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海洋物理現象が魚類の資源変動ならびに回遊に及ぼす影響の研究

木村伸吾

Studies on influences of oceanic physical phenomena on fish stock 

fluctuation and migration 

Shingo KIMURA 

Oceanic environmental fluctuations-such as physical， biological and chemical condition changes are factors to influ-

ence marine organisms in terms of their distribution， migration and resource state in t巴mporaland spatial scales. For 

large叩 ale(thousand miles) migrating fish， global oceanic and climatic phenomena (i.e.， EI Nino and regime shifts) 
give strong affects to their spawning and feeding migrations. On the other hand， regional and small-scale environm巴n-

tal changes are also important for survival and growth of micro四 organismsin th巴 ocean.Biological transport by ocean 

circulations and vertical mixing by ocean turbulence play important roles for them. Besides， marine environment in-

cluding human activity influences should be considered to analyze their effects on marine organisms in different life 

stages. My research interests are in response mechanisms of organisms to global environmental changes on the basis of 

observations and data collections by research vessels， biologging， mathematical simulations and lab experiments. Main 

topics of my studies are“Environmental characteristics ofthe Japanese eel migration企omspawning grounds to nurs・

ery grounds"，“Migration and survival/growth of tuna sp巴ciesin relation to turbul巴nce，EI Nino and global wa口ning"，

“Biological production in the Kuroshio企ontalregions" and “Larval dispersal processes of coastal fishery important 

sp巴ciesusing a coupled particle-tracking and hydrodynamic model based on obs巴rvationaland statistical data". Thes巴

民間archeswould be a significantly important step to achieve adequate resources managem巴nt，planning of resource 

preservations and effective propagation and cultivation. 

Key words: Japanese巴巴1，tuna， EI Nino， Kuroshio， numerical simulation， stable isotope ratio 

はじめに

海洋における生物の分布・回遊とその変動に与える海洋環

境要因を特定し，それらの因果関係と変動機構の解明を目

指して研究を進めてきた. とくに，ニホンウナギやマグロ

属魚類などの大規模回遊魚類，イワシ類などの多獲性浮魚

類に焦点を当て，エルニーニョやレジームシフト，亜熱帯

循環系，黒潮の蛇行・前線波動・前線渦，沿岸循環系，さ

らには微細な乱流現象が，生物の成長，生残，卵仔稚輸送

を通じて， どのように資源変動に影響を与えているのかを

解明することが主題である.そのために，餌となる動植物

プランクトン低次生産機構の解明も含め，海洋観測，野外

調査，飼育実験，数値実験によるアプローチを行ってきた.

水産海洋学の歴史を紐解けば， HjortやCushing. Lasker 
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らによる欧米の研究と平行して，宇田道隆先生が，漁海況

として海洋変動が資源変動や回遊行動に与える影響を体系

化し水産海洋学の礎を築かれた私の研究は，正に宇田

先生の目指された海洋変動に伴う生物の応答過程の解明に

あるので，そのお名前が冠された水産海洋学会字国賞を受

賞させて頂くことは，より光栄なことと身の引き締まる思

いでいる.また，推薦，承認して頂いた水産海洋学会員の

方々および共同で研究を進めてきた方々に深く感謝申しあ

げる次第である.

これまでの主要な研究テーマの概略色研究の思い出と

ともに時系列に沿って以下に説明させて頂く.手前味噌な

文章はご容赦頂j 学問上の位置付けなどは引用文献を参

照頂ければ幸いである.

