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5）これからのフランクトン研究をどうするか－動物プランクトン研究の変

遷と今後の展開
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How do we progress plankton studies in future?: recent advances and future pros-

pect in zooplankton studies 
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Abstract According to citation data of Aquatic Sciences and Fisheries Abstract (ASFA), herbivorous 

crustaceans are the most frequently cited group of zooplankton in the scientific papers from 1978 to 

2001. The major reason is that they are not only the most available animals as materials for 

zooplankton study but also play important ecological roles that attract many workers. During the 

past 30 years or so, studies on copepods are the major contributions by Japanese zooplanktologists 

Studies on other zooplankton taxa, such as jellyfish, are increasing in recent years. Concerning the 

plankton papers published in the “Nature”， phytoplankton papers are increasing recently although 

zooplankton papers are stable. This might be a result of increased international cooperative science 

projects including phytoplankton studies. Future prospects in zooplanktology and proposals to the 
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Plankton Society of Japan are also given 
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1. はじめに

1950年代に本格的な研究が推進されて以来，我が国の動物プ

ランクトン研究には目覚ましい発展が認められる. 20世紀後半

に発表された科学論文について，世界の研究動勢と比較しなが

ら，現在の動物プランクトン研究における問題点を述べ，今後

の発展について考察する．

2.動物ブランクトンの研究対象

これまで科学雑誌に発表された論文について， 1978年～2001

年までのASFAで動物プランクトンの種名を検索すると，海洋・

陸水に共通して圧倒的に植物プランクトン食性の甲殻類が多い

ことが分かる（Table1）.植食性甲殻類は世界中の水域にお

いて数量とも多くみられるだけでなく，体サイズも比較的大型

なので，結果的に研究材料として入手しやすかったためではな

いかと思われる．確かに，論文数の多いEuphαusiαsuperbα，

Calαnus finmαrchicus, Dα:phniαmαgnαは大型体サイズを

有し，広い水域で卓越する種である．内訳をみると，海洋では

カイアシ類が，陸水では枝角類に関する論文発表が多く，海洋

と陸水で、は分類群が異なるが，植食性の甲殻類が卓越すること

には変わりはない．

方法論として，手頃な研究材料だ、ったことが数多くの論文を

生むことになったとしても 持続的な研究のモチベーションを

支えるだけの理由が他にあったに違いない．これら論文数の多

い種について共通点を探すと 面白い傾向が伺える．論文数の

最も多いDαphηiα属は，魚類からの捕食を避けるため季節的

に頭鎧を変化させることから，同種の季節型！を独立種として間

違えやすい動物プランクトンである（水野 1985）.また，論文

数の多い種は各水域において魚類の格好な餌料生物となってい

るだけでなく， Euphαusiαsuperbα，E.Pαcificαなどでは占

くから漁業対象にもなるほど水産業と縁の深い動物プランクト

ンである（Lalli& Parsons 1993）.また， これら植食性の

甲殻類は植物プランクトンが多い時期に合わせて増えたり，か

なりの深所までに及ぶ大きな鉛直移動を行うことが以前から知

られていた（Lalli& Parsons 1993). このように，多くの

人々の知的好奇心を探る特徴を備えていたことが，研究のモチ

ベーションを支えた理由のひとつであろう．

しかしながら，これら以外の種（群集）についても，近年数

多くの論文が発表されてきている．たとえば，微生物ループの

概念の提唱以来，繊毛虫や鞭毛藻，バクテリアに関しては種と

してではなく群集として解析された論文が非常に多い．また，

従来扱いが困難であった表層性被嚢類では，専門的な本が発行

されるくらいの論文がある．近年の動物プランクトン研究では，

その対象種として甲殻類を中心とした目覚ましい発展が認めら

れる．

3. 動物ブランクトン研究の変遷

過去30年間，プランクトン学会報（和文誌・英文誌）に掲載

Table 1. The common zooplankton species cited in sci-

entific papers from 1978 to 2001. Species names were 
referred from ASF A using WebSPIRS. 

