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生物海洋学分野

研究連携領域
Department of Collaborative Research,

Biological Oceanography Section
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、
様々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

The distribution, migration, and stock variation of marine organisms
fluctuate with the physical, biological, and chemical marine environment
on various temporal and spatial scales. Global oceanic and climatic
phenomena related to El Niño have a close relationship with the
spawning and feeding of the fishes such as tuna and eel that exhibit
large-scale migration over several thousand kilometers. The biological

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

transport associated with ocean circulation and the vertical mixing

ています。
このように生物種のみならず成長段階の違いよって生物に

caused by oceanic turbulence play very important roles in the growth

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

and survival of larvae and small marine organisms, such as shellfish.
There is a wide variety of marine environments that affect not only the
entire life history of species, but also the specific growth stages. Our
objectives are to clarify the characteristics of oceanic phenomena

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

related to the ecology of marine organisms, and the response

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

mechanisms of aquatic organisms to global environmental changes.

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。
とくに、
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浅海・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、

Ongoing Research Themes
●The feeding ecology and transport of Japanese eel larvae
●The habitat, environment, and behavior of Japanese eel adults
in freshwater regions
●The effects of Kuroshio on stock abundance and migration of
the species that are important to fisheries
●Ecological and physiological responses of marine organisms
related to global warming

沿岸・河川・湖沼に生息する水棲生物の保全に関わる研究も行っ

●The reproduction mechanisms of coastal marine organisms

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

●Larval dispersal mechanisms of benthos related to the

研究と教育を目指しています。

evaluation of marine protected areas
●Modeling of the physical environment of small-scale bays

現在の主な研究テーマ

●Effects of global environmental changes on stock abundance
and migration

●ニホンウナギ幼生の輸送と摂餌生態
●淡水・汽水域におけるウナギ成魚の生息環境と行動
●黒潮が水産生物の資源量・来遊量に及ぼす影響
●地球温暖化に伴う水産生物の生理生態的応答
●沿岸域に生息する水産生物の再生産機構
●海洋保護区の評価と関連した底生生物の幼生分散機構
●内湾流動環境のモデル化
●地球環境変動が資源変動・回遊行動に与える影響

Fig.3

Fig.1

Fig.4

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
ニーニョが発生した年（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。幼生はシラスウナギへと変態し、
その後に黄ウナギ（図3）へと成長するが、汽
水域・淡水域での生息環境が成長・生残に大きな影響を及ぼす。英国におけるムール貝の最
大生産地であるメナイ海峡（図4）。

Fig.2

The Japanese eel leptocephalus (Fig.1) and its larval transport from the spawning ground in
the North Equatorial Current, reproduced by numerical simulation (Fig.2). Transport rate of
the Japanese eel larvae along the Kuroshio is less than that along the Mindanao Current in
an El Niño year (Fig.2, left panel). Yellow eel (Fig.3). Glass eels turn into yellow eels, and the
freshwater environment affects their growth and survival. The Menai Strait - largest mussel
producing area in the UK (Fig.4).

兼務教授※ 1
Professor

兼務助教※ 2

Research Associate

KIMURA, S.

58

CATALOG

三宅 陽一

MIYAKE, Yoichi

※1 大学院新領域創成科学研究科教授
※2 大学院新領域創成科学研究科助教

MIYAKE, Y.

ATMOSPHERE AND OCEAN RESEARCH INSTITUTE
THE UNIVERSITY OF TOKYO

木村 伸吾

KIMURA, Shingo

2013

研究内容｜RESEARCH CONTENTS

海洋アライアンス連携分野

研究連携領域
Department of Collaborative Research,

Ocean Alliance Section

海洋アライアンスは、
社会的要請に基づく海洋関連課題の解決
に向けて、海への知識と理解を深めるだけでなく、海洋に関する学
問分野を統合して新たな学問領域を拓いていくことを目的に東京大
学に設置された部局横断型の機構と呼ばれる組織です。
本分野では、海洋に関わる様々な学問領域と連携しつつ研究を
進めると共に、
海洋政策の立案から諸問題の解決まで一貫して行う

The University of Tokyo Ocean Alliance will strive to address the needs
of our society with regard to ocean issues, and will consider the future
of our society and of our nation from the global perspective of the
related fields of ocean research. The alliance will extend and deepen
our understanding of the ocean, develop new concepts, technologies,
and industries and will form a distinguished think tank to contribute to
our country's ocean related political discussions.

ことができる人材を育成するための研究・教育活動を行っています。

Ongoing Research Themes

現在の主な研究テーマ

● Migration of fishes and their conservation

●回遊性魚類の行動解析と資源管理方策に関する研究
我が国で利用される水産資源には、地域や国の枠を越え、地
球規模で海洋を移動する魚類が多く含まれています。これら
高度回遊性魚類資源の持続的利用を図るため、回遊メカニ
ズムの基礎的理解に加え、海洋環境の包括的な把握、さらに
社会科学的側面を総合した統合的アプローチによる管理保
全方策の策定を行っています。
●海洋キャリアパス形成と人材育成に関する研究
海洋は、
海運、
海岸開発、
漁業など多様な価値観が交錯する場で
あり、
海洋で起こる問題はますます複雑化しています。海洋問題の
解決のためには、
海洋のさまざまな分野の横断的知識が不可欠
であり、
学際的知識を有する人材育成のための教育研究を行って
います。関係省庁での効率的なインターンシップ実習を推進し、
学
生のキャリアパス形成がより具体的になるように努めています。
●鉄を利用した藻場生態系の修復と沿岸環境保全に関する研究
沿岸域の環境・生態系の保全に対しては、森・川・海のつな
がりの観点が重視されていますが、
その中で鉄の動態につい
ての関心が高くなっていると言えます。本研究では、海域の鉄
不足が海藻群落や藻場生態系に与える影響に着目し、製鋼ス
ラグと腐植物質を利用した藻場修復・造成技術の開発を行っ
ています。また技術に関する研究から沿岸生態系における鉄
の役割理解に向けた研究へと展開し、陸域や海域における鉄
を中心とした物質動態評価等に取り組んでいます。

研究船白鳳丸に
よる大型ORIネッ
ト作業

Fishery resources often involve species that make global
scale migrations in the vast open ocean. To begin or expand
management and conservation efforts for these migratory species,
we use multidisciplinary approaches to study their ecology and
ocean environments, as well as the social science aspects of
these important fisheries species.
● Study on career path and capacity building for addressing
ocean affairs
Problems in the ocean have been increasingly complicated
because of intensified human activities based on conflicting value
systems such as coastal development and fisheries. This program
aims to facilitate acquiring trans-boundary knowledge for solving
the ocean problems through practical approaches.
● Restoration and conservation of coastal environment and
ecosystem focusing on iron
The relationship between forest, river, and sea is important for
maintaining the coastal ecosystem, and the role of iron in the
ecosystem has attracted increasing attention recently. We have
developed a method for restoring seaweed beds and the coastal
ecosystem by using a mixture of steelmaking slag and humic
substances, focusing on the lack of dissolved iron in coastal
areas. The dynamics of chemical substances, mainly iron, in
terrestrial and coastal areas has been investigated to understand
the importance of iron in the coastal environment and ecosystem.

鉄を利用した藻場修復に向けた実証試験（北海道増毛町）
（試験開始前の海底（左）と試験開始翌年の海域（右））

Large scaled ORI
net operation
on board R/V
H a k u h o M a r u t o
sample fish larvae

The bottom of sea (left) and sea area of field test site in Mashike-Cho, Hokkaido
for the method of seaweed bed restoration by using steelmaking slag and humic
substances
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