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概要
センター長挨拶
北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育研究センター年次報告発刊にあたっ
て
北里大学海洋生命科学部・教授
三陸臨海教育研究センター・センター長
菅野 信弘
2014 年 4 月 1 日、北里大学三陸キャンパスに三陸臨海教育研究センターが設置され、三
陸キャンパスの歴史に新たな一歩が刻まれました。2011 年 3 月に発生した東日本大震災に
より学生・教職員の生活基盤が失われてしまったため、海洋生命科学部は相模原キャンパ
スへの移転を余儀なくされましたが、岩手県、大船渡市、地域関係諸機関・団体、北里大
学同窓会、三水会（海洋生命科学部同窓会）
、北里大学 PPA、大学本部等、多くの方々のご
理解とご協力、ご支援を得て新たな共同利用教育研究拠点として再スタートを切ることに
なりました。2014 年 7 月より初代センター長 緒方武比古 教授の後を引き継ぎ、センター
の教育研究環境、管理運営体制の整備を進めているところですが、このたびセンター事業
として年次報告を発刊する運びとなりましたのでご挨拶申し上げます。
北里大学は、1964 年、北里研究所 50 周年記念事業として東京都白金に開学し、開学時
には衛生学部が設置されました。その後、薬学部、医学部、畜産学部が設置され生命科学
の総合大学としての方向性が形作られていきます。三陸キャンパスの歴史は、水産学部の
開設から始まりました。水産学部の開設に先立ち 1967 年に三陸海洋生物研究所（現三陸研
修所）が完成しています。水産学部が開設されたのは 1972 年、この年に三陸キャンパスの
シンボル的建物である Y 字型の第 1 校舎（F1 号館）が竣工しました。翌 1973 年には、第 2
（F2 号館）
、第 3（F3 号館）
、第 4 校舎、さらに 1974 年には体育館が完成し、キャンパスの
基本機能が整えられました。キャンパスは、その後、屋外実験水槽施設の移設、F4 号館（マ
リンホール）と MB5 号館（学生実習棟）の建設等、発展的に整備が進められました。また、
教育研究組織体制も、学部開設時は水産増殖学科と水産食品学科の 2 学科体制でスタート
しましたが、1 学科への移行、2009 年には水産学部から海洋生命科学部への改組等を経て
います。この間、学部設置以降、2011 年 3 月までに三陸キャンパスを巣立った卒業生は約
6,000 名になります。三陸キャンパスに設置されたセンターには、これまで約 40 年に渡り
集積されてきた三陸海域の環境・生物に関する研究基盤と成果を途切れさせることなく受
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け継ぎ、将来的には国際的な海洋環境・生物の研究拠点として発展していくことが求めら
れているといえるでしょう。
本センターは、学部・研究科に附置する共同教育研究施設として、三陸海域の生態系・
海洋環境および海洋生物の生産・有効利用に関する総合的、かつ学際的な研究を推進し、
学部・研究科の教育研究活動及び学術交流の活性化を図るとともに、その教育研究成果を
もって地域の発展及び国際学術交流の振興に寄与することを目的としています。この目的
の達成のため、センターには学部を構成する 3 講座に対応する環境生物学、増殖生物学、
応用生物化学の 3 部門に加え、応用微生物学部門と地域連携部門を設置しました。これら
のセンター機能は F4 号館と MB5 号館（各々センター1 号館、2 号館に改称予定）に集約し、
老朽化と震災の被害が大きかった F3 号館は 2014 年 3 月に、F1 号館と F2 号館は 2015 年 5
月に解体撤去しました。MB5 号館はセンターの実習・研究拠点と位置付け環境生物学、増
殖生物学、応用生物化学、応用微生物学の 4 部門、実習室、レンタルラボを配置していま
す。また、震災直後より、震災により施設を失った北里大学感染制御研究機構釜石研究所
が活動を再開しているほか、2014 年よりレンタルラボにおいてサウジアラビアの King
Abdullah University of Science and Technology （KAUST）との海洋メタゲノムに関する共同
研究が開始されています。学部では「海洋ゲノム科学」を特徴的研究のひとつとして推進
しており、2 名の特任教員を配置しています。

F4 号館については、2015 年 7 月完了を目標として大規模な整備改修を進め、センターの
地域連携機能の強化を図っています。具体的には、屋内実験水槽施設、海水ろ過調温設備、
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プレハブ冷蔵冷凍設備、地域共同運営ラボ、200 名収容の講義室 2 室、地域交流研修フロア
の整備を計画中です。地域連携部門をセンター事務室内に配置し、地域共同運営ラボを中
心とした地域連携、共同研究、情報発信を推進するとともに、東北マリンサイエンス拠点
形成事業や SANRIKU 水産研究教育拠点形成事業、学部で推進している学術的復興支援プロ
グラム等の研究成果を震災復興支援に活かす体制の構築を進めています。この他にセンタ
ーでは、屋外実験水槽施設、図書館、体育館・グランド、ダイビング用高圧空気充填設備
等の利用に向けた準備を進めています。現在、センターには応用微生物部門に特任教授 1
名、地域連携部門に研究員 1 名、専任職員 1 名を配置しています。また、東北マリンサイ
エンス拠点形成事業や SANRIKU 水産研究教育拠点形成事業等に関わる研究実施のため多
数の教員と学生がセンターを利用しているほか、2014 年 8 月には 2 年次生を対象とする臨
海実習を実施しました。
センター設置から 1 年が経過しましたが、教育研究環境、運用体制等の整備、さらにセ
ンター機能の活性化に向けた施策等、取り組むべき多くの課題を抱えています。F4 号館を
中心とする改修整備計画が現在進行中であり、2015 年 8 月からのセンター本格稼働に向け
て利用規定等の整備を進めている段階でもあります。学部ではセンターをフィールド教育
研究の拠点と位置付け、機能の高度化と活性化を目指すとともに、本年次報告の充実を図
り情報発信に努めていく所存ですので、関係の皆様には、今後とも一層のご支援を賜りま
すようお願い申し上げます。
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北里大学三陸キャンパスの沿革
1967 年 8 月

三陸海洋生物研究所（現三陸研修所）竣工

1972 年 4 月

水産学部開設
第 1 校舎（F1 号館）が竣工

1973 年 3 月

第 2（F2 号館）
、第 3（F3 号館）
、第 4 校舎竣工

1975 年 1 月

体育館竣工

1978 年 9 月

図書館竣工

1992 年 7 月

F4 号館（マリンホール）竣工

2009 年 4 月

海洋生命科学部へ改組

2009 年 3 月

MB5 号館（学生実習棟）竣工

平成 23 年（2011 年）〜
2011 年 3 月

東日本大震災による学部の相模原キャンパス一時移転

2012 年 4 月

感染制御研究機構・釜石研究所が活動再開（MB5 号館 2F）

2012 年 7 月

相模原キャンパス MB 号館竣工

2013 年 4 月

海洋生命科学部及び大学院海洋生命科学研究科の教育は、相模原キャン
パスを主たる拠点とすることが決定

平成 26 年（2014 年）〜
2014 年 3 月

F3 号館解体撤去

2014 年 4 月

三陸臨海教育研究センター設置

2014 年 7 月

KAUST との国際再共同研究開始（MB5 号館 4F）

2014 年 8 月

海洋実習実施

2015 年 7 月

F1 号館、F2 号館解体撤去工事終了

2015 年 7 月

三陸研修所の利用停止

2015 年 7 月

センター改修工事完了
F4 号館、MB5 号館を SERC1 号館、SERC2 号館に改称
地域連携機能、研修機能を新たに設置
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教育活動報告
平成 26 年度臨海生物学実習
北里大学海洋生命科学部・准教授
難波信由
北里大学海洋生命科学部は自然豊かな立地環境を生かした三陸キャンパスでのフィール
ド学習を学部教育の柱の一つとしてきたが、平成 23 年（2011 年）3 月に発生した東日本大
震災後に教育拠点を相模原キャンパスに移すことで、フィールド学習の実施が困難になっ
た。しかし、震災後に入学した学生からもフィールドに直結した学習の機会を得たいとの
強い要望があったため、平成 26 年度（2014 年度）から総合的なフィールド実習科目「海洋
実習」が開始された。
【海洋実習】
この実習は、
「実際のフィールドにおける実習体験を通して水圏生物とそれらを育む環境
への理解を深めるとともに、野外実験の基礎技術を習得する」ことを教育目標した必修科
目である。そして、三陸臨海教育研究センターおよび神奈川県内の臨海・淡水施設、なら
びに他大学の練習船 4 隻を実習の場とし、A 群 4 コースの「臨海生物学実習」と、B 群 6
コースの「洋上・淡水生物学・河川調査実習」から、2 年生全員が各群 1 コースを選択する
（表 1）
。
【平成 26 年度臨海生物学実習（三陸）
】
平成 26 年（2014 年）8 月に三陸臨海教育研究センターで実施された「臨海生物学実習」
は、同センター開設後最初の本格的な学生実習であった。そして、実習学生約 60 名を 2 つ
のグループに分け、第 1 グループは 8 月 4 日~7 日、第 2 グループは 8 月 6 日~9 日（移動
中の車中 1 拍を含む 3 泊 4 日）にかけて、次に述べる内容で行われた。
北里大学相模原キャンパスを夜に出発した学生は翌日朝に同センターに到着、到着後直
ぐに「磯採集」の準備を始めた。大船渡市長、副市長からの歓迎の挨拶を受けた後、セン
ター近くの吉浜湾舟作海岸において約 2 時間「磯採集」を実施し、無脊椎動物と海藻・海
草類を採集した。午後は夕方まで、採集した無脊椎動物と海藻・海草類を用いて「形態観
察・検索、標本作成、発生観察」などの実習を同センター2 号館 4 階の実習室で行った。翌
日の午前中は最新の設備を有する「大船渡魚市場」と「大船渡食品」を見学し、午後は学
部の調査船ヴェリジャーに分乗して「プランクトン採集」を実施した。その後夕方まで、
採集したプランクトンを用いて「形態観察・検索」などの実習を実習室で行った。そして、
最終日の朝にセンターを出発した学生は、夜には相模原キャンパスに到着して実習を終了
した。
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平成 26 年度に実施された「臨海生物学実習」4 コースの中で、夜行バスでの車中泊を含
む 3 泊 4 日と最も長い同センターでの実習を選んだ学生はさすがに元気が良く、センター
到着日に実施された「磯採集」は、予定の 2 時間を制限一杯まで使って行われた。そして、
ライフジャケットを着たまま磯を泳ぎまわって「着衣水泳」まで体験した学生も見られた。
また、海藻標本作成時には、通常の標本に加えて「海藻アート」の作成も課題としたが、
想像力豊かな芸術作品が多く生まれていた。
三陸 2 日目の「プランクトン採集」は海況に恵まれた中実施されたため、調査船ヴェリ
ジャーで船酔いをした学生は皆無であった。そして、乗船までの時間、学生たちは崎浜漁
港での釣り実習を楽しんだ。また、オプションで用意した渓流釣り実習にも多くの学生が
参加し、清流での釣りを満喫していた。
ところで、実習内容とは関係ないが、同センターでの実習を選んだ学生は食欲も旺盛で、
宿泊先のホテルで用意された巨大な飯櫃が何回空になったことか。最後には、食堂担当の
方が頭を抱えていた。
なお、三陸臨海教育研究センターで実施された「臨海生物学実習」については、北里大
学情報基盤センターが作成した動画が、海洋生命科学部ホームページの動画コーナー
（http://www.kitasato-u.ac.jp/mb/campus/movie.html）にアップされている。実習に参加した学
生たちの楽しさが実感できるので、是非ご覧いただきたい。
【平成 26 年度海洋実習成果報告会】
平成 27 年（2015 年）1 月に開催した成果報告会では、三陸臨海教育研究センターでの実
習に参加した学生から「メディアを介さない震災の現実」として、被災地を間近で見ると
いう経験はとても貴重で、大切なことであったという報告があった。このことは、学生た
ちが「実際のフィールドにおける実習体験を通して水圏生物とそれらを育む環境への理解
を深めるとともに、野外実験の基礎技術を習得する」という本実習の教育目標に加えて、
三陸地域についての理解を深めてくれたことを示していた（図 1）
。
【平成 27 年度三陸臨海生物学実習】
平成 26 年度は初年度ということもあり、計画した実習内容を安全に実施することで手一
杯であった。一方、平成 27 年度には三陸臨海教育研究センター内に宿泊施設が完成する。
平成 27 年度以降の実習は、さらに充実する同センターでの実習をより良いものにして行き
たい。
【謝辞】
三陸臨海教育研究センターでの「臨海生物学実習」を実施するにあたり、多大なご協力
をいただいた北里大学内外の多くの皆様に心から感謝申し上げる。また、本実習は大船渡
市と「平成 26 年度北里大学学長助成金」の助成を受けて実施された。お礼申し上げる。
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表 1. 平成 26 年度海洋実習の概要
実習コース
学生数
Ａ群 １）臨海生物学実習（三陸臨海教育研究センター）
32、31名
第1グループ：8月4日~7日、第2グループ：8月6日~9日
２）臨海生物学実習（横浜国立大学臨海環境センター）
各30名
第1グループ：8月7日〜8日、第2グループ：8月9日〜10日
３）臨海生物学実習（江ノ島、横須賀市自然・人文博物館天神島臨海自然教育園）
28名
地引き網実習：6月29日、海岸生物観察：8月27日
４）臨海生物学実習（江ノ島、水研センター横須賀庁舎）
29名
地引き網実習：6月29日、海岸生物観察：8月4日
Ｂ群 １）洋上実習（北海道大学練習船：おしょろ丸）：12月17日~20日
60名
２）洋上実習（三重大学練習船：勢水丸）：12月17日~20日
20名
３）洋上実習（鹿児島大学練習船：かごしま丸）：12月17日~20日
40名
４）洋上実習（東京海洋大学練習船：神鷹丸）：12月17日~20日
40名
５）淡水生物学実習（神之川キャンプ場、神奈川県水産技術センター内水面試験場）
7名
釣り実習：8月26日、アユ実習：10月10日
６）河川調査実習（青根キャンプ場、神奈川県環境科学センター、相模川）
13名
屋外研修：6月22日、屋内研修：7月6日、河川調査実習：11月16日

