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　バリ島北部、プムトゥラン発――夕暮れ時の太陽がビーチを心地よ
い暖かさで満たし、静かな波は浜辺にそっと打ち寄せる――そんな海
辺を散歩していると、ときおり、細かな黒い砂に埋もれた、白いケー
ブルの太い束につまずく。

　ケーブルは海中へとのびているようで、やがて見えなくなる。その
先の海上には、大きな青いプラスチックのボールが波間に揺れてい
る。バリ島北西部の海岸沿いに広がる熱帯の楽園の中で、勝手に生え
てきたかのように見苦しく顔を出しているケーブルの束は、いささか
場違いのようにも見える。

　これらのケーブルは、海中で行なわれている非常に独創的かつ野心
的な実験の一部を担っている――低電圧電流を用いて、極度に破壊が
進んだサンゴ礁の再生を促そうというものだ。サンゴの専門家である
米国のトム・ゴロー氏と、ドイツの建築学者、ボルフ・ヒルベルツ氏
が考案したこのプロジェクトは、4年前にスタートし、すでに目覚し
い成果をあげている。

　全長約300メートルにわたって展開されている、この『カラン・レ
スタリ・プロジェクト』――インドネシア語で「サンゴ保護」の意味
――は、この技術を使ったサンゴ育成場としては、世界最大のもの
だ。

　「ほんの短い期間で、サンゴにははっきりと目でわかるような違い
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バリ島北部のリゾート地で4年前に始まった、サンゴ礁再生プロジェ
クトが目覚しい成果をあげている。浅瀬に組んだ鉄筋の格子に電線を
巻きつけて電流を流すと、数日でサンゴの培養地ができあがる。そこ
に生きたサンゴを植えつけて増殖させる仕組みだ。当初は壊滅状態
だったサンゴ礁が、今では多くの魚たちが戻ってくるまでに回復して
いるという。
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が出てくる」と、リーフ・シーン・アクアティクス・ダイブ・セン
ターのオーナー、クリス・ブラウン氏は話す。同センターは、サンゴ
保護活動に取り組む地元のホテルや商店と共同で、このプロジェクト
に資金を提供している。

　この手法は、インド洋のモーリシャス島など他の熱帯地域でも実験
的に用いられているが、バリ島のプロジェクトはもっとも大規模で、
かつ野心的なものだ。

　インドネシアには、世界中で確認されている793種の造礁サンゴの
うち、581種が生息しているが、その大部分がプムトゥラン湾に集中
している。この地域は長年、スキューバダイバーたちにも人気のス
ポットとなってきたが、サンゴが死滅するようなことになれば、ダイ
バーは他の地域に移っていってしまい、地元の観光業に影響が及ぶこ
とになる。

　海面下約3メートルから6メートルの砂地の海底には、建設用鉄筋を
格子状に溶接した、大きなかごのような構造物が数多く置かれてい
る。上から見ると、水面下に、ジャングルジムやうんてい、すり鉢型
をした回転遊具など、子どもが飛びついて登る遊び場のようだ。なか
にはクジラの胸郭のように見えるものもある。

　電流を流すワイヤーは鉄筋にしっかりと張りめぐらされ、陸上の電
源設備につながっている。ブラウン氏の見積もりによると、週あたり
の電力使用量は、60ワット電球1個を1ヵ月間点灯した場合とほぼ同じ
だという。

　実際に海に入らなくても、タマン・サリ・バリ・コテージに展示さ
れているカラー写真で、サンゴが再生していく様子が見られる。この
ホテルは、2000年のプロジェクト開始時に資金1万5000ドルを提供し
ている。

　オーストラリア出身でこのホテルの共同経営者でもあるブラウン氏
は、1992年から人口8000人のこの漁村に住んでいる。同氏による
と、電流を流しはじめてから数日で、鉄筋の周りに白い石灰岩の膜が
できていったという。この膜がサンゴの成長に必要な培地になる。

　その後、この格子状構造物に生きたサンゴの小片を植えつけると、
サンゴは「通常の5倍から10倍の速さで成長し始め、色も鮮やかにな
り、暑い気候や汚染に対する回復力も増す」と、タマン・サリ・コ
テージを共同経営する米国人、ランダル・ドッジ氏(ネブラスカ州出
身)は話す。ドッジ氏は現地では、ナリャーナというインドネシア風の
愛称で通っている。

