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本日は、国立研究開発法人水産研究・教育機構 瀬戸内海区水産研究所の研究
成果発表会にご来場いただき、誠にありがとうございます。本発表会は、普段私
どもが携わっている水産研究について広く知っていただきたく、成果の中から
トピックスを選りすぐって皆様にお届けするために「瀬戸内海水産フォーラム」
と交互に開催いたしております。
魚介類を中心とした和食がユネスコの世界無形文化遺産に登録されるほど、
世界中で魚食が注目され、海外ではその消費と生産は拡大を続けていますが、国
内に目を向けてみると、魚食離れによる消費の低迷、温暖化等による生態系の変
化や沿岸環境の悪化による資源量の減少、燃油や養魚飼料にかかるコスト高や
少子高齢化による労働力の低下など、水産業には問題が山積しています。新たな
水産基本計画（平成 29 年）では、これらの問題を克服し、我が国の水産業を国
際競争力のある成⾧産業へと転換するための、資源管理の高度化や養殖の推進、
水産物の輸出の拡大等、新たな取り組みが示されました。このような水産業のイ
ノベーション（革新）を促すには、その基盤を支える新たな技術の研究開発を強
力に進めることが必要です。
今回の研究成果発表会では、
「水産業の未来を支える新技術」と題し、当研究
所が推進する、低迷する現状を打破し、日本の水産業の未来を見据えた革新的な
研究開発に関する成果について話をお聴きいただけることと存じます。また、会
場の皆様からのご意見も頂戴し、今後の研究開発の推進に活用させて頂けたら
大変嬉しく存じます。本日の研究成果発表会が当研究所の研究活動に対する皆
様のご理解と、我が国の水産業の更なる発展への一助となれば幸いです。
国立研究開発法人 水産研究・教育機構
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マダコ稚ダコの生産技術が格段に進歩
岡
【はじめに】

雅一

す。これまで魚類や甲殻類の仔魚、幼生飼育は、

瀬戸内海では明石、三原のタコが全国的に有

水槽底にエアーストーンを配置する方式が一

名で、これらの地域ではタコの魅力によって、

般的でした。ところが、この水槽でマダコ幼生

食文化や観光で地域経済に及ぼす影響は大き

を飼育すると、表面付近で餌を捕まえたマダコ

なものがあります。ところが、最近、瀬戸内海

幼生はやがてエアレーションで生じる下降流

だけではなく日本のタコの供給に異変が起き

で水槽底へ流され、餌を放してしまう問題が生

ています。日本は世界最大のタコ消費国ですが、 じます。
国内漁獲量の減少傾向に加えて、海外需要の増

この対策のため、図１に示したように飼育水

大により、輸入価格が高騰し輸入が減っている

槽とは別に隔離水槽を設け、ポンプによって海

のです（図１）
。将来の安定供給の不安にいち早

水を幼生飼育水槽の底部中心に垂直の角度で

く反応したのはタコ焼き業界で、私たちの研究

海水を吹き付け、水槽側面を中心に上昇流を形

所にタコ養殖ができないものかと悲鳴にも似

成しました。

た研究ニーズが寄せられました。
マダコ養殖に必要なふ化幼生を飼育する研
究は、約 50 年の歴史がありますが、飼育が難し
くその原因が不明で遅々として進みませんで
した。昨年度、海産無脊椎動物研究センターで
実験レベルながら稚ダコの飼育技術が大きく
進展したので紹介します。
図２ 新開発の水流飼育装置
（図中の矢印は、水流の方向を示す）
もう一つの技術的な進歩は、有効な餌の発見
です。魚類の仔魚飼育では一般的にアルテミア
に高度不飽和脂肪酸（EPA,DHA）を与えて栄養強
化を行うことで問題なく飼育ができます。しか
し、マダコ幼生はアルテミアに同様な栄養強化
を行ってもよい飼育成績は得られませんでし
図１