図 1. 平成 26 年度海洋実習成果報告会
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研究活動報告
1.

三陸キャンパスで行われた主な事業
東北マリンサイエンス拠点形成事業の紹介と
北里大学の震災後の研究活動
北里大学海洋生命科学部・教授
加戸隆介

東北マリンサイエンス拠点形成事業「海洋生態系の調査研究」
2011年3月11日、北里大学海洋生命科学部は東北太平洋沖を震源地とするいまだかつて無
い大きな地震(東日本大震災)に襲われた。この巨大地震とこれに伴い発生した巨大津波によ
り、沿岸域の浅瀬は大きな撹乱を受けると共に、多量のガレキの堆積や藻場の喪失などに
よる環境の変化により海の中は壊滅的な打撃を受けた。同時に、東北の主要な水産物を産
み出していた養殖施設や漁船もそのほとんどが失われ、水産業もかつて無い被害を受けた。
この稀有な自然災害に対して、文部科学省は、科学的立場から水産業の復興支援を目的と
して、海洋生態系研究開発拠点機能形成事業費補助金制度により「海洋生態系の調査研究」
をひとつの事業として打ち出した。この事業は、東北大学、東京大学、海洋研究開発機構
の3研究機関が中心となって実施されるもので、TEAMS（Tohoku Ecosystem-Associated Marine
Science）の略称が与えられ、海洋科学技術分野のオールジャパンの研究者の力を結集し、
対象海域の物理・化学的環境と生物動態について総合的に調査研究し、海洋生態系の変動
メカニズムを解明することで、漁場の設定や資源量予測に資する科学的知見やデータを提
供することを目的としている。北里大学は三陸の地に学部を開設して以来今日まで岩手県
において継続的に教育・研究を展開してきており、多くの卒業生を県内や県外に輩出して
きた実績から、東北大学からの委託機関としてこの事業に参画してきている。
この事業は、海洋生態系の回復を図るとともに、沿岸地域の産業を復興させることが緊
急性の高い重要な課題となっており、
「震災により激変した海洋生系を解明し、漁場を復興
させるほか、関連産業の創出にも役立たせるため、大学、態研究機関、民間企業等による
ネットワークを形成」することや「さけ・ます等の種苗生産体制の再構築や藻場・干潟等
の整備、科学的知見も活かした漁場環境の把握、適切な資源管理等により漁場・資源の回
復を図る」こと等が掲げられている。
また、東北沖における研究開発を継続的かつ体系的に実施するため、全国の関連研究者
のネットワークとして、大学等の研究機関を中心としたマリンサイエンスの拠点を東北に
形成すること、また、マリンサイエンス拠点における活動については、海外の研究機関や
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民間企業とも連携することが必要であり、将来的には、国際的な海洋研究拠点として発展、
継続していくことが提言されている。
以上を踏まえ、本事業においては、関係する大学や研究機関が復興支援のためのネット
ワークとして「東北マリンサイエンス拠点」を構築し、地元自治体や関係省庁等と連携し
つつ、東北の復興を図るため東北沿岸域からその沖合海域における海洋生態系の調査研究
が実施されてきている。
現在、以下の4つの課題の下に、研究･データ収集・整理が行われている。
課題１：漁場環境の変化プロセスの解明（東北大学・北里大学）
課題２：海洋生態系変動メカニズムの解明（東京大学大気海洋研究所・岩手大学）
課題３：沖合改訂生態系の変動メカニズムの解明（海洋研究開発機構・東海大学）
課題４：東北マリンサイエンス拠点データ共有・公開機能の整備･運用
（以上http://www.i-teams.jp/j/about/index.htmlより一部引用）
北里大学の震災後の活動
海洋生命科学部は昭和 47 年に設置されて以来およそ 40 年にわたって、地域に支えられ
ながら、教育、研究、社会貢献に取り組んできた。東北地方太平洋沿岸の水産・海洋系調
査研究機関の多くが壊滅的被害を受けた中、本学部は、それら機関と手を携えながら、水
産業、沿岸環境の復興、回復に貢献しなければならないとの認識から、これまでの学術的
蓄積と三陸キャンパス施設の一部を活用し、独自の「震災復興支援プログラム」を 2011 年
8 月 11 日に立ち上げた。プログラムの基本方針は以下のとおりである。
1. 学部・研究科の学術的蓄積を背景に、三陸キャンパス施設の一部を活用して学部独自
の復興支援プログラム〔 (1) 生物相・環境変化およびその回復過程の調査・研究、(2)
増養殖業復興に向けた基礎的研究、(3) 調査研究成果の情報発信 〕を構築・展開する。
2. 地域水産業者からの施設利用など具体的な要望に対しては、可能な限り対応する。
3. 「学術的復興支援プログラム推進委員会」を設置し、支援・研究活動の組織化、プロ
グラム構築・展開、調査・研究成果の発信、全学的支援活動、および他機関・学協会・
地方自治体などにより展開されるプログラムとの連携を推進する。
4. 被災地域の水産業復興に資する調査、研究を行うために、三陸キャンパスの施設を一
部共同利用施設（資源、環境調査、種苗生産など）として運用する。
5. 三陸研修所を上記活動に資する宿泊施設として当面活用する。
（以上 http://www.kitasato-u.ac.jp/20110311/n20110811_54.html）
このプログラムの実行に必要な現地調査の経費は、2011 年度には、学部経費や各研究者
が獲得した研究助成費を充ててきた。幸いなことに、2012 年度からは前述の学術的復興支
援プログラムの調査・研究内容に対して、東北マリンサイエンス拠点形成事業による東北
大学からの受託研究費が得られたことから、この経費を充てることで、これまで研究を継
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続できてきている。3 主要研究機関のうち東北大学が担当する大課題名は「漁場環境の変化
プロセスの解明」で、北里大学は中課題名として「岩手県南部海域の海洋環境と現状調査」
と題して、学術的復興支援プログラムの内容を包含した以下の５つの小課題を実施してい
る。
1：岩手県南部海域における沿岸環境調査
2：岩手県南部海域の岩礁域・鉛直護岸壁の付着生物および浅海環境調査
3：魚類の再生産に関する実態調査
4：岩手県南部海域における漁業対象生物の遺伝的集団構造の調査（アワビ、ナマコ、ウ
ニ）
5：岩手県南部海域における有毒・有害プランクトン調査
この研究では、大船渡湾、越喜来湾を中心として岩手県の各湾が震災により受けた影響
とその後の回復過程を明らかにするのが目的です。
それぞれの研究課題の震災後に得られた結果概要は以下の通りである。
小課題 1. 沿岸環境
越喜来湾における震災や津波による水質への影響は、震災後３年間の大腸菌群数は震災
前に比べ高い傾向がみられたが、その他（pH、COD、DO、DO 飽和度、全窒素など）は震
災前後で大きな差は無かった。クラゲ相については、防波堤の 修復工事にともなうポリプ
の付着基質増加をうかがわせる種組成の変化が見られている。一方、大船渡湾においては、
硝酸・亜硝酸態窒素およびケイ酸濃度は震災前後で有意な差は認められなかったが、アン
モニア態窒素およびリン酸態リン濃度は湾の内部において夏季から秋季にかけての低層付
近で大きく減少した。また湾の内部においてはクロロフィル a 濃度も震災前と比べて有意に
増加し、湾港防波堤倒壊の影響が考えられた。プランクトンやベントス幼生についても、
外洋性種が湾内にも見られるようになった。
小課題 2. 岩礁域・護岸壁の海藻･底生生物
吉浜湾の岩礁域における震災後の潮間帯生物相を過去の生物相情報と比較した結果、植
物相では、震災前の出現種 38 種に対して、震災後 1 年目は 14 種、2 年目は 17 種、今年度
では 23 種と、震災後に著しく減少した植物種数は，その後継続して増加した。 動物相で
は、頻出種が震災前では 24 種であったのに対し、震災後 1 年目は 21 種、昨年度は 20 種、
今年度は 20 種であった。以上より、岩礁域の生物群集は震災前の状況に戻りつつあるよう
に見えるが、一部の潮下帯藻種は上部の植物群集に阻まれて上部に生息場所を拡げられな
いでいる。越喜来湾内の防波堤壁面では、震災後に潮間帯下部から潮下帯にかけて外来フ
ジツボ Perforatus perforatus が付着するようになり、徐々にその密度を増加させている傾向
が見られた。
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小課題 3. 魚類相
越喜来湾浦浜海岸においては、震災後に出現魚類の種数と個体数が大きく減少したが、
その後徐々に回復傾向を示し、種数では以前の状態に、個体数でも 2009 年の 90％近くに達
している。しかし、防潮堤の工事にともなう砂品位器の環境変化が続いており、一部の魚
種の増減はこれらの工事の影響を受けている者と考えられる。浪板海岸アマモ場では、2014
年に 5 目 16 科 29 種以上 1008 個体の出現が確認され、2013 年より増加した。なお、津波に
より流失したアマモ場は 2011 年末に 680 ㎡まで回復し、さらに 2014 年 8 月には 3300 ㎡と
震災前より増加した。また、昨年に続きホシガレイの幼魚が出現したことから、浪板海岸
が本種の成育場として利用されていることが示唆された。野田湾のヒラメ着底稚魚に関し
て、分析年度数は限られているものの(n=6)、年度ごとの稚魚着底密度と減少係数には正の
相関が確認された。
小課題４．