Species name 

孔1annespecies 

Copepoda 

Acαrtiαclαusi 

CαJαno idesαcutus 

Calαπus finmαrchicus 

C. helgolαndicus 

C. hyperboreus 

C. Pαcificus 

Eurytemorαα万inis 

Oithonαsimilis 

PαrαcαJαηus pαruus 

PseudocαJαηus elongαtus 

Temorαlongicornis 

Euphausiacea 

Eup九αusiαsuperbα

E. Pαciβcα 

Cubozoa 

Aureliααuritα 

Freshwater species 

Cladocera 

Bosminαlongirostris 

Diαphαηosomαbrαchyurum 

Dαphniαcucullαtα 

D.九yαlinα

D. longispinα 

D. mαgπα 

D. pulex 

Copepoda 

Cyclops uicinus 

Rotifera 

Brαchionus plicatilis 

Kerαtellαcochlearis 

Frequency cited 

381 

110 

571 

188 

107 

153 

229 

117 

185 

124 

205 

1464 

137 

211 

386 

123 

114 

195 

210 

1419 

631 

112 

646 

237 



27 21世紀のプランクトン研究のあり方を考える

よって得られた鉄制限に関する研究成果が中心である．これら

動物・植物プランクトン研究の内容をみると， 1970年代には有

機化学合成物質，汚染，重金属といったキーワードが頻出し，

環境汚染のような具体的な問題の解明が顕著である. 1980年代

になると，沈降粒子，エコシステムという言葉が目立ち，研究

の焦点がより概念的な事象の理解に移ってし、く傾向が認められ

る. 1990年代に入ると，地球環境変動，炭素循環といったキー

ワード、が使われ始め プランクトン研究は時空間的な広がりを

持った研究テーマに取り組んでいることが分かる．このように，

プランクトン研究は時代と共に学際的な研究体制が敷かれるよ

うになり，時空間的に大きいスケールで研究が展開してきてい

る．また， Natureの晴好’性かもしれないが，

会思想、に敏感であることも伺える．

いろいろな視点から動物プランクトン研究の変遷を顧みると，

20世紀は個体・個体群・群集レベルでこれら生物群の本性を理

解するために努力が注がれた時代であった. 21世紀では， 1990

年代後半にみられた時空間的に大きいスケールの学際的な研究

が主流となり，得られた情報を共有・利用しながら研究成果を

挙げていくことになるだろう．

研究の焦点は杜

4 動物ブランクトン研究の壁とその打破

学際的な研究展開によって得られた情報を共有あるいは利用

する際，動物プランクトン研究の情報には少々扱いづらい問題

がある．それは，動物プランクトンがわずかながらも移動し，

かつ雑多な種から成る集合体という点である．動物プランクト

された動物プランクトンの論文を顧みると，その数は徐々に増

えてきていることが分かる（Fig.1）.これら論文の対象種や

研究内容について注目すると，その変遷にはある傾向が伺える．

1970年代には，カイアシ類や毛顎類に関する論文が多く，水塊

の動きを捉えるための生物指標として焦点が当てられていたよ

うである. 1980年代では オキアミ類に関する論文の増加が顕

著であり，漁業対象種としてのあるいは魚類の餌科生物として

の動物プランクトンが注目された. 1990年代に入ると，微小フ。

ランクトンやクラゲ類の論文が多くなり これまであまり注目

されてこなかった種についても研究のメスが入っていることが

伺える．土述のように カイアシ類やオキアミ類など植食性甲

殻類は動物プランクトン研究の中心的な存在であったものの，

近年では多様な生物群へ研究が展開していることが分かる．

学術雑誌として名高いNatureiこは，幅広い分野に根ざしな

がらも科学的水準の高い論文が掲載されており，世界における

プランクトン研究の動勢を垣間みることができる．これに発表

された論文をみると 動物プランクトンでは有孔虫，枝角類，

オキアミ類，クラゲ類など幅広い分類群が研究対象となっては

いるものの，毎年 2～ 3編程度であることが分かる（Fig.2). 

この中には，浮遊性有孔虫を利用して解析された古環境の研究

論文も含まれているため，純粋な動物プランクトンに関する論

文はこれより少なくなる．一方，植物プランクトンに関する論

文は 4～5編と動物プランクトンよりも多く，近年になるに従っ

て指数関数的に増加する傾向にある．特に， 1990年代後半にみ

られる論文数の伸びは顕著であるが，これは大きな共同研究に
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近な所から考えれば，陸水と海洋の動物プランクトン研究の交