黒潮の時空間変動とその魚類回遊への影響

1984年，東京大学海洋研究所資源環境部門に修士課程の

大学院生として入札黒潮流域の物理環境と漁海況変動を

テーマに研究を進めることになった. 4月に入ってからす

ぐに淡青丸や白鳳丸に乗船し東シナ海から遠州灘に至る
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黒潮流域で，係留系による流速観測を仁|こ1心に研究を行っ

た.船酔いはいまだに酷いが，なんとか釆り越え. I熊野

灘・遠州淵iにおける漁海況の短期変動に関する研究」で農

学博士の学位を 1989年に得た

この研究では. 20日および50目前後の周期の時間ス

ケールを持つ黒潮前線波動の動態を明らかにし熊野灘・

遠州灘の沿岸で認められる水温の周期的な変動は，黒潮の

前線波動や小蛇行に伴う |瑳水流入 (Fig目 1)によって引き

起こされるものであること また，それらの周期変動が，

熊野灘・遠州出f[沿岸のブリやイワ シ類シラスの漁況を短期

的に変動させることを明らかにしその後の研究で黒潮の

再循環過砧!と水塊混合効果がシラスの生残にとって重要で

あることを示した (Kimuraand Sugimoto， 1987; 1993;木村ー.

1多オミ. 1988; 1990; Ito and Kil11Ul孔 2007)

今日でも魚類回遊に果たす黒川lの障壁効果を統計的に有

意に実証する こと は難しいが，当時あまりなされることの

なかった周期解析によるアプローチで成果を得ることがで

きた.東京那智勝浦高知を往復していたさんふらわあ

8で、のがL走連続水漏観測は (Fig.2). 黒潮の内111IJ反流や暖

水流入を時空間的に詳細に表現することを可能にし，術星

データが不十分な時代には有主主なデータとなった.

黒潮流域における生物生産機構

学位を取得し， 日本学術振興会の特別研究員の途中で資

源環境部門の助手に採用された. 1990年代，研究室あげ

Fig. 1 Frontal disturbance of the Kuroshio and warm water in-

trusion associated with the small scale meander into the Ens-

hu-nada and Kumano-nada Seas. 

て，黒潮流域における低次生物生産，またそれによって支

えられるマイワ シ，カタクチイワシの成長・生残に関する

研究を行っていた.私は 黒潮の前線波動によって引き起

こされる冷水渦に着目し白j~\丸や iß~背丸で現場観測を行

う一方，文部省の在外初|究員として英国の Wales大学Ban崎

gOl校海洋科学部と Southampton海洋研究センターで研究

する機会を得て，混合層モデルと大循環モデルに関する初|

究を進めた.そ して，その成果を取り入れ，乱流混合層と

iI町内の流れなどを考慮した物理モデルに生物サブモデルを

加えたモデルに発展させ. ilNJが動植物プランク トン量の変

動に与える影響を評価した.

その結果. illo 1個当たりの基礎生産量は炭素量で4XI04

トン程度と見積もられ，遠州淵l沿岸域全域に渦による生産の

影響を広げた場合，この渦による基礎生産は40g Cm-2 y-l 

と推算されたこの値は，大西洋の湾流での類似した推定

値とよく 一致し 西岸境界流域のフロン ト付近の擾乱が，

互いに同程度の規模の生物生産をもたらしていることがわ

かった また，過去に推定された遠州 ìlj1f~沿岸域の基礎生産

量と比較すると， この渦による基礎生産量はその 1/3に相

当し，沿岸での基礎生産を考えるうえでもこのような低気

圧性の渦は無視で、きないほどに大きな現象であることがわ

かった (Kimuraet al.， 1997). 

黒ìl/jJ前線の渦域では，発生直後に鉛直混合が起こり • i~~ 

度50111以浅の硝酸態窒素濃度比は一定となるが. 11寺聞が

経過し栄養塩が消費されるに連れてクロロフィル濃度が泊

加する.それに伴って提脚類のノープリウス幼生 (copepod

nauplii) の密度も増加し密度が最大となったところでカ

タクチイワシの卵 ・仔魚、がi佐官に分布する傾向が認められ

た (Fig.3). つまり，渦の生成が二次生産にまで影響して

いる ことを示唆し，稚仔魚の生残が黒潮フロントの鉛直的

な物質輸送によって支えられていること，また，そのよう

な枇仔魚の生残にとって良い海域で親魚が選択的に産卵す

る可能性があることを示した (Kil11uraet al.， 2000; Nakata 

et al.， 2000; Kasai et al.， 2002; Okazaki et al.， 2003). 