漁業対象生物の遺伝的集団構造

マナマコ、エゾアワビおよびキタムラサキウニのマイクロサテライト DNA 座およびミト
コンドリア DNA 領 域を用いた集団遺伝学的なデータを得た。マナマコに関しては、震災
後の集団で極度な近交または遺伝的異集団の大量移入はなかったと考えられた。しかしな
が ら震災後に生まれた群で遺伝的多様性の減少傾向が見られた。また、ハプロタイプ多様
度の値は、震災前に比べて震災後の集団で減少する傾向が見られた。以上 より、津波によ
り従前集団個体の大量死または分散により集団が縮小した可能性が示唆された。エゾアワ
ビの親集団においては、震災後 3 年経過した時点での津波による強い瓶首効果の影響は受
けていないことが示唆された。一方キタムラサキウニに関しては、震災前集団でホモ接合
体過剰が見られ、既に近交の傾向を示していた。今後これら３種について、震災後のデー
タを加えつつ詳細に検討していく予定である。
小課題 5. 有毒・有害プランクトン
麻ひ性貝毒原因渦鞭毛藻は大船渡湾で、下痢性貝毒原因渦鞭毛藻は大船渡湾および越喜
来湾で震災年からその出現を確認した。その後、これらの出現量は年に よって変動したが、
麻ひ性貝毒原因渦鞭毛藻については 2013 年の 4 月に Alexandrium tamarense の過去最高レベ
ルの高密度発生を認めた。一方、下痢性貝毒の出現傾向は震災前とほぼ同様であった。
大船渡湾において麻ひ性貝毒原因渦鞭毛藻シストの水平分布調査を行ったところ、2014
年の存在量は 2012、
2013 年に比べて全体的に減少傾向にあることが明らかになった。
特に、
湾中・湾奥部では 2012 年に比べて 1/10 以下に減少している定点も認められた。また、同湾
2 定点において表層底泥中のシスト数を毎月調べた結果、栄養細胞発生後にやや上昇する以
外には大きな季節変動は認められなかった。2014 年度は Alexandrium 栄養細胞の出現量が低
レベルに終始したが、シスト数の季節的変動が小さい傾向はこのことを反映しているもの
と思われた。
記憶喪失性貝毒原因珪藻に関しては、大船渡湾ではほぼ同濃度ドウモイ酸（DA）が検出
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されたが、越喜来湾では昨年に比べて 4 倍以上高い値が検出された。しかし、ホタテガイ、
ムラサキイガイからドウモイ酸は検出されなかった。
以上のように、対象とする海洋生物によって震災からの回復状況は様々であるが、着実
に回復に向かっていると判断される。一方、宅地造成や新たな防波堤建設による工事にと
もなう影響が新たに出てきつつある。また，大船渡湾口防波堤の再建による湾内水質の変
化も注目することが必要である。今後、引き続きモニタリングを続けることにより、三陸
沿岸の海洋環境、生物の変化の様相について明らかにしていく予定である。
これまでに公表された成果を以下に示す。
2012 年度
小課題１
・伊藤絹子・林崎健一：水圏の生産力解析：漁業による三陸の復興に向けて-総合討論-、月
刊海洋、44(11)：602-605（2012）
・山田雄一郎：大船渡湾および越喜来湾における震災前後のプランクトン群集組成の変化、
北里大学海洋生命科学部・岩手県水産技術センター合同セミナー 「岩手県南部海域にお
ける海洋環境の現状調査」に関する成果報告会」
、2013/3/14
・難波信由：東日本大震災前後の越喜来湾養殖海域の水質環境、北里大学海洋生命科学部・
岩手県水産技術センター合同セミナー

「岩手県南部海域における海洋環境の現状調査」

に関する成果報告会」
、2013/3/14
・緒方智・難波信由・加戸隆介：東日本大震災前後の岩手県越喜来湾養殖海域の水質環境, 平
成 25 年度日本水産学会春季大会、2013/3/27
・柴田晴佳：岩手県南部大陸斜面における津波による流出物の実態の把握、平成 24 年度 岩
手県三陸海域研究論文 特別賞受賞、2013/1/26
・柴田晴佳、古島靖夫、後藤友明、三宅裕志、藤倉克則：三陸沖合における津波による漂
流物および深海底蓄積ゴミについて、水産海洋学会創立 50 周年記念大会、2012/11/16
・柴田晴佳、三宅裕志、後藤友明、古島靖夫：三陸沖合における流出物の実態、平成 24 年
度日本沿岸域学会「研究討論会」
、2012/7/14
・三宅裕志：三陸沿岸に見られるクラゲたち、第 8 回 NCB 大会公開シンポジウム、2013/3/9
・柴田晴佳：深海ゴミに付着していた刺胞動物、第 8 回 NCB 大会公開シンポジウム、2013/3/9
小課題２
・加戸隆介 三陸の潮間帯生物群集に対する震災による地盤沈下の影響. うみうし通信, 75,
8-9. (2012)
・加戸隆介・木村敏宏・酒井あずさ・小笹秀明・吉田冬人・難波信由：三陸の沈下した防
波堤岸壁上の潮間帯生物群集における震災後の遷移、2012 年日本プランクトン学会・日本
ベントス学会合同大会（千葉・東邦大）
、2012/10/7
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・加戸隆介：大震災が三陸沿岸の潮間帯生態系に与えた影響、三陸キャンパスセミナー「東
日本大震災からの三陸水産業復興への北里大学の取り組み」
、2012/10/26
・加戸隆介：越喜来湾崎浜岸壁および大船渡湾上平岸壁における震災前後の生物相の変化、
北里大学海洋生命科学部・岩手県水産技術センター合同セミナー、岩手県南部海域におけ
る海洋環境の現状調査に関する成果報告会、2013.3.14
小課題３
・朝日田卓：越喜来湾の砕波帯とアマモ場における震災後の環境変化と仔稚魚の出現動態、
岩手県南部海域における海洋環境の現状調査に関する成果報告会、2013/3/14
・後藤友明・佐藤駿史・角田崇・林崎健一・佐々木律子・永井愛梨：夏季の岩手県沿岸砂
浜域における魚類相の特性と東日本大震災後に見られた変化、平成 25 年度日本水産学会
春季大会、2013/3/27
小課題４
・奥村誠一，森山俊介：

三陸釜石海域におけるエゾアワビの遺伝的集団構造について，

第２回三陸セミナー，大船渡市リアスホール，2013/3/14
小課題５
・緒方武比古：有毒渦鞭毛藻のモニタリング、北里大学海洋生命科学部学術的復興支援プ
ログラム推進委員会主催セミナー「東日本大震災からの三陸水産業復興への北里大学の取
り組み」
、2012/10/26
・緒方武比古（北里大海洋）他 6 名：大船渡湾底泥における有毒渦鞭毛藻休眠胞子の存在
量, 分布について、北里大学海洋生命科学部・岩手県水産技術センター合同セミナー、岩
手県南部海域における海洋環境の現状調査に関する成果報告会、2013/3/14、
・小瀧裕一（北里大海洋）
：震災後の記憶喪失性貝毒生産珪藻分布調査、北里大学海洋生命
科学部・岩手県水産技術センター合同セミナー、岩手県南部海域における海洋環境の現状
調査に関する成果報告会、2013/3/14
・池田有里（北里大海洋）他 6 名：東日本大震災後の岩手県大船渡湾における渦鞭毛藻シ
ストの水平分布、平成 25 年度水産学会春季大会、2013/3/29
・小瀧裕一（北里大海洋）他 4 名：震災後の記憶喪失性貝毒生産底生珪藻 N. navis-varingica
の分布調査、平成 25 年度水産学会春季大会、2013/3/29
2013 年度
小課題１
・加戸隆介：越喜来湾崎浜岸壁および大船渡湾上平岸壁における震災前後の生物相の変化
と課題. 北里大学海洋生命科学部・岩手県水産技術センター合同セミナー（第 3 回）
「震災
後 3 年、海はどう変わったのか?

~よみがえる環境と生物~」. 大船渡, 2014.03.02.

・難波信由：東日本大震災前後の越喜来湾養殖海域の水質環境. 北里大学海洋生命科学部・
岩手県水産技術センター合同セミナー
（第 3 回）
「震災後 3 年、海はどう変わったのか? ~
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よみがえる環境と生物~」. 大船渡, 2014.03.02.
・山田雄一郎・加賀新之助・小檜山篤志・緒方武比古．2013．大船渡湾における海洋環境
および微細プランクトン群集組成の震災前後の変化．2013 年度日本海洋学会秋季大会．札
幌
・山田雄一郎：大船渡湾における水質環境の震災前後の変化. 北里大学海洋生命科学部・岩
手県水産技術センター合同セミナー（第 3 回）
「震災後 3 年、海はどう変わったのか? ~
よみがえる環境と生物~」. 大船渡, 2014.03.02.
・三宅裕志・本多志穂・斎藤智也・横場裕則・浜津芳弥：岩手県南部海域におけるクラゲ相
の震災前後の比較. 北里大学海洋生命科学部・岩手県水産技術センター合同セミナー（第 3

回 ）「震 災後 3 年、海はどう変わっ たのか?