タコ類の漁獲・輸入量の変化

た。
そこで、アルテミアの代わりに EPA,DHA を栄

【研究成果の内容】

養強化したワムシ（写真１）を食べさせたガザ

技術的に進んだ点は 2 点あります。1 点目は

ミのゾエア幼生（写真２）を使うことで良好な

飼育装置のうち、特に水流を従来と変えた点で

飼育成績を得ることができました。
1
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術とその稚ダコを使って、試験を繰り返し、商
品サイズ（約 1kg）に飼育する方式を明らかに
することが目的です。実際の養殖が始まり、皆
さんの口に養殖タコが入るまでには、さらに機
械化や効率化した実用化システムの研究に時
写真１ （左）ワムシ

間が必要ですが、将来の養殖による安定供給に

写真２ （右）ガザミのゾエア幼生

向けて EPA,DHA を栄養強化した、期待が持てる
大きな一歩を踏み出したと考えます。特に、瀬

このように、水流飼育装置とマダコ幼生の餌

戸内海の特産物を増産する一助となればとの

となる栄養価を付加したガザミのゾエア幼生

思いです。

給餌を組み合わせることで、従来の着底期稚ダ
コまでの生残率 0～31%を 77.1％（0.5m3 水槽 3

【用語の説明】

水槽の飼育試験平均生残率）まで高め、合計

マダコふ化幼生：ふ化タコは親ダコより腕は短

2,796 個体
（3 水槽合計）
の着底稚ダコ（写真３）

く、水中に浮遊してプランクトンを食べていま

の生産に成功しました。さらに、従来 1 か月以

す。これが成長して 1 カ月程度で、親ダコと同

上とされていたふ化から着底までの期間も、成

じように底を這う生活をするようになります。

長が促進することで 23 日にまで短縮できまし

EPA、DHA：どちらも脂肪酸の種類で、エイコサ

た。

ペンタエンサン、ドコサヘキサエンサンといい

これらの生残率と成長率は、従来の方法で飼

ます。青魚に多く含まれることから、血液循環

育した場合と比較して飛躍的に高いものであ

促進や老化防止などの魚食が体にいいとされ

り、稚ダコの安定生産を可能とするブレークス

る代表的な有効成分です。もちろんタコにとっ

ルーと言えます。

ても必要な栄養素です。
【参考文献】
Shigeki Dan, Hiraku Iwasaki, Arata Takasugi,
Hideki Yamazaki, Katsuyuki Hamasaki(2018) An
upwelling system for culturing common octopus
paralarvae and its combined effect with supplying
natural zooplankton on paralarval survival and
growth. Aquaculture 495, 98-105

写真３ 着底稚ダコ（日齢 23）

（海産無脊椎動物研究センター長）

【最後に】
今回の研究成果により、これまで出来なかっ
たマダコ養殖に向けた取り組みが可能となる
ので、政府系の外部競争的資金（イノベーショ
ン創出推進研究事業、生研センター）に応募し、
採択され 3 年間のマダコ養殖の実用化に向けた
基盤技術の開発をスタートさせました。この研
究では、まず、着底稚ダコを大量に飼育する技
2
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燧灘カタクチイワシ（シラス・チリメン）の
復活に向けて
米田 道夫
【はじめ に】

返します。

瀬戸内海におい てカ タクチ イワ シは、ち
りめんじゃこや煮 干し （いりこ ）として利
用される馴染みの 深い 魚です。 瀬戸内海の
カタクチイワシ仔 魚（ シラス・ チリメン）
の漁獲量は比較的 安定 していま す（図 1）。
しかし、瀬戸内海 の中 央に位置 する燧灘で
は、シラスの漁獲 量が 近年急激 に減少して
います（図１）。そ こで 私た ち は「 なぜシラ
スが減ってしまっ たの か？」と いう疑問を
解決するため、関 係県 の試験研 究機関や大
② 卵は多い の に シラス が 獲れ ない !?

