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ご挨拶 

 

本日は、瀬戸内海区水産研究所の研究成果発表会にご来場頂き、ありがとうございまし

た。今年度の研究成果発表会のキャッチコピーは“生きものを育む海”です。瀬戸内海は

面積あたりの生産量が大きく、狭い海域ながら、かたくちいわし、いかなご、たこ類、え

び類、たちうお、いか類、かれい類、まあじといった多様な生物を対象とした沿岸漁業で

約 20 万トン（1000 億円）、また、高い栄養塩濃度や基礎生産を利用したのりやかきを中心

とした養殖漁業で約 29 万トン（700 億円）が生産されています。瀬戸内海は、まさに“生

きものを育む海”です。今後も我々が利用し続けていくためには、水産資源を評価・管理

し、また必要に応じて添加すること、生息環境を保全し、改善して行くことが欠かせませ

ん。 

今回は４つの成果を披露します。「海の小さな食いしん坊－さまざまな生物の餌として

の役割－」では、一般には比較的馴染みの薄い極く小さな動物プランクトンが、実は水産

有用種を含めた他の生物の餌としても重要である、という興味深い側面を紹介します。「放

流魚のサバイバル訓練－育て方で変わる生き残り戦術－」では、人が育てた魚の天然海域

での生き残りを高め、放流効果を上げようという試みについて紹介します。「物言わぬ魚

が、おしえてくれる魚の履歴」では、瀬戸内海で最も漁獲量の多い魚種であるカタクチイ

ワシの生まれや履歴を探る話です。これは効果的な資源利用に必須である資源評価の精度

向上に直結するものです。最後の「二枚貝で海の健康診断」は、日本周辺で頻発する油流

出事故の生物への影響把握や回復状況を、二枚貝が体内に蓄積している、石油類に特有の

物質から推定する試みです。 

いずれもおもしろく聴いていただける話題だと思います。また、これらの研究は、安定

的に、安全・安心な水産資源を供給することに、直接的、間接的に関わってもいるのです。

今日の成果発表会が当研究所の研究に対する皆様方のご理解の一助となれば幸いです。 
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プログラム 

 

13:00～     開会（業務推進課長 角埜 彰） 

開会挨拶 （瀬戸内海区水産研究所長 玉井恭一） 

 

13:10～13:40  海の小さな食いしん坊 

－さまざまな生物の餌としての役割－ 神山孝史 

 

13:40～14:10  放流魚のサバイバル訓練！  

－育て方で変わる生き残り戦術－  崎山一孝 

 

14:10～14:40  物言わぬ魚が、おしえてくれる魚の履歴 

銭谷 弘 

 

14:40～14:55  休憩 

 

14:55～15:25  二枚貝で海の健康診断 

田中博之 
 

 

15:30～     総合討論（座長：業務推進部長 高柳和史） 

 

16:00～     閉会（業務推進課長 角埜 彰）   
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海の小さな食いしん坊 
―さまざまな生物の餌としての役割－ 

 

神山 孝史（赤潮環境部 有毒プランクトン研究室長） 

 
【背景】 

 海の中に漂う生物はプランクトンと呼ばれ、

陸上植物のように光と環境中の養分で生きて

いる植物プランクトンと、他の生き物を食べて

生きている動物プランクトンに分けることが

できます。中でも、動物プランクトンには肉眼

では見えないものから座布団サイズまでさま

ざまな大きさのものがいます。昔は動物プラン

クトンといえばネットで採集するものでした

が、ここ 30 年程度前からネットでは採集でき

ない小型でかつ非常に壊れやすい動物プラン

クトンが多くいることが徐々にわかりはじめ、

現在では生態系の重要なメンバーの一つとし

て認められるようになりました。これが微小動

物プランクトンと呼ばれるグループです。その

中の重要群が原生動物に属する繊毛虫類です。

繊毛虫類は、植物プランクトンやより小さな微

生物を餌としますが、1 日に捕食する量が炭素

量で自分の体の 24 倍に至ることがあるほどの

大食漢で、海の小さな食いしん坊です。そして、

食べた餌のエネルギーで 1 日に 2－4 倍に増殖

できる能力をもつため、海水中に高密度に出現

して他の動物群の重要な餌となります。これま

で餌としての役割はより大きな動物プランク

トンや魚の稚仔魚に対するものが注目されて

きましたが、最近では他の多様な生物にも利用

されていることがわかってきました。ここでは、

この繊毛虫類に

注目し、マガキ、

クラゲのポリプ

および有毒プラ

ンクトンの餌と

しての役割に関

する成果を紹介

します。 
 
 