~よみがえる環 境と生 物~ 」. 大船渡,

2014.03.02.
小課題２
・長野聡一郎・辻季宏・小笹秀明・吉田冬人・木村敏弘・酒井あずさ・平野健志・難波信
由・加戸隆介: 岩手県越喜来湾における震災前後の付着生物の加入と群集構造の変化, 平
成 26 年度日本付着生物学会研究集会、東京（海洋大）
、2014.03.20
・加戸隆介：東日本大震災が岸壁の潮間帯生物相にもたらした影響と新たな課題,平成 26 年
度日本水産学会春季大会シンポジウム「地震・津波から 3 年後の東北地方太平洋沿岸域の
現状」 天災による自然攪乱と修復による人為的攪乱 、函館（北大）
、2014.03.27
・野方靖行・加戸隆介・岡野桂樹・吉村えり奈・佐藤加奈・吉田冬人・小笹秀明：東北地
方に新たに出現した外来フジツボ Balanus perforates, 2013 年度日本付着生物学会研究集
会・総会、東京（海洋大）
、2013.03.30
・加戸隆介・山田雄一郎・小笹秀明・吉田冬人・木村敏宏・難波信由：地盤沈下と湾口防
波堤壊は大船渡湾の潮間帯生物相に影響を与えたか？, 東北 MS 拠点形成事業平成 25 年度
全体会議、仙台（東北大）
，2014.06.08
・加戸隆介・濱口

光・岡野桂樹・長野聡一郎・辻

季宏・小笹秀明・吉田冬人・木村敏

宏・酒井あずさ･難波信由, 三陸の沈下した防波堤岸壁面の潮間帯生物群集における震災後
2 年間の遷移と新たな外来フジツボの侵入, 2013 年日本ベントス学会・日本プランクトン
学会合同大会、仙台（東北大）,2013.10.28
・加戸隆介：東日本大震災が潮間帯生物の多様性に与えた影響とその評価, 日本学術会議主
催学術フォーラム「東日本大震災からの水産業および関連沿岸社会・自然環境の復興・再
生にむけて」,東京（日本学術会議）, 2013.11.29
・林崎健一・小松輝久：アマモ場簡易観察手法の開発と被災水域での観察例. 2013 年度日本
水産学会秋季大会. 津（三重大）
、 2013.9.21
小課題３
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・片寄剛・浅川崇典・舘澤晋吾・川口純志・朝日田卓：岩手県越喜来湾の砂浜域とアマモ
場における東日本大震災後の環境変化と仔稚魚の出現動態. 日本水産学会秋季大会, 津
（三重大）, 2013.09.20
・浅川崇典・片寄剛・朝日田卓：岩手県盛川における東日本大震災後のアユの天然遡上数
と日齢組成. 日本水産学会秋季大会, 津（三重大）, 2013.09.20
・朝日田卓：
「海のゆりかご」波打ちぎわとアマモ場における仔稚魚の動態からみた震災後
の環境変化. 北里大学海洋生命科学部・岩手県水産技術センター合同セミナー（第 3 回）
「震災後 3 年、海はどう変わったのか? ~よみがえる環境と生物~」
. 大船渡, 2014.03.02.
・林崎健一：アマモ場植生簡易観察手法の開発と被災水域での観察例. 北里大学海洋生命科
学部・岩手県水産技術センター合同セミナー（第 3 回）
「震災後 3 年、海はどう変わった
のか? ~よみがえる環境と生物~」. 大船渡, 2014.03.02.
小課題４
・奥村大志、井川孝治、奥村誠一、森山俊介．三陸・釜石海域におけるエゾアワビの遺伝
的集団構造について．平成２５年度東北マリンサイエンス拠点形成事業（海洋生態系の調
査研究）全体会議、仙台（東北大）
、2013.06.08.
・奥村誠一・足立賢太・井川孝治・森山俊介：三陸・釜石海域におけるマナマコの遺伝的集団
構造について. 北里大学海洋生命科学部・岩手県水産技術センター合同セミナー（第 3 回）

「震災後 3 年、海はどう変わったのか? ~よみがえる環境と生物~」
. 大船渡, 2014.03.02.
小課題５
・緒方武比古、池田有里、小檜山篤志、山田雄一郎、加賀新之助、内記公明、松岡數充、
大船渡湾底泥における渦鞭毛藻休眠胞子の存在量、分布. 平成 25 年度東北マリンサイエ
ンス拠点形成事業(海洋生態系の調査研究)全体会議, 仙台（東北）, 2013.06.08.
・池田有里・加賀新之助・加賀克昌・内記公明・小檜山篤志・山田雄一郎・緒方武比古・
松岡數充：東日本大震災後の岩手県大船渡湾における麻ひ性貝毒原因渦鞭毛藻シストの時
空間分布.平成 26 年度日本水産学会春季大会, 函館（北大）, 2015.03.28.
・小瀧裕一・吉田健一・境野智・品田翔太・一番ヶ瀬裕司・松井麟太郎：わが国の記憶喪
失性貝毒生産珪藻 Nitzschia navis-varingica の分布特性. 平成 25 年度日本水産学会秋季大会,
津（三重大）, 2013.09.21.
・小瀧裕一・吉田健一・境野智・品田祥太、震災後の記憶喪失性貝毒生産珪藻出現調査.北
里大学海洋生命科学部・岩手県水産技術センター合同セミナー、震災後 3 年海はどう変わ
ったのか？〜~よみがえる環境と生物~」. 大船渡, 2014.03.02.
2014 年度
小課題１
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・Yuichiro Yamada, Shinnosuke Kaga, Yoshimasa Kaga, Kimiaki Naiki, Shiho Watanabe, Temporal
and spatial variations in dissolved nutrients and chlorophyll a concentrations in Ofunato Bay, Iwate
Prefecture: comparison of before and after the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake.
Journal of Oceanography (査読中)
・三宅裕志・本多志穗・斎藤智也・横場裕則・濱津芳弥・元石双葉：岩手県南部海域にお
けるクラゲ相の震災後の変化．2014 年日本プランクトン学会・日本ベントス学会合同大会．
広島（広島大）
．2014.9.5．
・三宅裕志・元石双葉・本多志穗・斎藤智也・横場裕則・濱津芳弥：岩手県南部海域にお
けるクラゲ相の震災後の変化．北里大学海洋生命科学部・岩手県水産技術センター合同公
開セミナー（第４回）
「震災後 4 年間の海の環境変化と生物~震災の長期的影響と新たな
課題~」
．大船渡．2015.3.1．
・山田雄一郎：大船渡湾におけるクロロフィル a および栄養塩濃度の震災前後の変化．北里
大学海洋生命科学部・岩手県水産技術センター合同公開セミナー（第４回）
「震災後 4 年
間の海の環境変化と生物~震災の長期的影響と新たな課題~」
．大船渡．2015.3.1．
・山田雄一郎：岩手県大船渡湾における栄養塩とクロロフィル a 濃度の震災前後の変化．2014
年日本プランクトン学会・日本ベントス学会合同大会．広島（広島大）
．2014.9.5．
小課題２
・野方靖行・吉村えり奈・佐藤加奈・加戸隆介・岡野桂樹(2015). 新規外来フジツボ Perforatus
perforatus の日本への侵入確認およびリアルタイム PCR 法を用いた検出方法について.
Sessile Organisms, 32, 1-6, 2015
・加戸隆介(2014). 東日本大震災が岸壁の潮間帯生物相にもたらした変化と新たな課題. 月
刊海洋, 46, 72-77.
・難波信由・加戸隆介（2015）. 岩手県吉浜湾舟作海岸の潮間帯植物相に対する東日本大
震災の影響．北里大学海洋生命科学部・岩手県水産技術センター合同公開セミナー（第４
回）
「震災後 4 年間の海の環境変化と生物~震災の長期的影響と新たな課題~」
．大船渡．
2015.3.1．
・難波信由・篠塚美佐希・加戸隆介（2015）.岩手県吉浜湾舟作海岸の潮間帯海藻群落に対
する 東日本大震災の影響.日本藻類学会第 39 回大会,福岡（九州大）, 2015.3.21．
・濱口光・小笠原誠・辻秊宏・難波信由・加戸隆介（2014）. 新規外来フジツボ Perforatus
perforatus の東北における分布域と生態的特徴について. 2014 年度日本プランクトン学
会・日本ベントス学会合同大会. 広島（広島大）. 2014.09.05.
・Hamaguchi, H., Nogata, Y., Okano, K., Ogasawara, M., Tsuji, T., Nanba, N., Kado, R. A new
alian barnacle Perforatus perforatus in northern Honshu, Japan – Current distribution and its
ecological properties, 2014 ICMCF Satellite Symposium in Singapore, 2014. 6 11.
・難波信由・加戸隆介：震災後に出現した新規外来フジツボの東北沿岸における分布状況
と生態学的特徴．北里大学海洋生命科学部・岩手県水産技術センター合同公開セミナー（第
４回）
「震災後 4 年間の海の環境変化と生物~震災の長期的影響と新たな課題~」
．
大船渡．
2015.3.1．
・濱口光・加戸隆介（新規外来フジツボ Perforatus perforatus の現在の生息域と生態からみ
た今後の分布域.2015 年度日本付着生物学会研究集会･総会, 東京（東京海洋大）, 2015.03.27.
小課題３
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・片寄 剛・浅川崇典・朝日田 卓（2014）. 仔稚魚の出現動態からみた被災地の砂浜海
岸における各種復旧工事の影響.平成 26 年度日本水産学会秋季大会(2014/9/21)
・浅川崇典・片寄

剛・朝日田

卓(2014) 岩手県盛川における東日本大震災後のアユの天

然遡上数と日齢組成の変化. 平成 26 年度日本水産学会東北支部大会(2014/11/8)
・玉田悟・林崎健一・後藤友明（2014）. 岩手県沿岸におけるヒラメ着底稚魚期の餌料環境.
平成 26 年度東北ブロック底魚研究連絡会議（2015/2/26）
・後藤友明・太田

悟・下地翔太・林崎健一（2015）. 東日本大震災以降の大槌湾に着底

したマコガレイ稚魚の分布と成長. 平成 26 年度日本水産学会春季大会（2015/3/29）
・朝日田 卓・片寄 剛・浅川崇典・村上真・池永暉(2015).

「海のゆりかご」波打ちぎ

わとアマモ場における仔稚魚の動態からみた震災後の環境変化.

