境（波当た
りや河口からの距離など）の違いを考慮した解析を
行い，調査地点の妥当性（分布の偏りの有無等）を
確認した上で，サンゴの被度変化とそれを起こす要
因を明らかにする必要があるだろう。また，中尾ら
（2009）が収集できなかったデータの中に，大森
（2010）の指摘する，サンゴがいずれもこの 20 年間
で大幅に減少していることを示す客観的なデータが
存在する可能性がある。データに関しては，筆者ら
は，さらなる収集の努力を行うとともに，読者から
の情報提供をお願いする次第である。

おわりに

　Pandolfi et al. （2003）の全球の例，Gardner et al. 
（2003）のカリブ海の例，Bruno and Selig （2007）
のインド太平洋の例など，既存の報告を収集した長
期かつ広域のデータベースの作成とその分析は，サ
ンゴ礁の変化のベースラインを示すものとしてその
意義は非常に大きい。こうした取り組みに比較し
て，日本におけるデータベースの作成と分析は遅れ
ていると言わざるをえず，統一的なデータベースの
作成は急務である。Pandolfi et al. （2003）は全球，
Bruno and Selig （2007）はインド太平洋を対象と
したと謳っているが，実際には前者には日本のデー
タは全く含まれておらず，後者にもほとんど含まれ
ていない。中尾ら（2009）はこうした背景と問題意
識のもと執筆された。
　一方で，広域のデータベースを分析するにあたっ
ては，中尾ら（2009）がすでに一部を指摘し，本討
論でも議論されたように，データ数の偏りなど，さ
まざまな制約がある。それらを克服するためには，
さらにデータベースを充実させるだけでなく，上記
のように，地点ごとの条件を考えた解析が必要とな
るであろう。中尾ら（2009）と本討論がデータベー
ス作成とその活用に関する問題提起となり，今後の
データベースのさらなる充実やその活用につながる

よう努めたい。
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