流から始まるのかもしれない．他方，研究費獲得や社会貢献と

いった面からも，社会思想、を意識した研究に焦点を当て，その

研究成果は積極的に一般社会に向けて発信していくことも幅広

い研究活動の 1つであろう．

5. ブランクトン学会への提案

近年，インターネットによる情報流通には目覚ましいものが

ある．たとえば，電子メールによる情報交換は日常茶飯事となっ

ているし，学術雑誌も電子媒体やオンラインにより流通される

時代となってきた．検索エンジンを使えば，辞典のように分か

らない言葉さえ調べることができる．このような便利なインター

ネットを，我々が利用しない手はない．

リニューアルされたプランクトン学会のホームページ

(http://www.plankton.jp／）は，デザインが印象的になった

だけでなく，検索が非常に使いやすくなった．これをより幅広

いユーザーが利用できるように 次のようなコンテンツを加え

ることを提案する．まず受動的な方法として，会員以外の一般

の方からも利用できるようにホームページに掲示板やチャット

を作成することである．水に固まれた我が国においてプランク

トンは身近な存在ではあるが研究の壁が高すぎるためー般の

人にはまだよく認知されていない存在である．しかし，このよ

うな人々がインターネットを辞典代わりに利用するようになっ

た今，ホームページは外に聞けたプランクトン研究情報の窓口

である．また，誰もが名前を明かさずに自由に楽しむことがで

きるのも，ホームページの利点である．近年，クラゲの大発牛，

赤潮，沿岸漁業との関係など プランクトンに関する問題が多

くなっているので，一般の方々によるホームページの利用は増

えるものと思われる．一方，能動的な方法としては， トピック

的なプランクトン情報をホームページ上で公開することである．

ンの情報は複雑で変則的なシステムを形成するため，他分野の

科学者にしてみれば我々の研究成果は利用しにくいかもしれな

い．確かに，検鏡作業で、は高度な専門的技術や知識が伴ってお

り，変則的なデータが多かったりデータ解釈が複雑であったり

する．このことは，我々プランクトロジストがよほど意識して

研究成果を分かり易く説明（翻訳）しなければ，他分野の科学

者あるいは一般社会には受け入れ難いものになってしまうこと

を示唆している．言わば，外の世界に対して我々がおのずから

作ってしまった壁である．

では，動物プランクトン研究が今後発展していくためには何

が必要であろうかつ第 1に，複雑で変則的なシステムを我々自

身が充分に理解し，これを外へ向かつて説明するために，種レ

ベルでの解析が尊重されるべきと考える．近年，精密な分析機

器を利用して多くの成果が得られるようにはなったものの，個

体群レベルで成果を得ることは難しい．また，ようやく研究の

焦点が当てられ始めた分類群では，分類体系すら確立していな

いものもある．欧米では，分類に関する重厚な研究成果があっ

たからこそ今日の多くの研究成果がもたらされているのであり，

我が固においても分類技術を育成，奨励していくべきと考える．

第2に，研究成果を誰もが利用しやすいように分かり易く表現

する努力が必要であると思われる．変則的な結果は理解が難し

いものであるが，統計的手法を用いて解析結果を類型化するよ

うな作業は，共通認識や相互理解に効果的かもしれない．多く

の研究領域から成る共同研究では このような小さな相互理解

の積み重ねによって大きな研究成果が生まれるように思える．

第3には，研究領域にこだわらない幅広い研究活動を行うべき

と考える．鉄制限に関する植物プラ・ンクトンの研究がそうで

あったように，学際的な研究体制によって貴重な研究成果がも

たらされるかもしれないし アナロジーによって新たな息吹を

動物プランクトン研究に吹き込むことも期待できる． これは身
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一般社会の関心や認識の高いプランクトンに関して，我々の研

究成果を分かり易く説明するのである．プランクトンの生体は

非常に神秘的なので，その画像を添えて掲載するのも良いかも

しれない．シンポジウム時に 初等課程におけるプランクトン

教育について議論されたが，インターネット世代の彼らでも画

面を通してみるその神秘的な姿は プランクトンへの関心を惹

かせるのに充分であろう．

6. まとめ

20世紀の動物プランクトン研究において，精力的な研究活動

によって数多くの貴重な研究成果が蓄積された．しかしながら，

その一途な研究への取り組みが一般社会において認知度を低く

する結果となってしまった. 21世紀では，幅広い広報活動によっ

て一般社会や他分野からの認知を受けながら，これまでの研究

成果を有効利用してさらなる発展を目指すべきであると考える．
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