北里大学海洋生命科学

部・岩手県水産技術センター合同公開セミナー（第４回）
「震災後 4 年間の海の環境変化
と生物~震災の長期的影響と新たな課題~」
．大船渡（2015/3/1）
．
・林崎健一・玉田悟・後藤友明（2015）. 北里大学海洋生命科学部・岩手県水産技術センタ
ー合同公開セミナー（第４回）
「震災後 4 年間の海の環境変化と生物~震災の長期的影響
と新たな課題~」
．大船渡（2015/3/1）
．
・朝日田 卓（2014）. TOMORROW 「海の中からの復興〜岩手・三陸海岸〜」. NHK（BS
および国際放送）
（2014/8/20）
小課題４
・足立賢太，奥村大志，井川孝治，奥村誠一，森山俊介．三陸・釜石海域における重要漁
業対象種 (マナマコ、エゾアワビ、キタムラサキウニ)の 遺伝的集団構造解析．平成 26 年
度東北マリンサイエンス拠点形成事業（海洋生態系の調査研究）全体会議，仙台市，5 月
17 日、2014．
・足立賢太，堀大貴，島文華，奥村誠一，森山俊介．三陸沿岸における重要漁業対象種の
遺伝的集団構造解析．北里大学海洋生命科学部・岩手県水産技術センター合同公開セミナ
ー（第４回）
，大船渡市，3 月 1 日、2015．
小課題５
・緒方武比古・池田有里・加賀新之助・内記公明・加賀克昌・小檜山篤志・山田雄一郎・
松岡數充：東日本大震災大津波が有毒渦鞭毛藻休眠胞子の分布に与えた影響. 平成 26 年
度東北マリンサイエンス拠点形成事業(海洋生態系の調査研究)全体会議、仙台（東北大学）
、
2014.5.17
・緒方武比古・池田有里・下川正起・山田雄一郎・小檜山篤志・ 加賀新之助・加賀克昌・
内記公明・松岡數充:大船渡湾における有毒・有害渦鞭毛藻およびその休眠胞子の発生・分
布字状況.北里大学海洋生命科学部・岩手県水産技術センター合同公開セミナー（第４回）
、
大船渡（リアスホール）
、2015.3.1
・齊藤秀龍・緒方武比古・小檜山篤志・山田雄一郎・内田肇・鈴木敏之：岩手県越喜来湾
における底生性・付着性渦鞭毛藻の出現、毒生産に関する研究. 平成 27 年度日本水産学会
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春季大会、東京（東京海洋大学）
、2015.3.29
・小瀧裕一・吉田健一・境野智・品田祥太：平成 26 年度東北マリンサイエンス拠点形成事
業「海洋生態系の調査研究」全体会議、岩手県南部海域における記憶喪失性貝毒生産珪藻
の出現と貝類毒化調査、仙台、
（東北大学）
、2014.5.17.
・Romero MLJ, Relox J , Lundholm N, Yoshida K, Kobiyama A, Mashimo M, Ogawa H, Chen I-S,
Haraguchi K, Kotaki Y：Spatial distribution of ASP producing diatom Nitzschia navis-varingica
along the warm current Kuroshio（記憶喪失性貝毒生産珪藻の黒潮による分布拡大）
、平成 26
年度日本水産学会秋季大会、福岡（九州大学）
、2014.9.21
・小瀧裕一・吉田健一・境野智・品田祥太：震災後に再出現した記憶喪失性貝毒生産珪藻、
平成 26 年度日本水産学会秋季大会、福岡（九州大学）
、2014.9.21
・Yuichi Kotaki, Nina Lundholm, Kenichi Yoshida, Atsushi Kobiyama, Masakazu Mashimo, Koichi
Haraguchi: A survey on toxic diatoms Pseudo-nitzschia multiseries and Nitzschia navis-varingica
after the 2011 Japanese tsunami, 16th International Conference on Harmful Algae, Wellington, New
Zealand, 2014. 10. 28.
・Marc Lawrence J. Romero, Yuichi Kotaki, Nina Lundholm, Atsushi Kobiyama, Juan Relox,
Kenichi Yoshida, Masakazu Mashimo, I-Shiung Chen, Hisao Ogawa, Koichi Haraguchi:
Geographical comparison in toxin profiles and genetic markers in the toxic diatom Nitzschia
navis-varingica along the warm water current Kuroshio, 16th International Conference on Harmful
Algae, Wellington, New Zealand, 2014. 10.27.
・小瀧裕一・吉田健一・青木直人・大矢明司・石井大貴：岩手県南部海域における震災後
の記憶喪失性貝毒生産珪藻発生および二枚貝の毒化調査、北里大学海洋生命科学部・岩手
県水産技術センター合同公開セミナー（第４回）
、大船渡（リアスホール）
、2015.3.1.
引用文献
TEAMS: http://www.i-teams.jp/j/about/index.html
http://www.kitasato-u.ac.jp/20110311/n20110811_54.html
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SANRIKU 水産教育研究拠点形成事業
水産・養殖班の紹介と平成 26 年度の活動
北里大学海洋生命科学部・教授
森山 俊介
１．SANRIKU（三陸）水産教育研究拠点形成事業
SANRIKU（三陸）水産教育拠点形成事業は、2011 年 3 月の東日本大震災により、壊滅的
は被害を被った岩手県沿岸域の地場産業を支える水産業を一日でも早く復旧・復興させる
ために、平成 24 年度から岩手大学、東京海洋大学および北里大学の三大学が高度に連携し
て、①新たな産業の創出、②水産業を担う高度専門人材育成、また、③世界の SANRIKU の
復興シンボルとしての持続的な教育・研究の拠点形成を目指して取り組んでいるプロジェ
クトである。本事業では、水圏環境調査、養殖、加工・機能性、マーケット、食文化まで
の 1 次産業から 3 次産業までを一貫して研究・教育することにより、産業構造の変革、新
技術の開発（6 次産業化の推進）、さらに、次代の水産業を担う人材を育成することを目
的とする。本年次報告では、私が関わっている水産・養殖班および北里大学で取り組んで
いる研究を紹介する。
２．水産・養殖班の研究テーマ
私が携わっている水産・増養殖班は岩手大学の梶原先生をリーダーとし、岩手大学では
ホヤとマガギを対象として漁場環境に適した増養殖技術の開発と実証試験、また、シロザ
ケとサクラマスを対象としたふ化場や採捕場所に違いによる遺伝特性を分析し、これらサ
ケ類の育種および増養殖と新適合種の選定に関する研究を進めている。東京海洋大学では、
岩手県で殆ど普及していない閉鎖循環式システムによるヒラメ・カレイ類、クエなどの魚
類、また、アワビを効率よく育成するための増養殖技術の開発に関する研究を進めている。
北里大学では、シロザケ資源を将来に渡って持続的に利用するために、SANRIKU 式シロザ
ケふ化放流技術を開発するための研究を進めている。さらに、水産・増養殖班の研究者が
相互に連携しながらさらに研究を進めるために、岩手大学の阿部先生をグループリーダー
として、サケワーキンググループにより、サケふ化場の水質などの環境調査、河口閉塞と
回帰との関連性調査、資源調査、遺伝的特性、増養殖と育種、また加工・流通・マーケテ
ィンググループと連携しサケの機能性成分の分離と活用、新商品開発などに関する研究に
取り組んでいる。一方、東京海洋大学の遠藤先生をグループリーダーとして、陸上養殖ワ
ーキンググループにより、鉄炭団子の陸上養殖汚泥と有機海藻培養への有効活用法、閉鎖
循環式養殖施設を有効活用したマツカワとクエのブランド化を目指した養殖技術および新
規飼料の開発研究にも取り組んでいる。
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３．北里大学海洋生命科の取り組み
北里大学の海洋生命科学部と海洋バイオテクノロジー釜石研究所では、岩手県を含む東
北沿岸域において極めて重要な水産資源の一つであるシロザケ資源を、将来にわたって持
続的に維持、有効活用するために、本事業を通して、健康で大型のサケ稚魚を育成するた
めの技術開発に取り組んでいる。岩手県ではサケの資源量を安定して増やすために、1980
年代から毎年、約 4 億 5 千万尾のサケの人工ふ化仔魚を岩手県内のふ化場から放流したこ
とにより、1990 年代後半までは毎年、約 1 千万尾のサケが岩手県沿岸域の定置網や河川で
漁獲されていた。しかし、2000 年代に入ると放流数は以前と変わらないものの来遊数は激
減し、2010 年には約 2 百万尾に留まった。サケの来遊数が激減した原因として、東北沿岸
から北海道沿岸域、またオホーツク海から北海など、サケが回遊（索餌回遊）する海洋環
境が急激に変化したことによる影響と考えられている。さらに、東日本大震災は、放流直
前のサケのふ化場を壊滅させたことにより、果たしてどれくらいの数のサケ稚魚が生き残
っていたのかは皆目検討もつかない。このような状況下、放流したサケの回帰率を向上さ
せるためには、大型かつ健康で環境変化に適応できるサケ稚魚を育成して放流する必要が
ある。そのためには、ふ化場での仔稚魚の生育状態、淡水から海水に移行する過程での海
水適応能や成長のメカニズム、また、健康な体を維持することのできる飼料に関する研究
を進めることは極めて重要な研究である。
本事業において、海洋バイオテクノロジー釜石研究所では、健康なサケを育成する技術
開発を図るために、ふ化場において採取したサケ稚魚の腸内フローラ分析により優占種を
特定するとともに、三陸沿岸域で採取された海洋生活初期のサケ稚の腸内フローラの特性
などについて調べている。さらに、これらの研究成果に基づいて、サケ稚魚を淡水と海水
で飼育し、飼育密度、水温および餌の量や質を変えることによる成長と腸内フローラの関
連などについての基礎的知見を集積している。これまで、魚類の腸内フローラに関する知
見は乏しく、断片的な報告しかなかったので、釜石研究所において明らかにした研究成果
は、サケに留まらず、他の魚類の増養殖技術への波及効果が期待できる。
一方、私は、釜石研究所で飼育している試験魚の成長を生理学的側面から評価するため
に、サケの成長や海水適応能の獲得に関わる内分泌系のホルモンの一つであるインスリン
様成長因子に着目し、飼育密度、水温および餌の量や質の変化に伴うサケ稚魚の肝臓とエ
ラの発現レベルについて比較検討している。また、大型で健康なサケ稚魚を育成するため
には、栄養価の高い飼料を用いることが重要と考えている。確かに、海水で飼育するサケ
稚魚に海産魚用の初期飼料を摂餌させると、サケ用の初期飼料を摂餌させた魚よりも成長
が早まる。しかし、現在のサケの孵化放流事業では海産魚用の飼料を使用することは困難
である。我々は、サケ稚魚を放流した後、湾内に滞留している魚が摂餌している餌料生物
の解析結果に基づいて、春先に岩手県沿岸域で漁獲されるイサダを餌としてサケ稚魚の育
成に利用するための技術開発も進めている。これまでにイサダを酸性あるいは塩基性条件
下で抽出した抽出液を添加したサケ用の配合飼料をサケ稚魚に摂餌させることにより、通
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教の配合飼料を与えたコントロールよりも成長が良いこと、さらにイサダ添加飼料を摂餌
した魚では肝臓のインスリン様成長因子の発現レベルが高いことを見出している。これら
の結果はイサダを健康で大型のサケ稚魚を育成することに利用できると考えられる。現在、
サケ稚魚の成長促進に及ぼすイサダ添加飼料の効果について研究を進めている。
４．おわりに
シロザケは岩手県の特産品の一であり、沿岸域の地場産業を支えている。サケの資源量
を維持することに繋がる大型で健康なサケ稚魚の育成技術の開発に関する研究は、今回、
ご紹介した SANRIKU（三陸）水産教育拠点形成事業の課題としてではなく、農林水産技術
会議の食料生産地域再生のための先端技術展開事業および東北マリンサイエンス拠点形成
事業においても取り組まれている。これらの事業により得られた研究成果を共有すること
により、さらなる成果が期待される。なお、我々の取り組みが正しかったのか、あるいは
さらなる改善が必要なのかの答えは、放流したサケ稚魚が 3 年後にどれだけの数が帰って
くるかによってわかる。今後も引き続き、研究を進める必要があるが、サケに魅了される
小生にとっては、待ち遠しくもあり、あっという間でもある。
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SANRIKU 水産教育研究拠点形成事業
加工班の紹介と平成 26 年度の活動
北里大学海洋生命科学部・教授
渡部終五
平成 23 年
（2011 年）
に発生した東日本大震災によって岩手県沿岸は甚大な被害を被った。
この大震災からの復興を目指し、北里大学は岩手大学および東京海洋大学と連携して水産
教育研究拠点を形成するために、
文部科学省予算で平成 24 年度から関連事業を行っている。
この事業は平成 27 年度に終了するが、平成 26 年度はその前年に当たる。この事業の中、
水産新素材・加工技術・加工設備開発班プロジェクト（通称、加工班）には、北里大学か
らは菅野信弘（代表者）
、渡部終五、佐藤繁、小瀧裕一、難波信由、神保充、吉永龍起、横
山雄彦、池田大介、安元剛（敬称略）が参加している。
北里大学の平成 26 年度の研究テーマは、
【岩手県産ワカメのブランド化に寄与する基礎
研究】
（渡部、安元、横山、池田、難波、吉永、菅野）と、
【未利用（低価値）
・廃棄海洋生
物資源の有効利用に関する基盤研究】
（菅野、渡部、佐藤、小瀧、神保、池田）に、大きく
２つに分かれる。以下にその成果を活動内容として紹介する。
【岩手県産ワカメのブランド化に寄与する基礎
研究】三陸産養殖ワカメの栄養成分、化学成分、
岩手（吉里吉里）