ニホンウナギの産卵回遊

黒iljjJ流域での研究と平行して，生物輸送の観点からニホン

ウナギの産卵回避に関する1i)f究を始め，北赤道海流域での

Fig. 2 Observation of the sea surface tel11perature by th巴 ferry

boat “Sunflower 8"equipping Loran-C positioning system. 
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Fig. 3 Primary production in the Kuroshio frontal eddy with dis-

tributions of zooplankton and anchovy egg and larvae 

白鳳丸研究航海に乗船する機会を得た.最初の航海が産卵

場の発見となった 1991年の航海であ り，その後，幼生の

輸送回遊メカニズムの解明を目指して研究を進めた.

ニホンウナギは，北赤道海流域中のグアム島に近い海域

で、産卵し，フ ィリピ ン東部淘域で北赤道海流から黒潮の源

流にうま く釆り換えることによって， はじめて日本沿岸海

域へ到達し河川域で生息することができる ようになる

(Fig. 4). つまり，ふ化したニホンウナギの幼生は，フ ィ

リピン東部海域で黒潮に乗るための北へ向かう海流に乗ら

なくてはならず，それとは逆に南へ向かうミンダナオ海流

に乗ると死滅回遊になってしまう.そのメカニズムを示し

たのが最初の研究であり，北赤道海流における塩分フロン

トに代表される水塊の違いが産卵場形成に重要な役割を果

たすことや，貿易風に伴うエクマン輸送と幼生の日周鉛直

移動の発現が効率的な黒潮への釆り換えをもたらすことを

初めて指摘した (Kimuraet al.， 1994).また，東アジアの
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Fig. 5 Larval transport processes of the Japanese eel estil11ated 

by nUl11erical sil11ulation. 

ニホンウナギ親魚の分布は幼生期の海流による輸送 ・拡散

で説明できること (Kimuraet al.， 1999).さらには，エル

ニーニ ョによる北赤道海流域の海洋構造の変化が日本にお

けるシ ラス ウナギの漁獲量の変動に重要である こと

(Kimura et al.， 2001) などを明らかにした.

これら を検証す るた めに，高解像度のモデルデータ

(OFES) を使った数値シミュレーション (Fig.5) や炭素

窒素安定同位体比を使った分析を行うようになったその

結果， エルニーニョ 年には，黒潮流域に輸送される幼生の

輸送量は半減する ことを定量的に示すこと ができた (Kim

et al.， 2007; Zenimoto et al.， 2009) また，安定同位体比分

析からは，塩分フロ ントの南北で幼生の食性が異なること

(Kimura and Tsukal11oto， 2006).索餌は 50111 j...:J.、浅の表層で

行われる こと (Miyazakiet al.， 2011) などがわかった目産

卵深度は深いことが想定されているが，幼生の摂餌深度は

極めて浅いことを初めて示した砂l究である.

マグロ属魚類の生態に与える物理的影響

仔稚魚、期における摂餌の成否が，減耗要因解明の大きな鍵
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餌との遭遇率の上昇

¥ 
生残・成長

乱流強度

/ 

Fig. 6 A hypothetical relationship between turbulence intensity 

of environmental water and survival of fish larvae. 

と考えられる 実験系を中心とした捌究から，同じ餌密度

であっても海洋の乱流条件の速いによ って仔魚の摂餅効率

が異なること，効率的な摂餌にはある一定の乱流が必要で、

あることが示唆され，マダラなどを対象としてその検証が

進められていた (Pig.6). 

そこで. 1998年頃からキハ ダとクロマグロの仔魚を対

象に，生残に適した乱流条件の有無， また，その実際の海

洋条件を探ることを目 的に研究を進めることになった.キ

ハダの実験では.実験装置の構築と仮説の基礎的な検証を

行った(木村ほか. 2004). 