学の方々と共同で 、野 外調査や 飼育実験を

燧灘での野外 調査か ら興 味深 いこ とが 分

行ってきましたの で、 その成果 を紹介しま

かってきました。産 卵期の総 産卵 数は 1992

す。

年以降増加している ので すが 、シ ラス の 発
生量は 2005 年以降 急激 に減 少し てい る こ
とが判明しました。 さら に、 親魚 と仔 魚 の
関係から「親が太っ てい ると 、子 も多 い 」
こと、最近は「親は 痩せ て、 子も 少な い 」
ことが明らかになり まし た。 そこ で、 親 魚
の肥満度と卵のサイ ズの 関係 を調 べた と こ
ろ、「親が痩せ て くる と、 卵が 小さ くな る」
ことが示されました 。カ タク チイ ワシ は 餌
【研究成 果の 内容】

の量が増えてくると 、肥 満度 が急 激に 増 加

① カタクチ イワ シの生 活 サイ クル

します。また、親魚 は主 にカ イア シ類 と 呼

燧灘のカタ クチイ ワシ は 5～7 月を中心

ばれる動物プランク トン の成 体（ 親） を 食

に産卵を行います（図 2）。産み 出された卵

べるのに対して、孵 化し た仔 魚は カイ ア シ

は 2～3 日で孵化 し、そ の数日 後に 動物プラ

類の幼生（子供）を 食べ るこ とが 分か っ て

ンクトンを食べ始 めま す。孵化 してから約

います。カイアシ類 成体 が少 ない と、 そ の

1 ヵ月で全長 30mm にな り 、シ ラス として漁

幼生も少ないことが 予想 され ます 。こ の た

獲されるようにな りま す。そ の後 、稚魚（カ

め、燧灘のカタ クチ イワシで は、
「親魚 や 仔

エリ）を経て、孵 化し てから半 年ほどで親

魚の餌条件が悪くな るこ とに よっ て、 卵 の

魚になります。親 魚は 餌から得 た栄養源を

質そして仔魚の生き 残り が悪 くな って い る

速やかに卵に取り 込み ながら、 産卵を繰り

のではないか？」との仮説 が導 かれ まし た。
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③ 世界初の 技術 で仮説 を 検証 ！

度が過去に比べて減 少し てい ます 。親 の 餌

私たちはカツオ 一本 釣り漁 業の 餌となる

条件が悪くなると、 卵が 小型 化し （卵 質 の

カタクチイワシを 安定 的に供給 することを

悪化）、仔魚の 成 長に 悪影 響を 及ぼ しま す。

目的として、その 養殖 技術を世 界で初めて

さらに、燧灘では仔 魚の 餌条 件（ カイ ア シ

確立することに成 功し ました。 そこで、こ

類幼生）も良くあり ませ ん。 つま り、 痩 せ

の技術に基づいて 、燧 灘のカタ クチイワシ

た親から生まれた仔 魚は 、餌 環境 の悪 い 条

で今何が起きてい るの かを再現 することに

件下で生きていかな くて はな りま せん 。 こ

挑みました。

のため、たとえ卵の 数が 多く ても 、発 育 初
期に数多くの個体が 死亡 して しま うた め 、
シラスが不漁になっ てい るの では ない か と
考えられます。

まず親魚を餌条 件の 良い高 給餌 区と餌条
件の悪い低給餌区 の水 槽で約 1 ヵ月間飼育
しました。次に各 給餌 区の親魚 が産み出し
た卵をそれぞれ採 取し 、充分な 餌を与えた
条件の水槽におい て、 仔魚の成 長率を比較
しました。その結 果、 低給餌区 の親魚は、