【研究成果の内容】 

マガキ養殖場での餌としての役割 
 マガキは我が国の重要な二枚貝養殖対象種

です。海の中の小さな浮遊物を濾し取り栄養と

しているため、プランクトンがその生産を支え

る主な餌となりますが、その中でも量的に多い

植物プランクトンがこれまで注目されてきま

した。しかし、植物プランクトンの量は少ない

時期があるため、マガキは他の餌に強く依存す

る場合もあると考えられます。微小動物プラン

クトンは大きさの点から植物プランクトンと

同様に餌として活用されていると想像されま

すが、マガキの餌としての価値はよくわかって

いません。そこで、マガキの消化管内溶液を顕

微鏡で観察し、消化されにくい殻を持った繊毛

虫類の数を年間を通して調べ、海水中での出現

状況と比較しました。その結果、消化管内に認

められた繊毛虫類の数は海水中での出現密度

と季節的によく似た変動を示しました。また、

人為的に増加させた繊毛虫類をマガキに餌と

して与え、捕食による繊毛虫の減少量から捕食

速度を求めました。マガキは繊毛虫類を短時間

に海水中から除去しました。また、餌となる繊

毛虫類に安定同位体窒素*1 で人為的に標識し、

マガキに捕食させたところ、マガキ体内のこの

物質成分が増加することを確認しました。これ

らの結果から、マガキは植物プランクトンとと

もに繊毛虫類など

の微小動物プラン

クトンも活発に捕

食し、栄養として

いることがわかり

ました。 
 
 
 
 

海洋で見られる繊毛虫類

養殖マガキ 



瀬戸内海区水産研究所 平成２０年度研究成果発表会 

 