クロマグロを対象とした実験では. 6段階に設定した乱

流レベルと生残率の聞には，ピークをもった dome型の生

残率山忠良が得られ，その最大値は， コン トロールとした最

低乱流レベルと比較して約4倍の高生残率を示 した.また，

実際の海洋条件に対比させると，この値は，風速7m's-1 

程度の風によって表層で発生する乱流と一致したこのこ

とから，本租はそのような乱流環境を持つ海域を産卵場と

している ことが考えられる. また， ワムシ摂餌数にも生残

率と 同じ乱流レベルでピークが認められ (Pig.7). 最低乱

流レベルと比較すると約5倍の追いがあった摂餌数と生

残率のピークが一致し，それらの間に高いキI~I 関が認められ

たことは，初期摂餌の成否が生残を決定する重要な要件の

lつであると いえ，初期摂餌の環境として，適度な強度を

持つ乱流の存在が重要であることを示すことができた

(Kato et al.， 2008). 

乱流の実験をするうちに，地球imu暖化に対応した研究に

も興味を持ち始め，水温の影響を考癒した飼育実験を開始

した.クロマグロの産卵適水温は260Cであ り，過去の産

卵調査の結果から判断すると，その変動範囲は:t20C以内

と極めて限定的である そこで，飼育実験で得られた結果

に基づき.lnt加巴引r伊 V巴α町叩削rn百nm冗加len引ent凶a剖IP恥h而a加ln刷1児叫elon Cαlimηla耐t旬eCα印ha加ng伊e(IPCC : 

気{候炭変動に関する政府問パネル)と i閑羽連したModelfoαr 司 ln-

t匂er吋凶d出i凶s叩叩cωip似3川州山lir打inaryRes 巳arch on Cαlima 

uルi卜-tωokyo.aωcι吋.jかp/凶/バ/kyos鈴el叶/has凱印uml叩1泊iν/MIROC/te閃ch岡ト11-1巴po.pdf，2004) によ
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Fig. 7 Relationship between turbulence intensity and ingestion 

number (bar) /stomach empty rate (line) based on rearing 
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る研究成果から 50年後. 100年後の予測水jRiを用いて，水

瓶による死亡を考慮した仔魚の輸送拡散実験を行った.そ

の結果. 100年後の仔魚の生残は現在の 37%にまで落ち込

むという結百命になった (Kimuraet al.， 2010). もともとク

ロマグロには，産卵海域と成育海域での水温環境の違いを

考慮した仔魚の輸送拡散メカニズムと (Kitagawaet al.， 

2010) .広大に大洋を回遊するためのオーバーヒートを起

こさない体温調節機構が存在している (Kitagawaet al.， 

2001) .これらのことから，地球温暖化が進行した場合，

産卵海域と時期が限定されているクロマグロにとって.沖

縄南方から台湾東方にかけての海域で仔魚、が成長すること

は難しい この場合には， 日本海での産卵が増える可能性

があり，現在， 日本海で旋網漁業が牒んになりつつあるの

は淵暖化の影響があるかも知|れない

沿岸域におけるモデル研究

学生時代には瀬戸内海のイカナゴの資源変動研究に携わる

機会があり，博士論文と並行してモデル研究を始めること

になった. ["バイオマスのモデルJと「数のモデルjを作

成することになり. 2つのモデルから比較研究を行った.

私が主に担当した「数のモデルJでは，資源変動の周期性

をうまく再現する ことができた.資源をバイオマスとして

扱うのか，数として扱うのかによ って，モデルも異なるし

得られた結果の解釈も違ってくる. 2つのアプローチを併

用することの重要性を示した研究であり，私にとってはモ

デル研究を始める端緒となった (Kishiet al.， 1991; Kimura 

et al.， 1992) 

それ以降， しばらく沿岸のliJI究からは遠ざかっていた

が. 2004年頃から相模湾三浦半島沿岸におけるアワビ浮

遊幼生の拡散過程のモデル研究を始めることになった.流

速計のデータを用いた同化モデルを構築し浮遊幼生期の

一一41一一
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流動環境を考慮したアワビ資源の保護区設定を検証した.