【最後に 】

高給餌区の親魚に 比べ て、肥満 度が低くな

燧灘カタクチイワ シシ ラス は復 活す る の

り、産み出された 卵の サイズも 小さいこと

でしょうか？大変難 しい 質問 です が、 そ れ

が分かりました。 さら に、仔魚 の成長は卵

を解く鍵も少しずつ 見え てき まし た。 2018

サイズが大きいほ ど速 くなるの ですが、低

年生まれのカタクチ イワ シの 漁獲 量は 最 近

給餌区の親魚から 生ま れた仔魚 は、卵サイ

5 年間で最も高くな りま した 。そ の原 因 を

ズが同じでも、高 給餌 区の親魚 から生まれ

調査してみると、4～6 月 のカ イア シ類 成 体

た仔魚に比べて、 成長 が遅くな ることが分

の密度が例年以上に 高く 、ま た、 親魚 の 肥

かりました。仔魚 の成 長の良し 悪しは遊泳

満度も高かったこと が判 明し まし た。 つ ま

能力と密接な関係 があ り、成長 が良い個体

り、シラスの漁獲量 は餌 とな る動 物プ ラ ン

ほど餌の探索能力 や捕 食者から の逃避に優

クトンの量と密接な 関係 にあ ると 考え ら れ

れ、その後の生残 に有 利に働く と考えられ

ます。今後は「動物 プラ ンク トン の増 え る

ています。

メカニズム」の解明 にも 努め なが ら、 カ タ

④ 燧灘のカタクチイワシでは何が起きて

クチイワシを含む海 洋生 態系 の調 査研 究 を

いるのか ？

さらに推し進めてい きた いと 考え てい ま す 。

これまでの 研究成 果を 合 わせて みると、

（資源生産部

次のようなことが 想定 されます 。

資源 増殖グ ループ主 任研 究員 ）

燧灘ではカタクチイワシ親魚の餌条件
（カイアシ類成体 ）が 良くない ため、肥満
4
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植物プランクトンに感染するウイルス
～ ウイルスがいても水産の土台は揺るがず！？ ～

外丸 裕司
【はじめ に】

を人工的な環境で飼 育す る時 には 、と て も

「ウイルス」とい う言 葉に対し て皆さんが

良いエサとなります 。ま た、 海洋 環境 中 で

持っている印象は 、一 体どのよ うなもので

も大増殖を繰り返し 、動 物プ ラン クト ン や

しょうか？中には コン ピュータ ーウイルス

二枚貝の重要なエサ とな って いま す。 日 本

を想像する人もい るか もしれま せんが、皆

の沿岸には魚介類が 豊富 に存 在し てい ま す

さんの多くは人間 に感 染して病 気を引き起

が、もとを正せばそ の何 割か は珪 藻の 増 殖

こす（時には死に 至る よう な ）、非 常に怖い

に寄るところが大き いの です 。広 島湾 の カ

もの・嫌なものと いっ た印象を 持っている

キも例外ではないでしょう。このように

のではないでしょ うか 。我々の 社会生活か

「珪藻」は日本の水 産業 を土 台か ら支 え て

らすると、ウイル スが そのよう に思われて

いる重要な植物プラ ンク トン なの です 。

いるのは当然かも しれ ません。 筆者もこれ
まで、ウイルスが 原因 の病気に は相当やら
れてきました。風 邪、 おたふく 、水ぼうそ
う、ノロウイルス 、イ ンフルエ ンザ等々、
皆さんもきっと経 験が あるでし ょう。とこ
ろが、人間社会の 価値 観ではな く、海水中
に存在するウイル スに は一体ど のようなも
のがいるのか？と いっ た視点で 眺めてみる
と、これまで誰も 知ら なかった ことが沢山
あることに気付き ます 。海水の 中にも様々

【珪藻に感染するウイルスは存在する？】

なウイルスがいる ので すが、今 回は筆者が

植物プランクトンに 感染 する ウイ ルス の 研

長年続けてきた「 珪藻 」という 植物プラン

究が盛んになり始め たの は 1990 年代 の こ

クトンに感染する 「ウ イルス」 の研究につ

とです。当時、世界 中の 研究 者が 様々 な 植

いて、その成果の 一部 を紹介し ます。

物プランクトンに感 染す るウ イル スを 分 離

【珪藻と いう 生き物 】

し、その形態や遺伝 的性 質な どを 調べ て い

珪藻とは、細胞の 周りに 直方 体、三 角柱、

ました。ところが、 海に は沢 山い るは ず の

円柱など多様な形 をし たガラス 成分主体の

「珪藻」に感染する ウイ ルス につ いて は 、

殻を持つ植物プラ ンク トンの一 種で、池、

いつまで経っても発 見に 成功 した とい う 研

川、湖、海など水 があ る場所に は必ずと言

究者は現れませんで した 。あ る研 究者 は 、

って良いほど存在 して います。 珪藻は増殖

珪藻がガラスの殻を 持っ てい るか ら、 そ れ

がとても速く、栄 養も 豊富なた め、二枚貝

で感染を防御してい るん じゃ ない かと さ え
5
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言っていました。 その ような中 、筆者らの

