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執筆担当箇所
2-6 サンゴ礁の攪乱と持続的利用

コラム：サンゴ礁に暮らす人々「環礁の植生変
化」
5-1 修復と再生の技術

コラム：サンゴの産卵－幼生保育型サンゴ－

6-1-7-a 石垣島

コラム：ミドリイシのユニークな遺伝的特性

コラム：イシサンゴ類の一斉産卵

1-2 サンゴ礁の分布

6-2-1-c 伊豆諸島

6-1-1 小笠原諸島
6-1-4-b 慶良間諸島

6-2-4 四国

6-1-5 大東諸島

4-5 観光
6-1-6 宮古群島
4-4 漁業
1-2 サンゴ礁の分布
コラム：国境のサンゴ礁

3-1 日本におけるサンゴ礁モニタリング
4-2 法制度
4-6 国際協力
コラム：日本のサンゴ礁研究前史寸描
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4-5 観光
6-1-6 宮古群島
コラム：琉球石灰岩の地形と利用

コラム：日本におけるリーフチェック

3-2 サンゴ礁のリモートセンシング

4-1 日本におけるサンゴ礁保全・管理の特徴と
方向性
6-1-2 大隅諸島・トカラ列島
6-1-3 奄美群島
6-2-2-a 壱岐
2-1 地球環境変動と白化現象
2-4 沿岸域の直接的開発
4-3 サンゴ礁の総合教育
1-1 日本の造礁サンゴ類
1-3 サンゴ礁生物群集の分布（作画）
コラム：サンゴ礁を利用した沖縄の古い民具
6-1-2 大隅諸島・トカラ列島
6-2-5 九州
6-2-3 紀伊半島
6-1-5 大東諸島

コラム：国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター

6-1-3 奄美群島

2-5 陸域からの汚濁物質の流入負荷

5-1 修復と再生の技術

3-2 サンゴ礁のリモートセンシング
6-1-4-a 沖縄島
コラム：三宅島の復興に向けて

前見返し地図
６章索引地図
6-1-4-c 沖縄島周辺のその他の島々
6-1-7-b 石西礁湖
6-2-1-a 房総半島
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福岡大学理学部地球圏科学科
〒814-0180
福岡県福岡市城南区七隈8-19-1
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茨城県つくば市小野川16-2

1-3 サンゴ礁生物群集の分布
コラム：都市と共存するサンゴ礁

名桜大学国際学部観光産業学科
〒905-8585
沖縄県名護市字為又 1220-1
琉球大学（名誉教授）
〒903-0213
沖縄県中頭郡西原町字千原１番地
東海大学東海大学海洋研究所
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静岡県静岡市清水折戸3-20-1

2-3 イシサンゴ類の病気についての現況

4-2 法制度
4-3 サンゴ礁の総合教育
4-6 国際協力
5-2 サンゴ礁生態系再生のための取り組み

6-2-1-b 伊豆半島

6-2-2-a 壱岐

1-2 サンゴ礁の分布
3-2 サンゴ礁のリモートセンシング
6-1-7-a 石垣島
6-2-2-a 壱岐
6-2-2-b 対馬
6-2-2-c 隠岐・五島列島
裏見返ランドサット図
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2-2 サンゴ食害生物
6-1-7-c 西表島と周辺の島々