 - 2 - 

ミズクラゲのあかちゃんの餌としての役割 
 海の中を漂うクラゲは良く知られた生き物

ですが、卵から孵化した幼生は海岸に付着し、

付着生物として過ごす時期があります。これが

ポリプと呼ばれるステージで、海水のプランク

トンをイソギンチャクのように捕食し、体の一

部が分裂して増えます。通常飼育に使用される

餌は甲殻類の幼生ですが、微小動物プランクト

ンをどの程度利用するかがわかりませんでし

た。そこで実験的にポリプに繊毛虫類を餌

として与え、捕食行動や飼育水中の餌生物

の変化を観察した結果、触手に付着する繊

毛虫を活発に捕食することが観察されま

した。また、1 日あたりの捕食量は炭素換

算でポリプの炭素量の最高 22％に達する

ことがわかりました。最近ミズクラゲの増

加は漁業に悪影響を及ぼすものとして注

目されています。その大発生の原因はいまだ不

明ですが、その一つに内湾の生態系の変化が挙

げられ、特に、動物プランクトン群集の小型化

が指摘されています。

今回の研究結果は、

微小動物プランクト

ンがミズクラゲ大発

生の原因解明の糸口

になる可能性を示し

ています。 
 
意外なプランクトンの餌：有毒プランクトンの

餌 
 繊毛虫類は動物プランクトンですが、葉緑体

をもつものが多くいます。食べた餌の植物プラ

ンクトンの葉緑体だけを消化吸収せず、そのま

ま自分の体に残して光合成でもエネルギーを

得ます。繊毛虫ミリオネクタ ルブラ（ミリオ

ネクタ）はクリプト藻の葉緑体を奪い、自分の

葉緑体として利用する生物であることが最近

わかりましたが、そのミリオネクタの葉緑体を

さらに奪い、自分の葉緑体として機能させる生

物がいます。それが、下痢性貝毒の原因となる

渦鞭毛藻類ディノフィシス属です。いわば、盗

人の盗んだものをさらに盗んで利用するとい

う栄養戦略です。ディノフィシス属はこれまで

培養が困難であったため栄養源が不明でした

が、最近、ミリオネクタを餌として使うことで

その培養が可能となりました。我々はディノフ

ィシス アキュミナータの増殖とミリオネクタ

の密度との関係や自然界の細胞でしか確認で

きなかったディノフィシス アキュミナータの

毒の生産能を世界で初めて室内実験で確認し

ました。 

 
【今後の課題・展望】 

微小動物プランクトンは、小さな植物プラン

クトンや細菌のような微生物を餌とし、さらに

他の生物の餌となることによって生態系で大

きな役割を果たしています。ひいては我々が歓

迎する魚類の生産にも貢献していますが、歓迎

しない有害生物の増殖にも関係するなど非常

に多様な機能を果たしていると考えられます。

わが国沿岸ではその役割はもちろんどのくら

いの量が存在するかの情報さえ未だ少なく、生

態系の機能を利用する水産業の維持・発展のた

めには、生態系の機能にかかわるこれらの生物

群集の情報を集積していくことが必要です。 
 

【備考】 

*1安定同位体：自然界に安定して存在する物

質の中には、原子質量数が通常よりも重い同じ

物質が微量ですが存在します。それを安定同位

体と呼び、通常の原子質量数 14 である窒素の

場合は原子質量数 15 の窒素が対象となります。

生体内では通常の窒素とほとんど同じような

挙動をとるので、標識物として利用することで

生体内の代謝活性測定などに使用されます。 

ミズクラゲのポリプ 

ミリオネクタ（A）、ディノフィシス（B）およびミリオ

ネクタを捕食するディノフィシス（C） 

A B C 
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人工種苗 天然種苗

vｓ

スズキ（30尾）スズキ（30尾）

100尾 100尾

実験池（5,300㎡）

図 2 トラフグの放流試験方法
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図 3 食害魚のいる実験池に放流したトラ 

フグ人工種苗と天然種苗の生残率 

放流魚のサバイバル訓練！  
－育て方で変わる生き残り戦術－ 

 
崎山 一孝（栽培資源部 栽培技術研究室 主任技術開発員） 

 
【背景】 

人が育てた魚（人工種苗）を海や川に放

して（放流）、大きく育ってから獲ろうとい

う試みが日本各地で行われています。この

方法は「栽培漁業」と呼ばれています。し

かし、人工種苗は生まれてからずっと人に

守られて育てられてきたので、天然の海で

は他の魚に食べられ易く、放流直後にかな

りの尾数が死んでしまうと考えられていま

す。この問題を解決するためには、放流し

た種苗がどのように食べられるのか（死ん

でいくのか）を明らかにして、逃げたり隠

れたりするのが上手な、他の魚に食べられ

にくい性質を持った種苗を育てることが重

要です。しかし、天然の海では、放した種

苗は遠くに行ってしまい捕まえることが難

しいので、生き残りの状況を調査するのは

非常に困難です。そこで、栽培技術研究室

では、瀬戸内海区水産研究所の百島実験施

設（図 1 広島県尾道市）にある自然の海

の環境に非常に近い大きな実験池（130ｍ
×40ｍ）を利用して、栽培漁業の重要な種

類であるトラフグとヒラメの人工種苗の放

流試験を行いました。この試験では、種苗

の生き残り戦術を明らかにするとともに、

育て方の違いによる生き残り状況を調査し、

放流に適した人工種苗を育てる技術を開発

することにしました。 
種苗：魚の子供のこと 

 
【研究成果の内容】 

トラフグ 害敵となるスズキ（約 50cm）

がいる実験池に、5cm ほどのトラフグの天

然魚と人工種苗を、それぞれ 100 尾ずつ放

して、両方の生き残り尾数を調査しました

（図 2）。放流後 5 日目に実験池に生き残っ

ているトラフグをすべて回収したところ、

天然魚は 86 尾、人工種苗は 56 尾と天然魚

の方が多く生き残っていることがわかりま

した（図 3）。この試験で、天然魚と人工種

苗では、害敵魚から逃げる能力に差がある

ことがわかりました。また、実験池での行

動を観察すると、人工種苗は水面付近に、

図 1 百島実験施設 
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天然種苗は中層から底層を遊泳する様子が