　サンゴは、鉄筋に直接植え付けられたり、ワイヤーで固定された
り、特別に作られた隙間に埋め込まれたりした。また、ソフトコーラ
ル類や海綿動物、尾索動物、イソギンチャクも移植された。すると
1ヵ月もしないうちに、鮮やかな色を帯び、約1センチまで成長したサ
ンゴの姿が確認された。電流がうまく流れなかった格子では生育が鈍
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く、色もさえなかった。

　「今では魚も戻ってきていて、深海魚も昼間、このサンゴ礁に休み
にやってくる」とナリャーナ氏。

　再生したサンゴ礁の周辺には、イカ、ウニ、ヒトデが集まってき
た。また、ツバメウオ、スズメダイ、掃除魚と呼ばれるベラ類のほ
か、たくさんのフエダイも群がってきた。一方、ダイバーたちも、若
い魚の大群――今後魚の個体数が維持可能で、長い間待望されてきた
バランスのとれた生態系が復活していることを示すよい兆候――の存
在を確認している。

　ナリャーナ氏によると、プロジェクトが始まった当初、ここのサン
ゴ礁は「完全に不毛の地」だったという。1990年代初めのエルニー
ニョ現象によってこのサンゴ礁は色あせ、浅瀬のサンゴの大半が死滅
した。さらに、1998年のアジア経済危機で経済的に苦しくなった漁民
が爆発物などを使う破壊的漁業を行なった結果、サンゴ礁にいっそう
のダメージが加わったと、同氏は説明する。

　また、1990年代半ばにはサンゴを大量に食うオニヒトデが7万匹も
大量発生し、絶滅の寸前までいったが、このときはオニヒトデがサン
ゴ礁を食い尽くす前に、ダイバーたちがそのほとんどを海から取り除
いたという。

　また、ブラウン氏やナリャーナ氏などサンゴの今後を懸念する人々
の支援により、コミュニティー・プログラムも長年にわたって実施さ
れてきた。ここでは、長期的にサンゴにもっとも悪い影響を及ぼすの
は、爆発物を使う漁業だということを、地元の人々に説明している。

　「プムトゥランの漁民たちは、実際に海へ出て行って爆発物のス
イッチを切るようになった」とナリャーナ氏は述べる。「海の保護が
将来につながるということを納得してもらうためには、啓蒙と対話と
実演が必要だった」

　ゴロー氏やヒルベルツ氏は、このサンゴ礁プロジェクトは、単なる
生態系の復元にとどまらず、急速に消滅しているサンゴの種とサンゴ
礁で繁殖する魚の保護に役立つ投資だと考えている。ナリャーナ氏も
両氏と同意見だ。

　サンゴ礁を再生、増殖させる方法にはもっと高価なものもあるが、
ブラウン氏は、そうした方法を採用する費用が出せない国々に、この
手法を広めたいと考えている。

　「電気が、すでに生息しているサンゴを強くし、周辺のサンゴの状
態にも絶大な影響を及ぼすことがわかった。つまりこれは、今でも状
態のよいサンゴをいっそうよいものにもできる手段なのだ」とブラウ
ン氏は述べた。

[日本語版：近藤尚子／長谷 睦]
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ゼニスの時計を知ってもらうこと
が、なにより大切なのです──
ジャン-フレデリック・デュフー 
バラク・オバマ： その誕生と軌跡
──彼はいかにして第44代合衆国
大統領になったか【３】 
世界を面白くすれば、日本も面白
くなる──ファッションデザイ
ナー 相澤陽介（35歳）の主張 

毎日の食卓をもっと豊かに！ ３作
家が参加する「器のある暮ら
し」、シボネ青山で開催 
冷飯の味──フェティッシュ、ま
たは夢のかけら
 
世界のストリートから by Gordon
Von Steiner vol.123
 
真っ暗な夜空に浮かぶ満月のよう
なデザインの空気清浄機「MAGIC
MOON」 

GQ JAPAN WEBサイトへ

次の記事
2004.8.31 TUE
「ハッカーの精神」を探求する芸術展『I
love you[rev.eng]』
 

前の記事
2004.8.31 TUE
「米政府の機密保持にかかる費用は年間
65億ドル」――政府監視団体報告
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