物理的性状を評価し、その食品特性を裏付ける科
学的根拠を提供して、ブランド化のための根拠と

神奈川（葉山）

することを目的とする。
岩手県三陸沿岸の田老、吉里吉里、越喜来で収
穫した生ワカメと、神奈川県葉山産、三重県鳥羽

三重（鳥羽）

産生ワカメの一般成分分析、多元素分析、遊離ア
ミノ酸組成分析、脂肪酸組成分析を行った。その
結果、一般成分分析（水分、粗灰分、粗タンパク
質、粗脂肪）、多元素分析、遊離アミノ酸組成分
析において三陸地域間では大きな違いは認めら
れなかった。また、遺伝的変異も確認できなかっ

図 1.主成分分析による各地産ワカメの比較

た。一方、多元素分析から得られたデータを基に主成分分析を行ったところ、三陸産は葉
山産あるいは鳥羽産とは明白に異なった（図 1）。産 地 を 問 わ ず 、 中 芯 (中 肋 )に カ リ
ウムが多く、葉部にはナトリウム、カルシウム、マグネシウムが多かったが、
三 陸 産 は 他 産 地 の も の よ り リ ン 、マ グ ネ シ ウ ム 、カ ル シ ウ ム が 多 か っ た 。さ ら
に 、三 陸 産 ワ カ メ は 遊 離 ア ミ ノ 酸 量 、特 に ア ラ ニ ン 量 が 高 く 、脂 肪 酸 組 成 で は
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不飽和脂肪酸が多かった。
【未利用（低価値）
・廃棄海洋生物資源の有効利用に関する基盤研究】将来の三陸水産業
のあり方を見据えて、未利用・低価値・廃棄海洋生物資源の有効利用に関する多方面から
の基礎的・応用的研究を実施し、三陸地域に特化したゼロエミッション・システム構築の
ための基盤形成を目的とする。その研究対象は広範囲に及ぶ。また、未利用・廃棄海洋生
物資源の有効利用を想定した場合、新規生理活性成分の探索等の基礎科学的内容から、加
工技術の開発等の応用色の強い内容までを包含する。これらの状況に対応するために、本
研究課題は①〜⑦までのいくつかの小研究テーマによって構成されている。
抗酸化能の評価による食用化可能水産資源の網羅的比較解析（菅野）
：食用化可能水産
資源を対象に、ORAC 法で測定する「抗酸化能」を分析指標に網羅的に評価した。
② 岩手県産低価値・未利用魚類の練り製品への加工適性に関する検討（渡部、池田）
：
冬季には鍋物用として重用されるものの、それ以外の時期においては魚価が大きく低下す
るエゾイソアイナメ（通称ドンコ）の普通筋ミオシン重鎖の一次構造を決定し、練り製品
原料に適していることを示唆した。さらに実際、生鮮および冷凍魚から加熱ゲルを調製し、
その物性を測定して高品質であることを示した。
③ 未利用遺伝子資源の利用（フナクイムシ・セルラーゼの同定）
（神保）
：フナクイムシ
からの粗抽出液中のセルラーゼの同定を行った。
CH3

④ 未利用海藻類の有効利用（小瀧、菅野）：

COOH

非養殖種海藻を用いて、神経研究試薬としての
神経興奮性アミノ酸（ドウモイ酸とその異性
体・カイニン酸）の検索を行った（小瀧）
（図
2）
。さらに、廃棄生物資源である養殖ワカメ仮
根部の栄養成分、化学成分の分析を行い、葉部、
中肋部との比較により仮根部の特性を明らか

H

COOH
CH3

N
H

COOH

図 2.ドウモイ酸の構造

にした（菅野）
。主成分のアルギン酸について
は、⑤への利用可能性を探る。さらに、アカモクの呈味成分の分析を実施した（菅野）
。
⑤ カゴ漁生餌代替・補足製品の開発（小瀧）
：廃棄魚介類抽出液の魚類・カニ等から誘
引成分を選別し、有効な濃度を特定後、寒天やアルギン酸をマトリクスとして使用したと
きの有効性を確認した。さらに、マトリクスの原料として未利用海藻（渇藻類）の利用を
検討するともに（④と関連）、安価魚類ベースのマトリクスについても同様の検討を加え、
カゴ漁現場でその有効性を確認した。
⑥ 毒化二枚貝類の無毒化加工技術の開発（佐藤）
：三陸沿岸では例年、Alexandrium 属有
毒渦鞭毛藻の発生により養殖二枚貝類が麻痺性貝毒を蓄積して毒化するため、養殖業者は
長期間の出荷停止を余儀なくされ、その経済的損失は深刻なものとなっている。本研究は、
in vitro 試験で得られたポリフェノールと麻痺性貝毒の反応性に着目し、貝類に蓄積された
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麻痺性貝毒を除去する技術を開発した。
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KAUST プロジェクトの紹介と平成 26 年度の活動
北里大学海洋生命科学部・特任教授
工藤俊章
栄養豊かな親潮と黒潮、津軽暖流が大きく混ざり合う三陸の海は、古くから世界有数の
漁場として栄えてきた。三陸の海に隣接する大船渡市は岩手県沿岸南部の東北の中でも比
較的温暖な地域である。その中、吉浜湾を見渡せる高台に北里大学三陸臨海教育研究セン
ター（以下三陸センター）はある。本センターは、朝晩の通勤時にはシカ、リス、キジな
どの動物にもよく出会う緑豊かな自然にあふれた環境に囲まれている。
サウジアラビアのアブドラ国王は石油依存型から脱却し、科学技術立国を推進するため
2009 年に King Abdullah University of Science and Technology（アブドラ王立科学技術大学）(以
下 KAUST)を設立した。同大学はサウジアラビア第 2 の都市、ジェッダから、紅海に沿って
100 ㎞ほど北に位置している。本 KAUST プロジェクトは KAUST 五條堀孝栄誉教授を代表
者とし、北里大学海洋生命科学部渡部終五教授を日本側代表者として平成 26 年 7 月(2014.7)
に発足した。
本プロジェクトは、栄養豊かで生物多様性が高い三陸海域と砂漠に囲まれた紅海の生態
系（物質循環）を対比させ、分解者としてまた温室効果ガス（二酸化炭素、メタン、一酸
化二窒素等）の生産や消費者として重要な役割を担っている微生物の多様性と機能の解明
（メタゲノム解析）を目指すことである。
日本側研究者は北里大学海洋生命科学部の研究者を中心として、国立遺伝学研究所、岩手
県水産技術センターの研究者から構成されている。また、主な研究拠点は北里大学三陸セ
ンター（海水試料等の迅速な処理、DNA 抽出、各種試料の冷凍保存）と北里大学相模原キ
ャンパス（主としてメタゲノム解析）に置かれている。
日本側の研究海域は岩手県の大船渡湾である。大
船渡湾は湾面積約 7.9km2, 湾長 5.2km の南北に細
長い閉鎖性が強い湾であり、カキなどの養殖が盛
んなことで知られている。海水等の採取は県水産
技術センターの小型船を利用して毎月上旬行って
いる。調査定点は湾奥（KSt1）
、湾央（KSt2）
、湾
口（KSt3）の 3 点で、それぞれで表層、低層の海
水試料を採取した。同時に水質環境や底泥、ベン
トス試料など調査定点の生態系（物質循環）に関
連するデータ・試料の収集も行っている。
本プロジェクトは平成 26 年 7 月（2014.7）に発足した。そして、平成 27 年 3 月末現在の
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日本側メンバーは北里大学渡部終五、池尾一穂（遺伝研）、工藤俊章、緒方武比古、佐藤
繁、小檜山篤志、Md Shaheed Reza、山田雄一郎、池田大介、水澤奈々美、池田有里、川合
勇美子、岩手県水産技術センター加賀新之助、渡邊志穂、内記公明（敬称略）の 15 名であ
る。この内三陸センター常駐者は工藤俊章と池田有里の 2 名であるが、海水サンプリング
時などは７-８名の相模原キャンパスのメンバー、2-3 名の県技術センターのメンバーと協力
して研究を進めている。
三陸センターにおける平成 26 年度の研究活動としては大きく 3 つ上げられる。
1. 三陸センターKAUST 研究室の開設と研究設備の整備
三陸センター2 号館（MB5）4 階の 402 号室、準備室に KAUST 研究室を設置した。海
水のろ過・濃縮、DNA の抽出、各種サンプルの長期保存（特に冷凍保存）
、流し等に関
連する研究設備を整備した。特に、予算などに関しては川合さん、水澤さんに大きなご
尽力を賜った。
2. 調査定点、調査条件の設定
平成 26 年 8 月から湾央（現 KSt2）点を中心に海水の採水等、色々技術的な面も含め検
討を行った結果、平成 27 年 1 月から調査定点を湾奥（KSt1）
、湾央（KSt2）
、湾口（KSt3）
の 3 点に決定し、それぞれの定点で定期的に採水、採泥、生物試料等の収集を行った。
3. 研究データ
それぞれの定点で定期的に採水された海水試料は速やかに三陸センターに持ち帰り、各
種フィルターで連続的にろ過、集菌後、冷凍保存した。更に、必要に応じて保存試料から
DNA を抽出、定量した。その結果、海水等からメタゲノム解析に十分量の DNA 試料が得
られた。得られた DNA 試料は定期的に相模原キャンパスに送られ、次世代シーケンサー、
イルミナ MiSeq およびバイオインフォマティクスの各種パイプラインを用いるメタゲノム
解析に供された。並行して水質環境、微生物量、底泥試料、ベントス試料など調査定点の
生態系（物質循環）に関するデータ・試料の収集、解析も進めており、微生物叢との関連
性を調べている。本 KAUST プロジェクト研究を通じて、三陸沿岸域に棲む微生物の多様性
と機能、微生物の物質循環における分解者としての役割や温室効果ガスとの関連性を明ら
かにしたい。
謝辞
本研究は渡部先生をはじめとする KAUST プロジェクトの皆様によって遂行されている
ものであり、このような執筆の機会を与えていただきましたメンバーの皆様に心から御礼
申し上げます。また、色々ご支援、ご協力を賜っております北里大学海洋生命科学部、三
陸臨海教育研究センターの皆様に心から御礼申し上げます。
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北里大学 感染制御研究機構 釜石研究所の活動
北里大学感染制御研究機構釜石研究所
部長 笠井宏朗
北里大学感染制御研究機構釜石研究所（以下、釜石研）は、釜石市平田地区において 20
年間マリンバイオテクノロジーの振興を目的として研究開発活動を展開した株式会社海洋
バイオテクノロジー研究所（MBI）を前身とする附置研究所です。東日本大震災津波によっ
て釜石市平田地区の建物が甚大な被害を受けたため、現在は、大船渡市三陸町の北里大学
海洋生命科学部のキャンパスを拠点として応用微生物学の分野での研究を継続しています。
また、平成 25 年度からは、
（公財）釜石大槌地域産業育成センター内にも研究室を借り受
け、主に地元の企業との共同開発研究に使用しています。現在取り組んでいる主なテーマ
は以下のとおりです。
① シロサケ稚魚腸内細菌の系統的、機能的多様性の研究
岩手県水産技術センターと連携して、海域での
シロサケ稚魚を採捕し、その腸内細菌を分子遺伝
学的手法や微生物学的手法によって調査してい
る。海域で採捕された比較的大きなサイズのサケ
稚魚の腸内にはある種の乳酸菌が優占化してい
ることを明らかにしました。また、地域のサケ人
工ふ化場と連携して、各種飼育試験を行い、三陸
式サケ稚魚育成技術の確立を目指しています。