見られたので、水槽実験で両者の行動の違

いを、さらに詳しく調べたところ、実験池

での観察結果と同様に、人工種苗は表層を、

天然種苗は底層を遊泳することがわかりま

した。表層をフラフラと泳ぐような種苗は

他の魚に食べられやすいので、放流後すぐ

に海底近くに移動する種苗を育てる必要が

あると考えられました。 
ヒラメ ヒラメは砂に潜って隠れる性質

があり、これは害敵から逃れるのに必要な

能力です。そこで、放流前に砂を敷いた水

槽と敷いていない水槽でヒラメ種苗（約 9

ｃｍ）を一定期間飼育し、砂に潜る能力を

身につけている割合（潜砂個体率）を調査

しました。その後、これらの種苗を害敵と

なる大きなヒラメのいる実験池に放流して

生残り尾数を調査しました。また、種苗の

活力（元気）を高める効果があるとされて

いるアミノ酸の一種のタウリンを混ぜた餌

で飼育した種苗と、混ぜていない餌で飼育

した種苗についても、その効果を比較調査

しました。したがって、この放流試験では、

4 つの方法で育てた種苗（A 区：砂敷き無+
タウリン有、B 区：砂敷き有+タウリン無、

C 区：砂敷き有+タウリン有、対照区：砂

敷き無+タウリン無）について調査を行い

ました（図 4）。試験の結果、それぞれの方

法で育てたヒラメ種苗の潜砂個体率は C 区

(70.8％)＞B 区(50.0％)＞A 区(44.0％)＞対

照区(35.3％)の順に高くなりました。また、

放流 8 日目の生残率は、C 区(85.0％)＞B
区(80.0％)＞A 区(70.8％)＞対照区(65.0％)
となり、潜砂個体率と同様の結果になりま

した。すなわち、砂敷き飼育とタウリンを

混ぜた餌の給餌の併用で、ヒラメ種苗の砂

に潜る能力が高まり、放流初期の生残率が

高まることがわかりました（図 5）。 

 

 

【今後の課題・展望】 

トラフグでは、害敵魚に食べられにくい

種苗は、水槽の中で底層を泳ぐ傾向がある

ことがわかったので、この様な行動を示す

種苗を育てるための飼育方法の開発に取り

組むこととしました。ヒラメでは、飼育方

法を改良することにより、害敵魚から逃げ

る（隠れる）能力が高まることがわかりま

した。この結果を基に、放流するための種

苗を生産している全国の栽培漁業センター

で利用してもらえる、より簡単で経費や手

間のかからない飼育方法の開発が必要です。 

これまで、種苗放流の効果を高めるため

に放流種苗の尾数を増やすことに努力して

きましたが、放流後の生き残りの良い種苗

を作ることで、さらにその効果を高めるこ

とが可能になります。また、より少ない尾

数で効果が現れるので、種苗を生産する経

費や手間が少なくてすむようになります。  

対照区（砂無+タウリンなし） A区（砂無+タウリンあり）

B区（砂あり+タウリンなし） C区（砂あり+タウリンあり）

タウリン添加飼料

タウリン添加飼料

大型ヒラメのいる実験池に放流

図 4 ヒラメの放流試験方法 
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物言わぬ魚が、おしえてくれる魚の履歴 
 

           銭谷 弘（生産環境部 沿岸資源研究室長） 

 
【背景】 

 日本周辺で漁獲されているカタクチイワ

シ Engraulis japonicus は 3 つのまとまり

（系群）で資源の管理をすることになってい

ます。１つは本州太平洋岸に主に分布する太

平洋系群、１つは東シナ海から日本海に分布

する対馬暖流系群、そして瀬戸内海に分布す

る瀬戸内海系群です（図１）。３つに分けて

いる理由は脊椎骨数の違い、漁場や卵の分布

範囲の違いです。しかし、DNA を用いた解析

ではこの系群間を区別できないという結果

が出ていたり、資源量が大きい近年では卵の

分布範囲も連続していて系群が部分的に混

ざり合っているといった状態です。例えば瀬

戸内海へは，太平洋系群の一部が春季に移入

してくると考えられています。しかし、たと

え系群が多少混ざっていたとしても、それぞ

れの系群で、ある程度独自に資源量が決まっ

ていれば、系群毎の資源管理を実施する必要

があります。 

 系群間もしくは発生海域毎のカタクチイ

ワシ間に何かしらの違いがないものか？系

群間での混じりがあったとして、どの程度な

のか？某会議で、某府県の研究者の方から出

た質問でした。 

 

