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Marine Research Linkage, Biosphere Environment

研究内容・連携｜RESEARCH CONTENTS・LINKAGE

　海洋生物の分布・回遊および資源量は、海洋環境の物理・

生物・化学的な要因で、さまざまな時空間スケールで大きく変

化しています。エルニーニョに代表される地球規模の海洋気

象現象は、数千キロを移動する生物の産卵・索餌回遊と密

接な関係がある一方、幼生や微小生物の成長・生残には、海

洋循環に伴う生物輸送や海洋乱流に伴う鉛直混合のような

比較的小規模な海洋現象が重要な役割を果たしています。

このように生物種のみならず成長段階の違いによって生物に

影響を及ぼす海洋環境は多様であり、さらにそこには人間活

動に伴う様々な現象も加わって、海洋は複雑な様相を呈して

いるのです。 

　本分野では、上述した生物を取り巻く海洋環境に着目して、

海洋環境変動に対する生物の応答メカニズムを、研究船に

よる海洋観測、バイオロギング（生物装着型記録計による測定）、

野外調査、数値シミュレーション、飼育実験、室内実験などか

ら解明する研究に取り組んでいます。特に、ニホンウナギやマ

グロ類をはじめとする大規模回遊魚の産卵環境、初期生活史、

回遊生態に関する研究は、外洋生態系における重点的な研

究課題であり、近年では生物進化・多様性保全の観点から、

地球温暖化に対応した産卵・索餌行動、分布・回遊経路、生

残・成長の予測研究にも力を入れているところです。また、ア

ワビやムール貝といった底生生物が生息する内湾・海峡域の

流動環境や基礎生産環境に着目した沿岸生態系に関する

研究も行っており、様々な学問分野の複合領域としての総合

的な海洋科学の研究と教育を目指しています。 

現在の主な研究テーマ 
●亜熱帯循環の海洋構造・変動と大規模回遊魚の生態 

●稚仔魚の摂餌行動に与える乱流の影響 

●沿岸域に生息する生物資源の再生産機構 

●黒潮と生物資源変動との関係 

ニホンウナギのレプトセファル
ス幼生（図1）と数値実験で求
めた幼生の輸送経路（図2）。
エルニーニョ発生年（図2左図）
は、幼生がフィリピン東部から
黒潮にうまく乗ることができずに、
エルニーニョ非発生年（図2右
図）に比べて、ニホンウナギが
生息できないミンダナオ海流
域に数多くの幼生が輸送され
る。事実、エルニーニョの年に
はシラスウナギの日本沿岸へ
の来遊量が減少する。 
Picture of the Japanese eel leptocephalus (Fig.1) and its larval transport from 
spawning ground in the North Equatorial Current reproduced by numerical 
simulation (Fig.2). Transports of the Japanese eel larvae along the Kuroshio 
are less than that along the Mindanao Current in El Nino year (Fig.2, left panel)

クロマグロ（図3）と小型記録計によって得られたクロマグロ太平洋横断経路（図
4）。クロマグロは北海道沖からカリフォルニア沖まで2ヶ月で渡りきることができる。
小型記録計は魚体内に装着するので、水温・塩分・照度などの環境データが取
得できるだけでなく、体温・水深データから摂餌生態や体温維持のための生理
的メカニズムを解明する研究が可能となる。 
Pacific bluefin tuna (Fig.3) and track of a bluefin tuna that traversed the Pacific 
Ocean, obtained from a micro data logger (Fig.4). They migrate from off 
Hokkaido to off California in about two months

Ongoing Research Themes 
●Ecology of Japanese eel larvae and bluefin tuna in the 

North Pacific subtropical gyre in relation to migration and 

stock recruitment 

●Laboratory experiment of fish larvae and juvenile in 

turbulent tanks 

●Reproduction mechanisms of marine living resources in 

coastal areas 

●Impact of meso-scale variability in the Kuroshio region on 

recruitment of small pelagic fish species

The distribution, migration and stock variation of marine 

organisms fluctuate with physical, biological and chemical marine 

environments on various temporal and spatial scales. Global 

oceanic and climatic phenomena represented by El Nino have a 

close relationship to spawning and feeding migrations of large-

scale migrating fishes over several thousand kilometers. 

Biological transport associated with ocean circulation and vertical 

mixing caused by oceanic turbulence play very important roles in 

the growth and survival of larvae and small marine organisms. 

The marine environments that affect not only species but also 

growth stages vary widely. Our objectives are to clarify the 

characteristics of oceanic phenomena related to ecology of 

marine organisms and the response mechanisms of marine 

organisms to global environmental changes.

海洋研究連携分野 生物圏環境学 
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