果からは、自然環境 で増 殖し てい る珪 藻 は

研究グループは、2002 年に珪藻 に感染する

ウイルスの攻撃を受 けた とし ても 、全 体 と

ウイルスを世界に 先駆 けて発見 することに

しては大幅減少しな い程 度に 自分 たち の 集

成功したのです。

団をウイルス感染か ら守 るこ とが 出来 る も

【珪藻ウ イル スの影 響 in フ ラス コ 】

のと、筆者らは考え まし た。
現在、筆者ら の研究 グル ープ では 、珪 藻
がウイルス存在下で も、 自分 たち の集 団 が

こうして自然環境 から 分離した 珪藻ウイル

ウイルス感染で崩壊 せず に守 られ る仕 組 み

スを、フラスコの 元気 な培養珪 藻に入れる

を、実験室内で詳細 に調 べて いま す。

と、わずか数日で 珪藻 は全滅し てしまいま

【最後に 】

した。非常に分か りや すい結果 です。珪藻

まだ謎の多い 「珪藻 とウ イル ス」 の関 係

はウイルス感染で 死ぬ のです。

ですが、自然環境で は珪 藻が ウイ ルス 感 染

しかも、ウイルス 感染 した珪藻 の細胞から

から逃れる能力があ るか らこ そ、 私た ち は

は、1 細胞あた り 1 万 個以上の ウイルス粒

珪藻大増殖による水 産物 の恩 恵を 受け る 事

子が生産され、再 び海水中 に 放出され ます。

が出来るものと筆者 は考 えて いま す。 皆 さ

また、このウイル スは 感染する 相手が決ま

んも食卓のお刺身を 前に した とき 、そ れ を

っていて、特定の 珪藻 以外を死 滅させない

陰ながら支えている 珪藻 の事 を思 い出 し て

ことも分かりまし た。

みてください。なお 、珪 藻ウ イル スは 人 に

【自然環 境中 の珪藻 と ウイ ルス 】

感染しないのでご安 心を 。

それでは、 フラス コ内 と 同じよ うに、自

【謝辞】

然環境でも珪藻が ウイ ルス感染 で死んでい

本研究の一部 は、科研費 学術 新領 域 研究

たら、珪藻は海か ら消 えてしま うのでは？

ネ オ ウ イ ル ス 学 （ 16H06429,16K21723,

という疑問がわき ます 。そこで 筆者らの研

16H06437）の助成を 受け たも ので す。

究グループでは、 定期 的に広島 湾の海水を

（環境保全研究セン ター

汲んで、その中に いる 珪藻とそ れに感染す

有害・有毒 藻 類グ ルー プ主任研 究 員）

るウイルスの量的 関係 を調べて みました。
その結果、珪藻が 大増 殖を始め るタイミン
グで、ウイルスも 一気 に増加す ることが分
かりました。とこ ろが しばらく すると、珪
藻の量には大きな 変化 は見られ ないのです
が、ウイルスの量 は徐 々に減少 していく傾
向にあることが分 かり ました。 この調査結
6
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海のにぎわいは藻場によってつくられる
～気候変動による藻場の変遷を予測し、どう守っていくか～
島袋 寛盛
【はじめに