適切な着底基質があり生き残れる環境に幼生は輸送されな

くてはならないが，それを可能にする母貝の保護区を設定

するための研究である.数値実験によるアプローチは日本

では初めてであり，そのための道筋をつけた研究となっ

た.その後，地形，海域面積を考慮して，既往流動場を用

いた拡散モデル， Windows上でのDELFT3Dモデル (De1開

tares systems) を駆使して，三陸沿岸などでのアワビ幼生

の分散過程を検討している (Miyakeet a1， 2009; 2011) . 

終わりに

平野敏行先生が定年退官される年に入学し先生の東大で

の最後の学生となった.直接の指導は一貫して杉本隆成先

生から受け，杉本先生が学位を出された最初の学生とな

り，その後も公私にわたってお世話になった.私が助手に

なったとき，研究室は杉本教授，中田英昭助教授，岸道郎

助手，私の体制であり，活気に満ちあふれでいた.助手二

人は，今でこそ互いに丸くなったと言われるが，当時はか

なり飛ばしていた.その頃の雰囲気は，大気海洋研究所の

ニュースレター5号に詳しい(大海研のHPからダウンロー

ド可能).学位研究でのフェリーや定置網漁場における観

測では，先輩である小林雅人さん(現横浜商科大学)に大

変ご協力頂いた.

黒潮流域での仔稚魚の成長・生残や低次生物生産に関す

る一連の研究は，中田先生および当時大学院生であった笠

井亮秀さん(現京都大学)や岡崎雄二さん(現東北区水産

研究所)と一緒に行い，チームとして合計10編あまりの

論文を完成させた有意義な研究となった.また，イカナゴ

の生態系モデルでは私の「数のモデルJに対して岸先生が

「バイオマスのモデル」を作成し，中田先生や山下洋先生

(現京都大学)とともに顔を突き合わせて議論したいつ

もは厳しい岸先生が褒めてくれた論文となり， Fisheries 

Oceanography (FOG) の記念すべき第 1巻に掲載されてい

る.キハダの乱流実験は，海外漁業協力財団の短期派遣専

門家として，パナマのアチョチネス実験所で中田先生とと

もに 1ヶ月間缶詰めとなって行ったものであり，その後の

仔魚飼育実験を始めるきっかけとなった.後輩には北川貴

士さんや伊藤幸彦さんがおり，北川さんとは今も一緒に多

角的にマグロ属魚類の研究を進め，著しい成果が上がって

いる.また，伊藤さんともマイワシの論文を執筆し，新た

な展開がある.ニホンウナギの産卵回遊の研究は常に刺激

的な発展があり，塚本勝巳先生と航海を組んで，いつしか

ライフワークの 1つとなる研究となった.この研究の一環

としてFOGに執筆した論文で，水産海洋学会論文賞を頂

いた.

21世紀に入ると学生を直接指導する立場となり，乱流

による仔魚、の生残で加藤慶樹君(現国際水産資源研究所)， 

アワビ幼生の分散過程で三宅陽一君(現長崎大学)，ウナ
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ギ幼生の輸送環境で銭本慧君(現長崎大学)，ウナギ幼生

の餌料環境で宮崎幸恵、さん(現リクルート)が学位を取得

したまた，金照容君(現韓国水産研究所)や日高清隆君

(現中央水産研究所)が研究員として滞在し，互いに有益

だ、ったその他，多くの卒業・現役の学生・研究員諸君と

ともに歩んできている.改めて，多くの方々に支えられて

今回の受賞があったのだと認識し重ねて深くお礼申し上

げる.
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