【研究成果の内容】 

 魚がしゃべれるのならば、出自・履歴の研

究はどれほど楽でしょうか。しかし、魚類の

聴覚器官には耳石（じせき）という組織があ

ります。耳石は、魚類にとっては聴くための

ものですが、われわれにとっては魚類の出自、

履歴を語ってくれる記録器です。耳石は炭酸

カルシウムを主成分として構成されていま

すが、同時に、微量な元素を耳石内に蓄積す

ることが知られています。微量元素の種類に

よっては環境中の濃度と比例して、耳石内に

蓄積されることもあります。それぞれの微量

元素の濃度パターンの違いを利用して、カタ

クチイワシの発生海域の判別ができないか

と考えての試みでした。この方法は耳石フィ

ンガープリントと呼ばれています。 

私たちは瀬戸内海（大阪湾、燧
ひうち

灘、安芸灘）

と太平洋の黒潮続流域と呼ばれる本州沖合

でカタクチイワシを採集し、その耳石中の 3

元素バリウム（Ba）、マンガン（Mn）、ストロ
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図１ 日本周辺におけるカタクチイワシの系群と生活史模式図 
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ンチウム（Sr）の濃度をプラズマ質量分析装

置（ICP－MS）という機械で分析しました。

その結果、太平洋に比べ瀬戸内海の Mn は高

い傾向がみつかりました（図２）。瀬戸内海

と太平洋のカタクチイワシの耳石内の微量

元素成分に相違があり、特に Mn が違うとい

うのは、沿岸域と沖合域の海水中の Mn 濃度

の相違を反映している可能性がありました。

このことは、沿岸から沖合に生息する他魚種

の系群判別でも Mn が有効である可能性を秘

めています。 

 

【今後の課題・展望】 

少し複雑ですが、Mn 等の濃度の違いを利

用したカタクチイワシの太平洋と瀬戸内海

の生まれの判別式は図３に示したようなも

のになります。得点が高いほど瀬戸内海生ま

れとなります。今回は耳石全体を用いて測定

したので仔稚魚期の情報がある耳石の中心

部付近だけをどうやって分析するかという

問題が残りました。この点がクリアされれば

瀬戸内海で漁獲対象となるカタクチイワシ

親魚の何割が瀬戸内海に仔稚魚期に滞留し、

何割が太平洋に仔稚魚期に滞留したかを判

断する材料になると思われます。最近、レー

ザーアブレーション ICP－MS という微小領

域の分析が可能な高感度分析機器が普及し

てきました。分析技術の進歩は残された問題

も乗り越えてしまいそうです。 
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図３ 2002年に安芸灘（●），燧灘（○），大阪湾（×），

黒潮続流域（▲）で採集されたカタクチイワシ仔稚魚
耳石の微量元素（Ba，Mn，Sr）濃度を用いた判別分

析。判別得点は以下の式より計算。

図２ 瀬戸内海（安芸灘、燧灘、大阪湾），
太平洋（黒潮続流域）におけるカタクチイ
ワシの耳石内Mn濃度
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図１．二枚貝から検出されたPAHの濃度 

(バーの長さが濃度を示す) 

二枚貝で海の健康診断 
       

 田中 博之（化学環境部 生態化学研究室長） 

 