藻場がつくる海のにぎわい】

沿岸域での藻場植生 調査 、② 培養 実験 に よ

木々が茂る 森に様 々な 動 物が暮 らしてい

る藻場構成種の生理 特性 の把 握、 ③モ デ ル

るように、海の森 であ る「藻場 」も、魚介

による過去の水温変 化の 再現 と将 来の 水 温

類をはじめ多くの 動物 の営みを 支え、我々

予測を行い、いつど こで 藻場 に変 化が 生 じ

の重要な食料生産 の場 となって います。さ

たのかの検証と、今 後の 藻場 変化 を予 測 す

らに藻場があるこ とで 波浪が抑 制され浅場

るための技術開発を 行い まし た。

の流動が穏やかに なり 、魚も蝟 集すること
で、遊漁や海水浴 など のレジャ ー目的にも

【わずか な水 温 差で 変 遷 する藻 場植 生 】

利用されています 。こ のように 藻場は生物

愛媛県西岸の 豊後水 道は 南か らの 黒潮 の

の多様性や人々の 活動 など様々 な“にぎわ

影響で、北は佐 多 岬の南岸 伊方 町三 崎か ら、

い”を創出してい ます 。特に瀬 戸内海に見

南は高知県との県境 であ る愛 南町 まで 、 明

られる温帯性藻場 は、 多年生の カジメ類や

瞭な表層水温の勾配 があ るこ とが わか っ て

ホンダワラ類の海 藻や 、小型の 褐藻、紅藻

います。つまり、こ の北 から 南ま での 藻 場

類が多様な藻場景 観を 形成し、 海産生物の

植生を調査すれば、 この 場所 の温 度勾 配 に

多様性を支えてい ます （図 1） 。また藻場

よって生じる藻場の 変遷 は、 今後 瀬戸 内 海
の水温上昇によって 引き 起こ され る藻 場 変
遷の過程を、今現在 表し てい るこ とに な り
ます。
そこで、愛媛 県西岸 にお いて 温度 勾配 に
応じた 13 箇所の 藻場 植生調査 を行っ た 結

図1

果、北部では瀬戸内 海と 同様 にカ ジメ 類 の

瀬戸内海の藻場と蝟集するメバル

には栄養塩を吸収 し環 境を浄化 するだけで

海藻とホンダワラ属 が混 生す る良 好な 藻 場

はなく、二酸化炭 素を 吸収し酸 素を放出す

が形成されていまし たが 、南 下す るに 従 い

るなど、我々の生 活に は欠かせ ない様々な

カジメ類が消失し、 ホン ダワ ラ属 藻類 の 種

役割を有していま す。
しかし最近 では、 温暖 化 による 水温上昇
により各地で藻場 の減 少や構成 種の変化が
確認されています 。し かし、ど れほどの水
温変化で藻場にど のよ うな影響 が生じるの
か、また藻場の減 少は いつどの ような環境
変動で生じるのか など 、その変 化の仕組み
図2

はよくわかってい ませ んでした 。我々のグ
ループでは、①段 階的 に水温勾 配の生じた

水温上昇による温帯性藻場植生の変遷

多様性が減少してい きま した 。ま たさ ら に
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南下すると大型褐 藻類 は消失し て小型の紅

できるだけ温室効果 ガス を削 減し 気温 の 上

藻類が優占するよ うに なり、つ いには藻場

昇を抑えたシナリオ （RCP2.6）で は、 黒 潮

が消失し磯焼けと なる か、亜熱 帯性のホン

の影響の強い水道部 では 消失 しま すが 、 瀬

ダワラ属やサンゴ 類が 見られる ようになり

戸内海では多くのカ ジメ 類が 維持 され る こ

ました。そしてこれらの変化は、わずか

とがわりました（図 3） 2) 。

0.5-1℃ ほ ど の 年 平 均 水 温 の 違 い で 生 じ て
いることがわかり まし た（図 2）。
【藻場植 生に 影響を 与 える 水温 】
それでは、 具体的 には ど のよう な温度が
藻場に影響をあた える のでしょ うか。培養
実験や、現状の藻 場分布 と 水 温の関係 から、
夏に 29℃以上 が 6 日未 満で あり

1)