図 1. 岩手県水産技術センターによる
火光利用敷網を用いた海域シロサケ稚
魚採捕調査の様子。

② 循環型社会の構築を目指した微生物バイオマスの利用研究
光合成によって、ジェット燃料やディーゼル燃
料として利用可能な軽油相当の油脂をバイオマ
スの半分以上蓄積する微細藻類 Pseudococcomyxa
sp. KJ 株の省エネ培養法の開発や油脂抽出後残渣
の水産飼料としての利用法の開発を行っていま
す。KJ 株の油脂抽出後の残渣には、アユにおけ
る表皮の着色効果があること、稚ナマコ育成への
有効であること等を明らかにしました。将来的に
は、残渣の利用も含めて製造コストの収支のみな

図 2. 油脂高生産微細藻類の油脂抽出
残渣を配合した餌で飼育したアユ。

らず、二酸化炭素の収支も含めて、東北の様な寒冷地においても産業化が可能なバイオ
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マス利用技術の開発を目指しています。
③ 地元中小企業との連携による地域資源活用型発酵技術開発
東日本大震災被災後に、自らの復旧復興の目標にも
なった、「盛岡石割桜の酵母」の採取と利用法の開発
や、釜石市や（独）製品評価技術基盤機構との「釜石
はまゆり酵母」の採取と利用法の開発のように、地元
企業とタッグを組んで、地域資源から採取した有用微
生物の利用技術開発に取り組んでいます。また、北里
大学内の学部横断的な取り組みとして「釜石橋野産カ
ライモ」の機能性成分を解明し、今年度から地元生産
者、地元企業及び大手企業と「微生物機能を利用した
釜石橋野産カライモの機能性成分素材の共同開発」に
も着手している。
④ 津波に被災した海洋微生物コレクションを活用した創薬シーズ探索
MBI から引き継いだ海洋微生物コレクション
は、東日本大震災の長期間の停電により、凍結
保存されていた菌株の存続が困難な状態になり
ましたが、
（独）製品評価技術基盤機構バイオテ
クノロジーセンターや全国の微生物研究者の支
援により、全滅の危機を脱することができまし
た。生き残った微生物株は、現在、北里大学生
命科学研究所等との創薬シーズの探索研究に活
用されています。
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図 3. 津波で壊滅した MBI の実験室。
被害が軽微であった二階を利用した研
究活動は一週間後には再開しましたが、
全電源の仮復旧まで半年を要しました。
以上

2.

三陸をフィールドにした研究

大船渡湾における麻痺性貝毒原因渦鞭毛藻の生理・生態に関わる調査・研究
北里大学副学長（元海洋生命科学部教授）
緒方武比古
二枚貝養殖は海域に発生するプランクトンに依存する環境保全型の漁業形態である。し
かし、時に貝毒問題が起こり、養殖業振興上の大きな障害となる。貝毒には 4 つのタイプ
が知られるが、いずれも有毒微細藻類が二枚貝やホヤなどのフィルターフィーダーに摂食
され、これらの生物に毒成分が蓄積、毒化した生物を食することによって起こる。貝毒の
うち、麻痺性貝毒（PSP）は致死性が高いこと、毒成分が長期間生物体内に保持されること
などから、公衆衛生ならびに水産業に与える影響は際立って大きい。筆者らは、原因プラ
ンクトンの生物学的特性が十分に把握されていなかった 1980 年代はじめからこの問題に取
り組む機会を得た。本稿では、ほぼ毎年貝類の高毒化が起こることで世界的にも知られる
岩手県大船渡湾をベースに展開した調査研究とともに、東日本大震災が貝毒現象に与えた
影響について成果の一部を紹介する。
大船渡湾における PSP 原因プランクトンの発生と貝類毒化
筆者らが研究を開始した当時は原因プランクトンのいくつかは特定されていたものの、
その発生量と貝類毒化の関係については、ほとんど知見がない状態にあった。そこで、筆
者らは岩手県大船渡湾内に定点を設け、無毒のホタテガイを垂下してその毒性を測定する
とともに、原因プランクトンの水深別出現量の推移を追跡することから研究（Ogata et al.,
1982）を開始した。同湾はチリ津波翌年の 1961 年に日本で初めて PSP 事例が確認されてお
り、大学キャンパスの地の利も含めて格好の調査フィールドであった。東京大学から渦鞭
毛藻の分類を専門とする福代先生が着任され、研究を牽引されたことも大きかった。調査
は極めて精力的なものであり、原因プランクトン（Alexandrium tamarense）の発生時期（３
月 ６月）にはほぼ毎日同湾に赴いた。
調査により、本海域の PSP 原因渦鞭毛藻として A. tamarense と A. catenella の２種を確認
した。両者は形態的に極めて類似しているものの、いくつかの点で大きな違いがあった。
すなわち、両種の発生時期や発生水深は明確に異なり、前者は春先から初夏にかけて水深
10m を中心として、後者は盛夏から初秋に表層のみに出現した。一方、これらが引き起こ
す貝類毒化にも明確な違いが認められた。すなわち、A. tamarense の発生時には低密度でも
貝の毒化が起こるのに対し、A. catenella では高密度発生でも毒化はほとんど認められなか
った。また、A. tamarense においても発生量と貝毒化レベルの関係は時期によって変化する
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ことも確認された。例えば、同種が春先に発生した場合、夏前の出現に比べて発生量に対
する毒化程度は高い傾向にあった。これら原因プランクトンの出現量と貝毒化程度が一定
しない現象は、原因プランクトンの発生量のみから貝毒問題を議論する危険性を示すもの
であった。
原因プランクトン天然細胞の毒性
上述のように、貝類の毒化を考える場合、有毒プランクトン細胞の毒含量は極めて重要
な因子と考えられるが、当時はデータが極めて少ない状況にあった。前述のように本海域
では A. catenella が夏から秋に出現した場合、貝類の毒化はほとんど起こらない。この点に
ついて Kodama ら（1982）は本種が秋季に大量発生した際に天然細胞の毒性を測定し、同発
生群が無毒に近いことを確認している。従って、夏季や秋季に同種が発生しても毒化が起
こらない理由は主に同種の低毒性にあると考えることができる。一方、2000 年前後より本
地方では初冬に貝類が毒化し、大きな問題となる事例が起こった。筆者らはこの問題につ
いて岩手県大槌湾における冬季の毒化原因種が A. catenella であることを確認するとともに、
天然細胞の毒性が A. tamarense のそれに匹敵するほど高いことを明らかにした（Sekiguchi et
al., 2001）
。この結果は、同一有毒渦鞭毛藻種においても毒含量は発生時期により著しく変
化することを示すものであり、前述した A. tamarense 発生量に対する貝類毒化程度の時期的
変化もこのことで説明可能と考えられた。
発生時期により毒含量が著しく変化する機構には以下の２つが考えられる。すなわち、
毒生産能の異なる系群が異なる時期に発生する可能性と、細胞の毒含量が発生環境によっ
て変化する可能性である。有毒渦鞭毛藻には多様な分布特性を示す系群の存在が知られて
いる。異なる系群の毒生産能を比較する場合、通常培養細胞の毒成分を分析する。しかし、
後述のごとく培養条件などにより毒生産能は大きな影響を受けるので、異なる培養条件下
で得られたデータを比較することはあまり意味がない。かつて、アメリカ大西洋沿岸に出
現する A. tamarense に関して高緯度海域の系群ほど毒生産能が高いという説があったが、上
記のような理由で現在では否定的な見方が多い。これらの知見に基づき、筆者らは上記の
異なる時期に発生する A. catenella 群集について同一条件下で培養株の毒生産能を比較した。
その結果、両発生群の毒性は相互に近似することを見出した。従って、三陸海域に出現す
る A. catenella の天然細胞の毒含量の違いは系群の違いによるのではなく、生息環境の違い
を反映したものと推察された。
原因プランクトンの毒生産生理
培養系を用いた PSP 原因プランクトンの毒生産条件の検討は Proctor ら（1975）の報告に
遡る。彼らは Gonyaulax catenella（現在 A. catenella）の無菌株を用い、その毒性は生長速度
と負の相関にあることを示した。その後、本種を含めた各種有毒渦鞭毛藻について水温、
光、塩分濃度、栄養塩濃度などの毒生産に対する影響が次々と報告されてきた。筆者らも、
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上記の天然細胞毒含量の変動要因を明らかにする目的で、三陸沿岸に発生する Alexandrium
両種を中心に毒生産生理を検討した。
まず、A. tamarense 培養株の生長と毒生産に与える水温と光の影響を検討した（Ogata et al.,
1987）。その結果、設定した条件下では生長速度は両要因の上昇に伴い増加するのに対し、
毒性は逆に減少することを見出した。この関係は上記の Proctor らの結果と一致し、毒性は
生長速度と逆相関の関係にあることが再確認された。しかし、両要因の影響を詳細に見る
とその効果の強さには違いのあることも示唆された。そこで、この違いについて次のよう
な培養実験を行って検討した。すなわち、対数期にある培養株の生長を水温あるいは照度
の低下により停止させ、停止している期間に細胞あたりの毒性がどのように変化するかを
調べた。その結果、低温下で生長が停止していても高照度下では毒生産が引き続き起こる
のに対し、生長停止が低光条件下で起こる場合には新たな毒生産は起こらないことが確認
された。このことは、同種の毒生産には光が必要であり、光合成と深い関連を有すること
を示唆した。
一方、毒性と水温 生長速度との関係は前述した天然細胞の毒性変化と一見よく一致する
ように思われた。すなわち、A. catenella の毒性は夏季に低く冬季に高い現象や、低水温期
に当たる春先に A. tamarense が出現した場合に貝が高毒化する現象は、低水温期の低生長速
度が細胞の毒含量を上昇させたと考えればある程度説明可能である。しかし、話はそれほ
ど単純ではなく、例えば培養実験で認められる毒性の変動は数倍の範囲にも関わらず、天
然で観察される変動は極めて大きいことなどは、毒生産にさらなる要因が関与しているこ
とを窺わせた。
有毒プランクトンの混合栄養的増殖と毒生産
有毒渦鞭毛藻の発生や毒生産は長くこれらが独立栄養生物であるとの前提から議論され
てきた。しかし、天然や培養系で見られる諸現象にはこの前提では解決困難なことが多い。
ところで、渦鞭毛藻のかなりの種は混合栄養性を有することが明らかにされている。栄養
摂取様式は生物の生存戦略や物質代謝の根幹に関わるものであり、貝毒原因渦鞭毛藻の発
生機構や毒生産機構にも直接係る問題であろう。
そこで、
筆者らも大船渡湾産の A. tamarense
を対象にこの問題についていくつかの検討を試みた。
まず、
無機態窒素制限下あるいは光制限下で培養した A. tamarense に酵母抽出物を供給し、
生長が再開することを確認した（Ogata et al., 1996）
。次に、アミノ酸など低分子窒素有機化
合物を窒素欠乏状態においた培養細胞に供給し、本種がいくつかのアミノ酸を無機態窒素
の代わりに生長に利用できることを明らかにした。また、この過程で光合成能が低下する
ことも確認できた。これらの結果は、本種が独立栄養、従属栄養の両側面を有し、栄養環
境や光環境に応じて栄養摂取様式を切り替えて適応する混合栄養生物であることを示唆す
るものである。今後は、有毒プランクトンのこのような側面も考慮しながら発生生態や毒
生産を議論してゆく必要がある。
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東日本大震災大津波が有毒プランクトンの発生に与えた影響