【背景】 

今年3月に明石海峡で発生した3隻の貨物船

による衝突事故で、沈没した貨物船からの油

流出が多額の漁業被害を出しました。この様

に大きな事故ではなくとも、海上保安庁の統

計によると平成9年から18年において、年間

229-405件、平均で331件の油による海洋汚染

が確認されています。油汚染による海洋生態

系への影響が懸念されますが、汚染の影響を

正しく評価するには、汚染される前の現状、

人間に例えれば病気になる前の健康な状態を

知っておくことが重要です。 

 油汚染の原因となる石油類に含まれる物質

の中で、ベンゼン環が複数結合した多環芳香

族化合物(PAH)は毒性成分として注目されて

います。多くの海産生物からも検出されてお

り、油汚染の生態系への影響や汚染の

程度を知るための指標物質として有望

です。一方、有害化学物質による海洋

汚染を監視するために、生物濃縮現象

に着目した生物モニタリング手法が考

案されています。中でもムラサキイガ

イを指標生物としたマッセルウォッチ

は有名です。そこで、私たちの研究グ

ループは、日本各地でムラサキイガイ

等の二枚貝を採集し、その体内に残留

するPAHの濃度を明らかにすることか

ら、油汚染の現状把握を試みました。

つまり、健康診断で言う正常値を求め

ることにしました。 

 

【研究の成果】 

平成13～17年の5年間、研究グルー

プの全員で手分けをして採集を行いま

した。また、各都道府県の水産試験研

究機関や大学などにも協力いただきま

した。北海道から沖縄までの64地点で，

ムラサキイガイ、ムラサキインコ、ミ

ドリイガイ、マガキ等7種類の二枚貝

を合計1,725個体採集しました。PAHの分析に

はガスクロマトグラフ質量分析計を用いまし

た。この装置は、1gの貝に0.1ng(100億分の

1g)含まれる物質を検出できます。 

 図１に、二枚貝から検出されたPAHの濃度を

示しました。わが国全体としては、PAH濃度の

中央値は18ng/g、範囲は1.6-140ng/gでした。

採集海域ごとに見ると、太平洋関東以北

（ ）、太平洋東海以南沿岸（ ）では、

それぞれ、25、27ng/gで、全体より高く、一

方、日本海近畿以北（ ）、日本海中国以南

（ ）、東シナ海沿岸（ ）では、それぞ

れ、12、10、9.3ng/gと、全体より低くなって

いました。瀬戸内海沿岸（ ）では18ng/gと、

全体と等しい値と同じでした。わが国の東岸

は西岸と比べ、濃度がやや高いと言えますが、
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これらの値が、わが国の正常値と考えられま

す。 

 PAHの起源は、主に石油の流出と化石燃料の

燃焼によるもののふたつです。図２に、PAHの

汚染の起源を示すIndex(2つのPAH成分の比)と、

PAH濃度の関係を示しました。このIndexは値

が大きいほど、流出油由来であること示しま

す。PAH濃度が高く、流出油の影響が大きいと

考えられる二枚貝は、瀬戸内海（ ）、太平

洋東海以南（ ）、東シナ海沿岸（ ）の数

地点から採集されたものでした。何れの地点

も漁港あるいはフェリー桟橋であり、恒常的

な油の漏洩が疑われます。しかしながら、試

料採集時に目に見える油の流出はなかったこ

とから、その量はごく僅かであると言えます。

その他の地点では、PAH濃度が低いか、高い場

合はIndexの値が低く、わが国沿岸で採集した

二枚貝の汚染の起源は、主に燃焼由来である

ことを示しています。 

 平成14年3月に島根県隠岐諸島沖で発生した

船舶同士の衝突事故による油流出事故では、

事故直後に油が漂着した地点で採集したムラ

サキインコのPAHは濃度が80ng/g、Indexが1.5、

事故の2年半後に同じ地点で採集した試料では、

濃度が8.6ng/g、Indexが1.0でした。日本海全

体におけるPAHの濃度とIndexの中央値はそれ

ぞれ、11ng/g、0.92であるので、事故により

濃度は約7倍、Indexは1.6倍となったものが、

事故の2年半後には日本海の平均的な値に回復

したと言えます。つまり、油の流出事故（病

気）が発生すると、その付近で採集した二枚

貝の分析値は、図２において事故前の左下側

の位置（正常値）から斜め右上方へずれ流出

油の影響を示し、その後、影響が薄れるに従

い、正常値へと戻っていくと考えられます。 

 

【今後の展望・課題】 

私たちが行った調査は事故の影響の推移、

すなわち、病気の進行と回復の過程を判断す

る材料として有用です。しかし、一番重要な

のは、日頃の健康管理と同じく、油の流出事

故を起こさないように常に気を付けることで

しょう。
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図２．二枚貝から検出されたPAHの汚染源を示すIndexとPAH濃度の関係 
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