、且つ

15℃以下が 70 日 以上 続く場所 にクロメな

図 3 RCP2.6 を 維 持 し た 50 年 後 の カ ジ メ 類 藻 場 分 布

どのカジメ類の藻 場が 形成され ることがわ
かりました。

【変化す る藻 場 への 適 応 と対策 】
温室効果ガス を抑制 する こと で、 藻場 の

【モデル によ る過去・将来 水 温 の 再現と藻

減少をある程度抑え られ るこ とが 分か り ま

場植生の 予測 】

した。それでも地球 規模 で生 じる 気候 変 動

“モデル” といっ て、 海 水温に 影響を与

に抵抗することは困 難で す。 現在 は瀬 戸 内

える海面を通した 熱の 移動や風 、外洋の水

海における藻場の分 布に は大 きな 変化 は あ

温や塩分、河川水 の流 入など様 々な環境要

りません。しかしノ リや ワカ メな どの 海 藻

因を元に、ある特 定の 範囲の過 去水温の再

養殖では、水温上昇 によ る種 苗の 歩留 ま り

現や将来水温を計 算し 予測を行 うことがで

低下や、生育に適し た水 温期 間の 減少 な ど

きます。共同研究 を行 っている 愛媛大学沿

の問題が生じていま す。 今後 は、 これ ま で

岸環境科学研究セ ンタ ーのグル ープが、瀬

の定法による養殖手 法だ けで はな く、 短 期

戸内海及び近隣に おけ る過去お よそ 20 年

的かつ詳細な水温予 測に よる 養殖 時期 や 期

間の夏期と冬期の 水温 を再現し たところ、

間の提案、水温上昇 に対 応し た種 苗の 管 理

クロメなどの温帯 性コ ンブ目類 が消失した

法や品種を開発する ため の研 究が 求め ら れ

場所は、夏期に 28-29℃ の高温 が単発的に

ています。

生じ、冬期は水温 が下 がってい ないことが

藻場の分布に ついて は、 黒潮 の影 響の あ

わかりました。

る海域では水温上昇 によ る減 少や 消失 が 大

また将来の 予測で は、 IPCC（国 連気候変

きな問題になってい ます 。こ れら の要 因 の

動に関する政府間 パネ ル）が 発表して いる、

多くは水温上昇だけ では なく 、水 温の 上 昇

今後 100 年間で生 じる 気温上 昇の シナリオ

によって食害を引き 起こ す藻 食動 物の 活 動

のうち、最も気温 が上 昇すると 想定される

が冬期も制限されな いた めで す。 よっ て 九

条件（RCP8.5）を 元に 将来水温 を計算する

州のある海域では、 地域 と協 力し て食 害 動

と、50 年後には瀬 戸内 海中西 部の 一部の海

物を駆除することに よっ て藻 場を 再生 さ せ

域にしかカジメ類 が残 らず、100 年後には

ている事例がありま す

消失することが予 測さ れました 。しかし、

少することによりア ワビ やサ ザエ 、イ セ エ
8
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ビなどの磯根資源 が減 少すると 言われてい

2)

ますが、逆に幼生 の着 底や幼体 期に藻場を

宇：今後 100 年間に 生じ る水 温と 藻場 生 態

利用するイセエビ など の動物類 を一時的に

系 の 変 遷 を 予 測 す る . 海 洋 と 生 物 ： 236,

保護することで、 海藻 類の天敵 となるウニ

233-242, 2018.

類を抑制し藻場の 回復 を目指す 試みも行わ

3)

れています

4, 5)

。

島袋寛盛・吉田 吾郎 ・加 藤亜 記・ 郭 新

中嶋泰：名護屋 の藻 場再 生が 示す こ れ

から. 月刊海洋 47: 329-334, 2015.

これまでは 、藻場 が減 少 すれば 母藻や基

4)

吉村拓・八谷光 介・ 清本 節夫 ：小 型 海

質を投入し、有用 な魚 類につい ても種苗を

藻藻場の重要性と磯 焼け 域に おけ るそ の 回

生産し放流すると いう ことが単 発的に行わ

復の試み. 水産工学 51: 239-245, 2015.

れることもあり、 効果 が見られ ないことも

5)

ありました。今後 は基礎生 産 を担う藻 場や、

洋平：イセエビによ るツ マジ ロナ ガウ ニ の

それを利用する動 物類 の生態、 それぞれが

サ イ ズ 選 択 的 捕 食 . 日 本 水 産 学 会 誌 82:

関わり合うその生 態系 ネットワ ークを十分

306-314, 2016.

理解することが重 要に なります 。藻場が減

（生産環境部

少する個々の要因 を的 確に解明 し修復する

藻場 生産グ ループ主 任研 究員 ）

ことで藻場を保全 ・増 殖し、利 用する動物
類の多様性を高め て藻 場を通じ た海のにぎ
わいを創出するこ とが 求められ ています。
地球規模で の水温 上昇 に 対抗す ることは
困難です。だから とい って何も できないわ
けではありません 。水 温上昇を 背景とした
自然環境に生じる現象は、水温に加えて
様々な要因が関わ り合 って引き 起こされて
います。その要因 を細 かく解明 し、変える
ことができないこ とに は適応を 、改善でき
ることには対策を 行う ための、 知見の解明
と技術の開発をこ れか らも続け ていきます。
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