東日本大震災に伴う津波は PSP 原因渦鞭毛藻の出現環境にも大きな変化をもたらし
たものと予想される。事実、大船渡湾において震災後の 5 月に A.tamarense が大量発生
（最高値:676,500 cells/L）し、赤潮を形成していたことが観察されている（加賀ら, 2012）。
同湾において同種が赤潮状態になった記録はなく、初めての事例であった。
Alexandrium tamarense や A. catenella は生活史の過程で休眠胞子（シスト）を形成する。
シストは環境条件が整うと発芽し、栄養細胞として増殖することから、その分布や存在
量は栄養細胞の初期発生に大きな影響を与える。筆者らは上述した赤潮発生の原因究明
も含め大津波が貝毒問題にどのような影響を与えたかを把握するべく大船渡湾におい
てシスト調査を行った。すなわち、2012 年から毎年湾全域 14 定点で表層底泥（0−3cm
程度）を採取し、底泥乾燥重量あたりのシスト存在量を調査した。シスト調査にあたっ
ては、A. tamarense / A. catenella タイプ（以下 A. tamarense type とする）に加えて他の渦
鞭毛藻シストも可能な限り同定・計数した。その結果、まず 2012 年 9 月の調査におい
て A. tamarense type のシストは湾全域で 1,000 cells/g を超えて極めて多量に存在するこ
とを確認した。この存在量は震災前の数百倍、数千倍であり、津波後に著しく増加した
ことになる。また、その分布には偏在性が見られ、湾奥、中央部で高く（最高値 62,000
cells/g）、湾口域では低い傾向にあった。一方、Protoperidinium 属や Gonyaulax 属のシス
トは湾全域でほぼ均一に分布しており、A. tamarense type とは分布を異にした。前述の
ように湾奥、湾央では震災直後に A. tamarense 赤潮が発生したことから、A. tamarense
type シストの偏在性は津波による底泥攪拌・再懸濁とその後のシストの再沈降および
A. tamarense シストの新たな加入によると推察された。この調査は、2013 年、2014 年に
も継続したが、全体として Alexandrium 属シスト量は減少傾向にあるものの、湾口を含
む湾全域で依然として 800 cells/g を超える密度で分布している。これらの結果は、本湾
において PSP 原因図鞭毛藻のシストは減少傾向にあるものの、貝類毒化の高いポテン
シャルを維持していることをいることを示す。事実、2012 年、2015 年には栄養細胞の
大発生と貝類の高毒化が起こっている。
宮城県仙台湾では震災後に、A. tamarense シストの高密度域の変化と、海底表層のシ
スト密度が過去の分布より大幅に上昇したことが報告されている（Kamiyama et al.,
2014）。これは、津波により海底堆積物が攪拌され、他の堆積物粒子よりも沈降速度の
遅いシストが海底表面に堆積したことが原因であったと想定さている。筆者らもこの点
を確認する目的で大船渡湾においてシスト鉛直分布調査を行った。すなわち、2012 年
10 月に湾内 2 定点で柱状底泥（70cm 程度）を採取、層別に切り取った底泥を上記と同
様に処理してシストを計数した。まず、柱状底泥の観察等により表層から 20 cm 程度が
津波による攪乱層であることを確認した。Alexandrium 属のシストはこの層準以浅で高
密度に産出したが、それ以深ではほとんど存在しなかった。一方、撹乱層におけるシス
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トの分布は一様でなく、震災後のブルームによる加入群を含む表層だけでなく、それ以
深にも複数の算出ピークが認められた。このような現象には粒子の比重に依存した沈積
や震災後の人為的撹拌などの関与が予想されるが、少なくとも津波によって水中に拡散
したシストは表層のみに再堆積したものではないことが明らかとなった。
おわりに
以上、大船渡湾をベースとして PSP 原因渦鞭毛藻に関する研究についてごく大雑把
に紹介した。得られた知見はごくわずかで不十分なものであるが、原因渦鞭毛藻の生物
特性の理解を深めることにより、それらの発生・貝類毒化予想に資する基礎データを提
供できたものと思われる。また、震災後の研究においては大津波による底泥の撹乱は発
芽可能なシスト数を増加させることから、津波後には貝毒に対して特別な警戒が必要で
あることを示すことが出来た。
PSP 現象には依然として解決すべき問題が多い。例えば、Alexandrium などの原因渦
鞭毛藻は富栄養海域のみならず、北日本沿岸のようなむしろ貧栄養といえる海域でも貝
類の毒化を引き起こすが、これらの海域での増殖を説明する根拠は得られていない。ま
た、各地で貝類養殖を始めると貝毒が発生するようになるとの通説もあるが、この正統
性についても科学的裏付けはない。前述のごとく東日本大震災後に A. tamarense の赤潮
が起こったが、この大増殖もシストからの発芽のみでは説明しにくい。今後も三陸沿岸
をベースとした研究が進められ、原因渦鞭毛藻の消長や毒生産に関わる多様な側面から
のアプローチにより貝類毒化予測手法の精度の向上が図られることを期待する。
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施設・設備
主な施設・設備



センター1 号館


地域交流研修フロア

宿泊設備 定員 54 名
（6 人部屋 6 室、
4 人部屋 3 室、

2 人部屋 1 室、1 人部屋 4 室）


地域大学共同運営ラボ

実験設備（光学顕微鏡、冷凍庫、冷蔵庫、小型遠心機、

純水製造装置、オートクレーブ、製氷機、実験台等）
約 450 m2、海水・淡水供給設備、通気設備



屋内水槽



海水ろ過調温設備



冷蔵冷凍設備



屋外実験水槽施設



センター2 号館

−30 度、4 度、10 度
約 1,050 m2、海水・淡水供給設備、通気設備



KAUST

4階



応用生物科学部門

4階



環境生物学部門

3階



増殖生物学部門

3階



応用微生物学部門

2階



実習室

1階
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アクセス
住所
〒022-0101 岩手県大船渡市三陸町越喜来字烏頭 160-4
北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育研究センター

東京からのアクセス
（東北新幹線 新花巻駅経由） 乗車時間 5 時間強
東京駅

®（東北新幹線）®

新花巻駅

®（釜石線・急行）®

釜石駅

®（三陸鉄道

南リアス線）® 三陸駅 ®（タクシー10〜15 分程度） ®三陸臨海教育研究センター
（東北新幹線 一ノ関駅経由） 乗車時間 6 時間弱
東京駅

®（東北新幹線）®

一ノ関駅

®（大船渡線）®

線ＢＲＴ） ® 盛駅 ® （三陸鉄道南リアス線）®
度） ®三陸臨海教育研究センター
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気仙沼駅

®（ＪＲ大船渡

三陸駅 ®（タクシー10〜15 分程

北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育研究センター
〒022-0101 岩手県大船渡市三陸町越喜来字烏頭 160-4
TEL: 0192-44-2121（代）, FAX: 0192-44-2125
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